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東京バレエ団の2006年
のスタートは、ウラジーミ
ル・マラーホフ演出による、
ニュー・バージョンの「眠れ
る森の美女」が飾ります。こ
の「眠れる森の美女」は、来る

10月に芸術監督であるマラーホフ
が、ベルリン国立バレエ団で新たに演
出するものです。東京バレエ団では、
マラーホフがこの作品に込める思い、

そして一新される衣裳なども含
め、上演が果たされることと
なります。マラーホフ演出と
いえば、今年6月にはベルリン
国立バレエ団日本公演の
「ラ・バヤデール」でも、その
壮麗な舞台がファンを魅了し
ました。この「眠れる森の
美女」は、《マラーホフの
贈り物2006》の全幕特別プ
ログラムとして上演される
もので、マラーホフとはすで
に共演を重ねるなど信頼関係を深めて
いる東京バレエ団ならではの成果が期待されます。
マラーホフが「眠れる森の美女」という
作品に対して最も重要としているのは作
品のもつ“おとぎ話”としての魅力だ
と言います。そして、物語の流れを大切にし
たい、とも。今回の新演出では、第1幕の前
にオーロラの誕生の場面が置かれ、そこには
赤ん坊だけではなく、子供時代のオーロラも
登場させるとことを考えているようですが、こ
れは、この祝いの宴が、“大事件”が起こ
る場であることだけではなく、物語の全
編に流れるオーロラ姫への周囲の愛を
浮き上がらせることにもなるでしょう。
また、“おとぎ話”的魅力を高めるために、
特にリラの精をはじめとした妖精たちの扱
いにも注意を払っているようです。マラ
ーホフの言葉によると、「リラの精には四葉のクローバーの
ような意味をもたせたいのです。三つ葉が普通のクローバ
ーが、一枚葉の多い四葉になると幸運の印とされるのと同
様に。リラの花は普通5枚の花弁を持ちますが、稀に6枚と

いうのもあるのです。『眠れる森の美
女』にも、5人の妖精に加えてリラの
精がいるわけですから、彼女が最大の
幸運をもたらすのだ、というふうにし
たい」のだそうです。
幸運の女神リラの精に対するカラボ
スは、男性によって踊られます。物
語のキーマンともいえるこの役には、

ダンスとしての見せ場が与えられるかも…‥。
このほかにも、ディヴェルティスマンでは、唐突な感じ
にならないように、物語の一部に見えるようになど、一環
して物語としての「眠れる森の美女」というコンセプトが

貫かれているようです。さ
らに、マラーホフ
が新しさを求
めたのは衣裳
デザイン。イ
ラストからも伺
われる通り、伝
統的なものとは
一味違う斬新さが取
り入れられています。

今回、全公演でオーロ
ラ姫を踊る吉岡美佳
に対しては、マラー
ホフ自身が日本で初めて

『眠れる森の美女』を踊ったと
きのパートナーでもあり、そ
の後の共演も含め、その美し

さと技術の
素晴らしさには厚い信頼を寄
せているとのことです。
「時代や国の設定を
特別にしたり、抽象的
な踊りの振付をすると
いったことはしませ
ん。大切なのは、こ

の舞台を見るお客さまに、こ
のおとぎ話の極上のロマンティック
さを味わってもらうことです」と
マラーホフ。

本物の王子さまマラーホフが創る、本物の「眠れる森の
美女」が、バレエ・ファンを虜にすることでしょう。

ウラジーミル・マラーホフ
演出による新しい「眠れる森
の美女」でオーロラ役を演じ
る吉岡美佳。すでにこの演目
でマラーホフとの共演を重ね
ている吉岡ですが、今回はマ

ラーホフ新演出による新しいバージョンとなるこ
ともあり、さらなる期待が寄せられるところです。
マラーホフからも大きな信頼を寄せられている吉
岡に、今回の「眠れる森の美女」やマラーホフと

の共演、また振付家マラーホフに対しての思いなど
を伺いました。
「マラーホフさんとは1998年と2000年に『眠り』を、
その他にも『白鳥』と『ジゼル』で一緒に踊る機会
がありましたが、一番に言えることは、すごく気持
ちが伝わるということです。彼は私の気持ちをわか
るし、私も彼の気持ちがわかる…‥だから、舞台の
上でもきちんとしたやりとりができるんです。自分
がどういうふうに役づくりをしなければと考えるこ
となく、自然に役に入り込めるんですね。これが、
一緒に踊るダンサーとしての彼の凄さなんだと感じ
ています。最初の『眠り』のときには、私自身がオ
ーロラを踊るのも、マラーホフさんと踊るのも初め
てということで、いろいろな緊張感がありましたが、
その後に積み重ねてきたものが、今度の『眠り』では

良い意味で活かせるようにしたいと思っています。
今回の『眠り』は、どのような作品になるかはま
だわからないので、なんともいえませんが、とても
楽しみに思っているのは、マラーホフさんがご自身
が振り付けた作品を、きちんとした時間をもって私
たちを指導してくださるということです。これまで
にも東京バレエ団は、素晴らしい振付家の方から直
接指導をしていただけるという機会をもっていま
す。だからこそ私たちダンサーにとって、振付家自
身から、その作品の指導を受けられるということが
いかに重要なことかがわかるんです。ゲスト・ダン
サーとして共演してきたこれまでとは、また違った
大きな楽しみがあります。
楽しみといえば、マラーホフさんの今度の『眠り』
では、東京バレエ団のバージョンではカットされて

いる幻影の場面があるということ。東京バレエ団
のバージョンは、スピーディな展開という点で、
お客さまには見やすくなっているとは思います
が、踊り手の側からすると、この場面があった方
が、気持ちのもっていき方も自然にできると思う
んです。
マラーホフさんは、あらゆることにこだわる人
です。だから、今回の『眠り』でも、踊りはもち
ろん、衣裳や装置などにも、彼ならではのこだわ
りが作品の隅々にまで活かされることになるのだ
と思います。いまはまだ、ちょっと奇抜にも見え
る衣裳デザイン画ですが、マラーホフさんがすべ
てを創りあげたときには、きっと素敵な『眠れる
森の美女』の舞台になるんだと思います。私もと
ても楽しみにしています。」
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東京バレエ団2006年公演
《マラーホフの贈り物2006》全幕特別プロ
マラーホフ新演出「眠れる森の美女」
2006年
2月18日（土）3:00 p.m.東京文化会館
2月19日（日）3:00 p.m.東京文化会館
2月21日（火）6:30 p.m.東京文化会館
■主な出演
オーロラ：吉岡美佳
デジレ王子：ウラジーミル・マラーホフ
ほか 東京バレエ団
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

■入場料［税込］
S=¥14,000 A=¥12,000 B=¥10,000
C=¥  8,000 D=¥  6,000    E=¥  4,000
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSの
みで2006年1月20日（金）より受付。

10月1日（土）
10:00a.m.より
前売開始

interview吉岡美佳、
意気込みを語る

ベルリンでの初演後、すぐに東京に上陸！
マラーホフ新演出「眠れる森の美女」

東京バレエ団2006年2月公演
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ベルリンでの初演後、すぐに東京に上陸！
マラーホフ新演出「眠れる森の美女」

東京バレエ団2006年2月公演

同団をまたたくまに世界的な
レベルに引き上げ、その成功
は「シュツットガルトの奇跡」
と賞賛された。
だが早熟な才能をすさまじ
い勢いで開花させたクランコ
は、悲しいことに生き急ぐ芸
術家の典型でもあった。1973
年、二度目のアメリカ公演か
らの帰国の機上で急死。わず
か45歳のときのことで、早世
ゆえにその人生が神話化され
すぎてきたきらいもあるが、
それとは全く別のところでク

ランコの物語バレエはこのジャン
ルの王道ともいえる輝きを、年月
を経て変わることなく放ち続けて
いる。作品世界を見つめるその視
線はどこまでも鋭くかつ温かく、
血の通った人間像を浮き彫りにし
て説得力がある。またその振付は
高度な技巧をふんだんに織り込ん
で見る者の目を驚かすようでいて、
感情の盛り上がりとテクニックの
ピークが鮮やかに重なった自然さ
ゆえに、心の琴線に触れる。
遠慮会釈のない喜劇も上手いが、
それが悲劇であれば物語の重みを
一度ぐっと引き受けてから、でき
るだけひそやかな語り口で綴って
いくというのがクランコ流である。

たとえばシュツットガルト着任の翌年に上演された『ロ
ミオとジュリエット』。シェイクスピアの戯曲に基づいた
同名のバレエには何十とも知れない演出があるが、その
多くは喉も裂けよと謳いあげる大悲劇か、現代的なエッ
ジを売り物とした無機質的な心理劇の様相を呈している。
プロコフィエフの書いたバレエ曲が、不協和音の迫力で
もって圧倒的に押してくる一面を持っているからである。
その中にあって、クランコの演出はプロコフィエフの
音楽のもうひとつの特色、つまり若い恋人達に寄り沿う
メロディアスな要素をみごとに掬いあげて、ひときわ軽
やかである。軽いといっても、愛と
死、生と死の撚り合わさった物語の
深みは少しも損なわれない。往々に
して人は、作品を隅々まで塗り込め
ないと安心できないもの。余白を残
して完成させられるのは一握りの天
才だけだが、クランコは後者に属す
る数少ない振付家なのである。
その三年後、脂の乗ってきた時期
に作られた『オネーギン』は、オペ
ラとしても成功している文学作品を
その原曲を使わずにバレエ化する試
みの先駆といえるもので（チャイコ
フスキーの、同名のオペラ以外の数
曲を編曲して使用）、マクミランの
『マノン』、あるいはジョン・ノイマ
イヤーの『椿姫』も、この『オネー
ギン』の成功なしには生まれなかっ
たはずである。
これもまた円熟期の天才だけに許
された、奔放なまでに自由な発想は

ますます冴えわたり――ヒロインが床に寝そべって本を
読んでいるオープニングなんて、他にだれが思いつくだ
ろう――ナイーヴな本の虫から威厳と成熟を備えた社交
界の華へと変貌していくタチヤーナの姿を、よどみなく
描いていく。鏡と手紙というふたつの小道具の示し方を
はじめ、さりげないようでいて、そこここにじつに巧み
に複線が張られ、最後のパ・ド・ドゥで、物語のすべて
の要素が一点に収束する。オネーギンの求愛をタチヤー
ナが拒絶して去らせるこの曲は、おそらくクランコの全
作品の中でももっとも生々しい魂の叫びを描いたパ・
ド・ドゥといっていいだろう。いわゆるバレエの美とは
対極にあるかのような激しい懇願と拒絶と、その間の苦
悩。ここに至るまでのクランコ一流の語りが、いわば
「十を知らせるための一」とでも言うべき簡潔さで進んで
きたからこそ、渦を巻き、ぶつかり合いながら流れ込む
感情の激しさには図りしれないものがある。
別の言い方をすれば、クランコはアシュトンの軽みや
ヒューマニティを引き継ぎながら、マクミランの激しい
ドラマに道を開いたのである。つまり20世紀の物語バ
レエの中心に位置しているのが彼なのだ。クランコを
見ずして物語バレエを語るなかれ。この秋のシュツッ
トガルト・バレエの公演は、まさしく必見である。

長野由紀（バレエ研究）

20世紀の物語バレエは、英国ロイヤル・バレエをその
ひとつの中心地として発達してきた。まずその前半には
フレデリック・アシュトンが『シンデレラ』に見られる
ような精度とタイミングを重んじる振付スタイル、同国
の文化風土に根ざした繊細さとアイロニー、そして大衆
的な笑いの混在した独特の作風を築き上げ、その後には
対照的に重々しいドラマ性と赤裸々な表現の中に人間存
在の真実を探るケネス・マクミランが出て、現在に至る
までの世界のバレエのあり方に大きな影響を与えてきた。
そして年齢的にこの二人の間に位置した異数の振付家
に、ジョン・クランコがある。
1927年南アフリカに生まれ、第二次世界大戦直後にロ
ンドンに渡って才能を発揮。当時のロンドンは苦難を強

いられた末の戦勝に
沸きかえり、物資に
はまだまだ事欠きな
がらも、創造的なエ
ネルギーの横溢する
都会だった。バレエ
の世界に限っても、
アシュトンはちょう
どこの時期に芸術家
としての個性を確立
し、若きクランコは
その活動ぶりを目の
当たりにしながら
次々とヒットを飛ば
し、自らの個性を形

成していった。二歳年下のマ
クミランを振付の道に向かわ
せたのも、兄弟子ともいえる
立場のクランコであった。
1961年にはドイツ南部に位置
するシュツットガルト・バレ
エの芸術監督に就任、長い歴
史を持ちながら停滞していた

NBSニュース 平成11年1月20日第三種郵便物認可 平成17年9月1日発行 定価50円
第223号（月刊・毎月1日発行）
［発行］IDM企画　〒101-0031  東京都千代田区東神田 3-1-11
［編集］財団法人日本舞台芸術振興会

〒153-0063東京都目黒区目黒 4-26-4  Tel.03-3791-8888

NBSでは今年、5月にシルヴィ・
ギエムの「愛の物語」公演における
アシュトン振付の「田園の出来事」
と、マクミラン振付の「三人姉妹」、
7月の英国ロイヤル・バレエ団日本
公演におけるマクミラン振付の「マ
ノン」と、物語バレエの傑作をご紹
介してきました。これにより、きっ
と多くのバレエ・ファンには、主役
を踊るダンサーの魅力もさることな
がら、演出や振付の素晴らしさによ
るバレエの醍醐味を再認識していた
だけたことと思います。今秋11月に
は、アシュトン、マクミランと同じ
ロイヤル・バレエ団出身で、シュツ
ットガルト・バレエ団にわたって物
語バレエに天才を発揮したもう一人
の振付家ジョン・クランコの最高傑
作「オネーギン」と「ロミオとジュ
リエット」をご紹介します。
物語バレエで、バレエ本来の醍醐
味を堪能してもらうとともに、“奇
跡の振付家”ジョン・クランコの魅
力を再発見してください。

ロミオとジュリエット
ROMEO AND JULIET

オネーギン
ONEGIN

シュツットガルト・バレエ団日本公演

血の通った人間像を感動的に描く、
奇跡の振付家

ジョン・クランコの作品に注目！

シュツットガルト・バレエ団日本公演

血の通った人間像を感動的に描く、
奇跡の振付家

ジョン・クランコの作品に注目！

＊写真は東京バレエ団のものです。
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Photo : Stuttgarter Ballett
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ジョン・クランコ
（1927～1973）

Photo : Hannes Kilian Photo : Hannes Kilian

＊衣裳デザイン画 ©Valery Kungurov

P
ho

to
 : 

K
iy

on
or

i H
as

eg
aw

a



NBSのホームページからもチケットをご購入いただけます。http://www.nbs.or.jp/NBSチケットセンター 03-3791-8888
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玉石混淆
佐々木忠次

この原稿を書いている段階で、今回の衆院選の結
果がどうなるか、まったく予断を許さないが、連日
マスコミを賑わせているのは、郵政民営化法案に反
対した候補者に向けられた刺客の話ばかりである。
今回の選挙を「郵政解散」と呼び、郵政民営化に対
し賛成か反対かを問う国民投票に位置付けようとし
ている小泉総理の手腕は、実に鮮やかだ。小泉さん
はあらかじめ衆院解散を視野に入れ、八方手を打っ
ておいたとしか思えない。一方、郵政法案に反対し
た自民党の議員は、反対票を投じてもたいした仕打
ちを受けないと高をくくっていたふしがある。今後
どんなドンデン返しがあるかわからないが、この原
稿を書いている段階では、小泉さんの意志の強さと
喧嘩のうまさが際立つ結果になっている。小泉さん
の手法は“劇場型”と言われるが、オペラ好きの小
泉さんのことだから、当然かもしれない。
小泉さんが今度のバイエルン国立歌劇場の公演を

ご覧になれる機会あるかどうかわからないが、ピー
ター・ジョナス総裁、ズービン・メータ音楽監督体
制もこれが最後になるから、日本公演にかける意気
込みにはひとかたならぬものがあり、前回の日本公
演以上の成功が期待できるのは間違いない。数年前
まで、引越し公演は年に1団体か2団体がせいぜいだ
ったが、NBSがいとも簡単に引越し公演を成功させ
ていると思っているのか、ここ数年、玉石混淆さま
ざまなオペラ団が矢継ぎ早に日本にやってきている。
毎年この時期に音楽雑誌が特集している来年の来日
演奏家速報を一瞥して、驚くというよりも、なかば
呆れてしまった。主なところを挙げても、1月にはゲ
ルギエフ率いるマリンスキー・オペラが、ワーグナー
の「指環」全曲を、2月にはシュツットガルト歌劇場
がコンヴィチュニー演出の「魔笛」をもって初来日す
る。6月にはボローニャ歌劇場、メトロポリタン・オペ
ラ、それに、ベッリーニ大劇場が相次ぎ来日し、9月に
はローマ歌劇場と、当方が招聘するフィレンツェ歌
劇場が来日する予定だ。もちろん、ここに挙げた以
外にも東欧圏のオペラや得体の知れない団体が、送
迎に暇がないほどひっきりなしにやってきている。す
でにマーケットは飽和状態だ。この話を海外の劇場
関係者にすると、最初は耳を疑い、やがて日本のオ
ペラ市場が過熱していることを実感するようである。

こうした現象はさまざまな問題をはらんでいる。
海外の一流オペラハウスの日本公演を実現させるの
は、これまで文化事業だった。実際、高いと言われ
る入場料設定であっても、入場料収入だけでは採算
がとれず、スポンサーをはじめ各方面の協力を仰が
なければならなかった。ところが、東欧圏から安く
仕込み、大量販売する「ユニクロ」商法のようなビ
ジネス・モデルが横行し始めたのである。あるいは
大資本の会社が参入し、他の低俗なイヴェントで稼
いだお金を、オペラの引越し公演に注ぎ込んで、そ
の会社のイメージ・アップを図るというやり方まで
出てきた。宣伝費を湯水のように使い、鐘や太鼓で
大宣伝して、実態よりも立派に見せようとする。長
い間この業界に携わってきたものにとって、こうし
た流れはとても違和感を覚える。これまで、少しで
も芸術の高みを目指すのが、我々に課せられた使命
で、そのうえで、いかに芸術と経済との折り合いを
つけるかが、我々の仕事だと信じて努力してきたつ
もりだ。ところが、いまや文化事業もイヴェントの
興行も一緒くたで、「悪貨は良貨を駆逐する」構図が
いたるところで見受けられて、暗澹たる気分にさせ
られる。私にとって唯一の救いは、NBSを支えてく
ださっているお客様が、公演を観る“プロ”で、安
くて不味いものを食べさせられるよりも、高くても

満足のいくものを、という嗜好が強くなっているよ
うに思えることだ。今回のバイエルン国立歌劇場日
本公演でも、それに応えられるように最善を尽くし
たいと思っている。これまでNBSはポリシーという
わけではないが、「高くてもいいものを」というとこ
ろがあったが、近い将来はさらに入場料を引き下げ
る努力をして、少しでも「安くていいものを」にし
たいと考えている。
2006年から〈オペラ・フェスティバル〉の新シリ
ーズが始まる。そもそも、この〈オペラ・フェステ
ィバル〉は2003年から2007年の5年を一つのサイクル
にしていて、前半は2003年のミラノ・スカラ座、昨
年のウィーン国立歌劇場、そして今年のバイエルン
国立歌劇場の3団体、後半に来年のフィレンツェ歌劇
場、2007年のベルリン国立歌劇場の2団体を予定して
いたが、2006年からのシリーズで新たに会員を募る
にあたって、2008年にウィーン・フォルクスオーパ
ーと、ウィーン国立歌劇場の２団体を加え、“ウィー
ン・フェスティバル”といった趣向で音楽の都ウィ
ーン響きをあわせて満喫してもらおうと思っている。
まもなく詳細を発表させていただくが、この〈オペ
ラ・フェスティバル〉の新シリーズの会員募集に、
多くのオペラ・ファンが参加してくれることを願っ
ている。

■□□□□□□□□□□□
□□

上野水香がオンワード樫山の人気ブランド「23区」
の2005年秋冬広告に出演することになりました。
「23区」のブランドが持つメジャー感、スケール感を、
異なったフィールドで活躍する3人の女性によって
表現するというコンセプトのもと、上野のほか、女
優の片瀬那奈さん、ミュージシャンのBONNIE PINK
さんが出演しています。表現テーマは「私には、私
の23区」。キャリア女性、お嬢さま、アーティスト、
それぞれの役柄を象徴させる、23区の服を着た女性
が、一枚の写真の中で交錯する、印象的な広告がカ
タログ、ショップ、雑誌等で展開されます。
7月上旬に行なわれた撮影は、梅雨時ということ
もあり、当初2日の予定が3日に伸びるといったこと
もありましたが、秋冬の季節感を感じる、ドキュメ
ンタリータッチの作品が完成しました。いつもとは
違った上野水香の一面をご覧いただけると思います。
今回初めて広告モデルに挑んだ上野は、「舞台で踊る
のとは違う緊張感や難しさがありましたが、とても

上野水香、オンワード樫山
「23区」の2005年秋冬広告
に出演

上野水香、オンワード樫山
「23区」の2005年秋冬広告
に出演
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良い経験になりました」と語っています。この広告は
8月下旬より雑誌、ショップ等で展開されます。
オンワード樫山　23区
http://www.onward.co.jp/23ku/index.html

《ギエム「最後のボレロ」》
追加公演決定！

先に発表させていただいた東京4公演が、即
日完売となったため、急遽下記のとおり追加公
演を行うことになりました。日程およびプログ
ラムは下記の通り。
12月5日（月）6:30p.m. 東京文化会館
12月6日（火）6:30p.m. 東京文化会館
●予定されるプログラム
「スプリング・アンド・フォール」（東京バレエ団）
「小さな死」（シルヴィ・ギエム、マッシモ・ムッル）［12/5］
「Push Too」（シルヴィ・ギエム、マッシモ・ムッル）［12/6］
「シンフォニー・イン・D」（東京バレエ団）
「ボレロ」（シルヴィ・ギエム、東京バレエ団）
■入場料［税込］
S=¥14,000   A=¥12,000   B=¥10,000
C=¥8,000     D=¥6,000   E=¥4,000
＊NBSとe+のみで発売します。
e+（イープラス）http://eee.eplus.co.jp 03-5749-9911

プレオーダー9月8日（木）～11日（日）＊プレオーダーにつ
いては、事前にe+（イープラス）に直接お問合せください。

ズービン・メータ指揮 バイエルン国立管弦楽団演奏会
●Aプロ《オール・リヒャルト・シュトラウス・プロ》
9月20日（火）7 : 00p.m.  サントリーホール
R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」
R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシ
ュピーゲルの愉快ないたずら」
R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」
●Bプロ
9月27日（火）7: 00p.m.  サントリーホール
マーラー：交響曲第3番ニ短調

■Aプロ入場料［税込］
S=¥19,000 A=¥17,000  B=¥15,000
C=¥13,000 D=¥11,000   E=¥ 8,000   
学生券=¥5,000
■Bプロ入場料［税込］
S=¥25,000 A=¥22,000 B=¥19,000   
C=¥16,000 D=¥13,000   E=¥10,000   
学生券=¥7,000

■ソリスト：ワルトラウト・マイヤー
■合唱：バイエルン国立歌劇場合唱団

TOKYO  FM少年合唱団

東京バレエ団「M」
10月29日（土）6:30p.m.  ゆうぽうと簡易保険ホール
10月30日（日）3:00p.m.  ゆうぽうと簡易保険ホール

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=¥5,000 D=¥4,000  
エコノミー券=¥3,000 学生券=¥2,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみ
で9月30日（金）より受付。

■主な出演
イチ：高岸直樹、ニ：後藤晴雄、サン：木村和
夫、シ（死）：古川和則、聖セバスチャン：大嶋
正樹、女：吉岡美佳、海上の月：小出領子、オ
レンジ：高木綾、ローズ：上野水香、ヴァイオ
レット：井脇幸江　ほか東京バレエ団

《ギエム「最後のボレロ」》
●Aプロ
「ギリシャの踊り」「小さな死」「ドン・ジョヴァンニ」
「ボレロ」
11月18日（金）6:30p.m.  東京文化会館
11月19日（土）3:00p.m.  東京文化会館
●Bプロ
「テーマとヴァリエーション」「Push Too」
「春の祭典」「ボレロ」
11月20日（日）3:00p.m.  東京文化会館
11月21日（月）6:30p.m.  東京文化会館
●Cプロ［追加公演］
12月5日（月）6:30p.m.  東京文化会館
12月6日（火）6:30p.m.  東京文化会館
＊追加公演については、右欄をご参照ください。

■入場料［東京公演・税込］
S=¥14,000 A=¥12,000 B=¥10,000
C=¥8,000 D=¥6,000 E=¥4,000
エコノミー券=3,000  学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
10月14日（金）より受付。

［その他の公演］
11/23（祝）北海道厚生年金会館 ［011-241-3871］
11/26（土）川口総合文化センター［048-254-9900］

■出演
シルヴィ・ギエム
マッシモ・ムッル（東京・大阪公演のみ出演）
東京バレエ団

シュツットガルト・バレエ団日本公演
●「オネーギン」全3幕
11月 8日（火）6:30p.m. 東京文化会館
11月10日（木）6:30p.m. 東京文化会館
（タチヤーナ：マリア・アイシュヴァルト、
オネーギン：マニュエル・ルグリ［特別出演］、
オリガ：エレーナ・テンチコワ、
レンスキー：ミハイル・カニスキン）

●「ロミオとジュリエット」全3幕
11月12日（土）1:30p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：アリシア・アマトリアン、
ロミオ：フリーデマン・フォーゲル）

11月12日（土）6:30p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：スー・ジン・カン、
ロミオ：フィリップ・バランキエヴィッチ）

■入場料［税込］
S=¥18,000 A=¥16,000 B=¥14,000
C=¥11,000 D=¥  8,000   E=¥  5,000   
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はNBSとe+で、学生券はNBSのみ
で10月6日（木）より受付。

11月13日（日）3:00p.m. 東京文化会館
（ジュリエット：ブリジット・ブライナー、
ロミオ：ジェイソン・レイリー）

＊配役は5月30日現在の予定です。シュツットガルト・バレエ団の都合により
変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。正式発表は
公演当日になります。

■指揮：ジェイムズ・タグル、グレン・プリンス（11/13）
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

［大阪公演］
11/15（火）「ロミオとジュリエット」

フェスティバルホール［06-6375-7431］
（ジュリエット：アリシア・アマトリアン、
ロミオ：フリーデマン・フォーゲル）

「ロミオとジュリエット」

バイエルン国立劇場日本公演
●『タンホイザー』
9月24日（土）3: 00p.m.  東京文化会館
9月28日（水）5 : 00p.m.  東京文化会館
10月 1日（土）3: 00p.m.  東京文化会館
■指揮：ズービン・メータ

●『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
9月25日（日）1 : 00p.m.  神奈川県民ホール
9月29日（木）4 : 00p.m.  NHKホール
10月 2日（日）1 : 00p.m.  NHKホール
■指揮：ズービン・メータ

●『アリオダンテ』
10月 7日（金）6 : 00p.m.  東京文化会館
10月 9日（日）3 : 00p.m.  東京文化会館
10月11日（火）3 : 00p.m.  東京文化会館
■指揮：アイヴォー・ボルトン

■『タンホイザー』入場料［税込］
S=¥59,000 A=¥54,000 B=¥48,000
C=¥42,000 D=¥35,000
学生券=¥9,000
■『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
入場料［税込］
S=¥60,000 A=¥55,000 B=¥49,000
C=¥43,000 D=¥36,000
（横浜公演D=¥35,000 E=¥24,000
F=¥14,000）
学生券=¥9,000
■『アリオダンテ』入場料［税込］
S=¥54,000 A=¥48,000 B=¥42,000
C=¥36,000 D=¥30,000
学生券=¥9,000
＊公演日・券種により売り切れの場合があり
ます。

■予定される主な配役
『タンホイザー』
タンホイザー：ロバート・ギャンビル
ヴォルフラム：サイモン・キーンリサイド
ヴェーヌス：ワルトラウト・マイヤー ほか

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』
ハンス・ザックス：ヤン=ヘンドリク・ロータリング
ベックメッサー：アイケ・ヴィルム・シュルテ
ヴァルター：ペーター・ザイフェルト
ダーヴィッド：ケヴィン・コナーズ
エヴァ：ペトラ=マリア・シュニッツァー ほか

『アリオダンテ』
アリオダンテ：アン・マレイ
ジネヴラ：ジョーン・ロジャーズ
ポリネッソ：クリストファー・ロブソン
ルルカーニオ：ポール・ナイロン ほか

■バイエルン国立管弦楽団
■バイエルン国立歌劇場合唱団
＊配役および上演の詳細等につきましては、公演チラシ
をご参照ください。

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』

11/27（日）新潟県民会館 ［025-229-2229］
11/29（火）アクトシティ浜松 ［054-251-3302］
11/30（水）愛知県芸術劇場 ［052-957-3333］
12/  1（木）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
12/  2（金）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
12/  9（金）福岡サンパレス ［092-852-6606］
12/10（土）熊本市民会館 ［096-355-7315］
12/12（月）オーバードホール（富山）［076-432-5555］
12/15（木）宮城県民会館 ［022-211-1189］
12/16（金）市川市文化会館 ［047-379-5111］
12/19（月）広島厚生年金会館 ［082-253-1010］
12/20（火）島根県民会館 ［0852-22-5556］

「ボレロ」

《マラーホフの贈り物》
●Aプロ
2006年
2月24日（金）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2月25日（土）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
2月26日（日）3:00p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
●Bプロ
2006年
2月28日（火）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
3月 8日（水）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
3月 9日（木）6:30p.m.ゆうぽうと簡易保険ホール
［大阪公演］
2006年3月6日 フェスティバルホール［06-6375-7431］

●予定される出演者
ウラジーミル・マラーホフ（ベルリン国立バレエ団）
ジュリー・ケント（アメリカン・バレエ・シアター）
マルセロ・ゴメス（アメリカン・バレエ・シアター）
ルシア・ラカッラ（ミュンヘン・バレエ団）
シリル・ピエール（ミュンヘン・バレエ団）
スヴェトラーナ・ルンキナ（ボリショイ・バレエ団）
セルゲイ・フィーリン（ボリショイ・バレエ団）
ポリーナ・セミオノワ（ベルリン国立バレエ団）
アルテム・シュピレフスキー（ベルリン国立バレエ団）
東京バレエ団
＊出演者は7月20日現在の予定です。出演者の都合
により変更になる可能性があります。

＊演目についてはチラシをご参照ください。

■入場料[東京公演・税込]
S=¥16,000 A=¥14,000 B=¥12,000
C=¥8,000 D=¥ 6,000
エコノミー券=¥5,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
2006年1月27日（金）より受付。

ウィーン室内合奏団
●Aプロ
11月29日（火）7:00p.m.  紀尾井ホール
●Bプロ
12月 3日（土）5:00p.m.  紀尾井ホール
●Cプロ
12月４日（日）3:00p.m.  紀尾井ホール

■入場料［東京公演・税込］
S=¥8,000 A=¥7,000 B=¥6,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで10
月28日（金）より受付。

＊曲目については別紙チラシをご参照ください。
［その他の公演］
11/30（水）東京文化会館［03-3572-4311］

12/1（木）鹿児島県文化センター［099-223-4221］
12/6（火）加茂文化会館（新潟）［0256-53-0842］
12/7（水）寺泊町文化センター（新潟）［0258-75-5155］
12/8（木）青海総合文化会館（新潟）［025-562-2223］
12/11（日）兵庫県立芸術文化センター［0798-68-0255］
＊11月30日および東京以外の公演については、各
地主催者までお問い合わせください。

Information & Topics

東京バレエ団特別団員の首藤康之が、昨年に
続き、今年も8月20日から26日までの7日間、夏
期特別講習会を開催しました。7歳から18歳まで
の男子を対象とするこの講習会、今年も北は北
海道から南は九州まで、全国各地から約90名の
男の子が参加しました。
「日頃、バレエをやっている男の子は、周りがほ
とんど女の子という状況です。だから男の子だ
けが何十人も集まってバレエを学ぶというこの
講習会は、子供たちにとってとても良い刺激に
なったと感じました。年齢別にクラスを3つに分
けたので、個々のレベルの違いはありましたが、
そうしたなかでどうやって教えていくか、伝え
ていくか、ということを考えることは、僕自身
にとってとても勉強になりました」と首藤。
この講習会で首藤が最も嬉しいと感じるのは、
感受性が豊かで、吸収力の高いこの年代の少年
たちと接するなかで、彼らが目に見えて変わっ
ていくのを実感できたこと、だそうです。
日本における男性ダンサーへの注目度を高め、
時代を引っ張ってきた首藤康之。東京バレエ団
を離れ、新たな道を進みつつある彼の、舞台人
としての姿勢やその生き方が、ジャンルを超え
た現代の若者から共感と注目が寄せられていま

す。そうした若い世代の生き方をテーマとしたNHK
の番組「トップランナー」が、少年たちと首藤の7
日間を密着取材。今回の講習会を首藤のロング・イ
ンタビューを交え「トップランナー特別編」として
10月9日に放送される予定です。

首藤康之による
少年を対象とした
夏期特別講習会開催

首藤康之による
少年を対象とした
夏期特別講習会開催

チケット購入にクレジットカ
ードをご利用いただけるよう
になりました。

NBSの公演チケットご購入についてご不便を
おかけしておりましたが、DC、VISA、Master
のクレジットカードをご利用いただけるように
なりました。詳しくはチケット購入時にNBSチ
ケットセンターにお問合せください。

9月17日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

ミュンヘン・オペラ
『アリオダンテ』対訳本の
ご案内

バイエルン国立歌劇場
日本公演に先立ち、『アリ
オダンテ』の対訳本が出
版されることになりまし
た。ご希望の方は、下記
の要領にて、お申し込み
ください。
■「おぺら読本 対訳30
アリオダンテ」
＊定価：2,300円（送料、消費税込み）
＊購入方法：郵便振替による入金確認後3日以
内に発送されます。
口座記号番号　0970-7-32279
加入者名：おぺら読本出版　
＊郵便振替払込取扱票通信欄に「NBSアリオ
ダンテ」と明記してください。
＊お問合せはTel 072-749-3344まで。

東京バレエ団友の会
「クラブ・アッサンブレ」が
新しくなりました。

東京バレエ団友の会「クラ
ブ・アッサンブレ」では、この
たび入会制度の改定をいたしま
した。これまでは、原則として
年度制（9月から1年間）でした
が、今後は随時とし、入会月か
ら1年間といたします。
会員には、毎公演一定数の

「クラブ・シート」が用意され、
一般発売前に先行予約を受け付けるほか、チケッ
ト購入時のポイント・システム、公演プログラム
の割引購入といった公演に直接関わる特典や、会
員のためだけに特別に企画されたリハーサルやゲ
ネプロ見学、講演会、パーティなども用意されて
います。一人でも多くの方のご入会をお待ちして
おります。
■お問合せはTel 03-3791-7000

当財団法人日本舞台芸術振興会（NBS）は、芸術の普及向上など公益の
増進に著しく寄与する法人として、本年6月14日付けで文部科学大臣より
〈特定公益増進法人〉に認定されました。これを機に、これまで以上に当財
団の活動にご理解をたまわり、舞台芸術を愛する皆さまからのご支援をお
願いいたしたく、新たに賛助会制度をスタートさせることになりました。
当財団が創立したのは25年前ですが、これまで東京バレエ団の運営はも
とより同団の国内における公演の主催や海外への派遣、一方では世界一流
のオペラやバレエ、オーケストラなどの招聘などを通して、わが国におけ
る音楽、舞台芸術の普及に努めてまいりました。しかしながら、運営費、
制作費の高騰をはじめ社会状況の変化など、舞台芸術を取り巻く環境はま
すます厳しくなってきております。
つきましては、現行の活動を維持発展させるとともに、今後、当財団が
さらに積極的に舞台芸術の普及向上に取り組むことによって、下記の目的
を達成できますよう皆さまのご支援をお願い申し上げます。

１）当財団が運営する東京バレエ団の質的向上を目指すとともに、上演レ
パートリーの拡充、国内や海外での公演ツアーの推進、バレエの普及向上
のための様々な活動を実現できる東京バレエ団の運営基盤の柱をつくる。
２）現行の入場料を少しでも引き下げるとともに、若い世代が手軽に鑑賞
できる格安なエコノミー券や学生券を積極的に設けるなど、舞台芸術を身
近に楽しんでいただける環境をつくる。
３）より多くの人々に良質の舞台芸術に接していただけるよう、東京のみ
ならず全国各地での公演回数を増やす。
４）海外で高い評価を得ていて、わが国の舞台芸術の世界に刺激を与える
と思われる新しい作品、才能豊かな若いアーティスト、芸術団体などを積
極的にわが国の観客に紹介する。

なお、賛助会には法人会員と個人会員があり、特定公益増進法人への寄付
金は、税法上一定の優遇措置を受けることができます。賛助会の詳細につき
ましては、NBS（支援業務室Tel.03-5721-8000）までお問い合わせください。

NBSが「特定公益増進法人」に。
新たに賛助会制度スタート


