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バレエ・ファン待望、3年に一度の熱い夏、こ
のキャッチ・フレーズが定着したのはいつからだ
ったでしょう。第11回を迎える「世界バレエフェ
スティバル」も、今年は第1回から数えて30年を
迎えます。
節目の年に当たる今年は、これまでの長い歴史と
実績を踏まえ、さらなる充実を実現させなければ
……ということで、ただいま最終調整をしており
ます。しかし、首を長くしてお待ちいただいてい
るファンの皆さまに一足早くお知らせを、という
わけで、今回は第一弾・速報をお届けいたします。
今回発表メンバーのうち、特筆すべきはマニュ
エル・ルグリ。今回で7回目の出場を果たすこと
となります。これは、世界バレエフェスティバル

史上エヴァ・エフドキ
モワに次ぐ二人目とな
りますが、男性ダンサ
ーとしては初めて。
年々、躍進著しい若手
ダンサーが台頭するな
かで、長きにわたって
世界の頂点に立ち続け
る実力、そして魅力は、
心から賞賛を贈るにふ
さわしいものといえる
でしょう。
また、シルヴィ・ギ
エム、アレッサンド

ラ・フェリ、ウラジ
ーミル・マラーホフ、
アンドレイ・ウヴァ
ーロフをはじめとし
た世界バレエフェス
ティバルの常連が居
並ぶなか、初登場と
なるポリーナ・セミ
オノワら、新顔のス
ターも登場。この栄
えある舞台で、より
一層の輝きを放って
くれることになるは
ずです。

第一弾発表に続いても、バレエ・ファンの皆さ
まを驚かせる出演者が続々決定する予定です。今
後の発表を、どうぞお楽しみに。

フィレンツェ歌劇場の日本公演にちなみ、ズービ
ン・メータ指揮によるフィレンツェ五月音楽祭管弦
楽団演奏会が行われます。
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団は、ザルツブル
ク音楽祭に次ぐ最も由緒ある音楽祭として知られる
フィレンツェ五月音楽祭を支えてきました。ズービ
ン・メータがこのオーケストラの首席指揮者に迎え
られたのは1985年のこと。以来20年余におよぶな
かで、活発な海外公演が行われたこともあり、現在
では世界のトップ・オーケストラの一つとして、そ
の存在が認められています。
オーケストラの魅力を引き出す手腕に優れている
と定評を得るメータが選んだ今回の来日プログラム

は、ヴィヴァルディの4つ
のヴァイオリンのための協奏曲と、今年がモーツァ
ルトの生誕250年に当たることから、モーツァルト
最後の交響曲「ジュピター」、そしてベルリオーズ
の幻想交響曲です。なかでも、劇的、色彩的表現を
特徴とするベルリオーズの代表作である幻想交響曲
は、このオーケストラがオ
ペラ演奏において身につけ
た劇的表現、繊細にして鮮
烈な管弦楽の魅力が存分に
発揮されることでしょう。
メータの手腕が輝く一夜を
お楽しみください。

まだちょっと早過ぎる。オペラの甘美な味を知っ
た者も、いざ『ファルスタッフ』を前にすると、つ
いためらう。まだその時はきていないのではない
か？　誰もが認める上等の果実を味わうには、もう
少し修行が必要ではないかと、尻込みする。
同じように、オペラ史上の金字塔と見なされてい
る、同じヴェルディの『オテロ』なら、オテロを歌
う歌手次第で、すぐに飛びつく人が、『ファルスタ
ッフ』には遠慮がちになってしまうのは、一体どう
してなのだろう？　確かに、旋律豊かな歌を組み合
わせてオペラにまとめ上げる、なんてところを越し
てしまったヴェルディが、芝居をまるごとオペラに
した完璧な喜劇と言われると、二の足を踏みたくな
る気持ちは、わからなくもない。最高のワインを前
にした酒飲みは、いざという時のため、封を切るの
を先延ばしにするものだ。
でも、いざという時って、いつでも開栓できる瓶
詰めの酒ならぬオペラの場合、味わえる自信ができ
た時ではなく、最高のコンディションで堤供された
時、なのではないだろうか。いつまでもためらって
いたら、これが本物の『ファルスタッフ』だという
上演に、めぐり会えない怖れだってある。
さて、フィレンツェ歌劇場の『ファルスタッフ』
が、ためらいを捨てるべき時だろうか？　もちろん

決め手はメンバーだ。これは検討に価する。このオ
ペラこそ、ひとりのスターでなんとかなるものじゃ
ない作品の典型だから、念入りにチェックする必要
がある。
といっても、女声のアンサンブルの要となるアリ
ーチェには、できればスター級のソプラノが欲しい。
そう、バルバラ・フリットリのような。いま一番の
アリーチェ・フォードなのは当然だが、歌えばこの
オペラ全体が豊かになるといった特別なソプラノだ
からだ。ただ、ダブル・キャストの場合は、もうひと
りのソプラノに注目する通もいるはず。あとであっ
ちを聴いておくべきだった！と臍を噛むかもしれな
い、「もうひとり」は、セレーナ・ファルノッキアだ。
タイトル・ロールも選ぶ必要がある。２人とも演
技派だが、名人級はいうまでもなくルッジェーロ・
ライモンディだ。華やかなファルスタッフが期待で
きるが、弱点もある。それは太鼓腹じゃないことだ。
なんとか詰めものをして、整えてもらおう。もうひ
とりのジョルジョ・スリアンのほうが、この役にな
じめるかもしれない。
もうひとりだけ挙げるのなら、ナンネッタを歌う
ステファニア・ボンファデッリだろう。いわずと知
れた美形のソプラノは、歌の扱いの達人でもあるか
ら、フリットリのアリーチェと母娘で、女声の勝利
を印象づけられそう。
初演以来、一流どころの指揮者にまとめ上げられ
てこその『ファルスタッフ』だが、ズービン・メー
タなら、歌にあわせる座付き指揮者とは別次元の演
奏にしてくれるはず。機は熟してきた。
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●Aプロ
8月3日（木）
8月4日（金）
8月5日（土）
8月6日（日）

●Bプロ
8月8日（火）
8月9日（水）
8月10日（木）
8月11日（金）

フィレンツェ歌劇場日本公演
『ファルスタッフ』新演出のココに期待！
この歌手ならココが聴きもの！

シルヴィ・ギエム

アニエス・
ルテステュ

ポリーナ・セミオノワ

フリーデマン・
フォーゲル

フィリップ・
バランキエヴィッチ

フィレンツェ歌劇場来日記念
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団演奏会
夢と情熱がほとばしるメータの「幻想交響曲」

バルバラ・
フリットリ
［アリーチェ］

セレーナ・
ファルノッキア
［アリーチェ］

ステファニア・
ボンファデッリ
［ナンネッタ］

ルッジェーロ・
ライモンディ
［ファルスタッフ］

ジョルジョ・
スリアン

［ファルスタッフ］

フィレンツェ歌劇場日本公演
『ファルスタッフ』新演出のココに期待！
この歌手ならココが聴きもの！

フィレンツェ歌劇場来日記念
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団演奏会
夢と情熱がほとばしるメータの「幻想交響曲」

ズービン・メータ指揮フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団演奏会
9月14日（木）7:00p.m. 東京芸術劇場
プログラム
ヴィヴァルディ：4つのヴァイオリンの協奏曲　変ロ長調Op.27
モーツァルト：交響曲第41番K.551「ジュピター」
ベルリオーズ：幻想交響曲Op.14
＊4月上旬前売開始予定。入場料については追って発表いたします。

すでにご案内の通り、今回日本公演で上演される『ファルスタッフ』は、2006年５月に新制作プレミ
エが行われるもの。演出への興味の高まりとともに、指揮者も歌手も世界中を飛び回る現代では、オペラ
は新しく演出されたその“鮮度”こそ価値があると言うファンも増えています。その点からすると今回は
まさに魅力十分な上演といえます。ですが、一方で、どのような期待をすれば良いの？というファンもい
ることでしょう。そこでここでは、世界の新しく登場する舞台に対して目配りしている音楽評論家の立場
から、堀内修氏に『ファルスタッフ』の注目すべき点を教えてもらいます。

『ファルスタッフ』の熟す季節を逃すな！
堀内　修（音楽評論家）

『ファルスタッフ』の熟す季節を逃すな！
堀内　修（音楽評論家）

みずみずしく
美しき技巧派

名人級の演技と
華やかさここにあり！

聴き逃せない
予感の実力派

名人級の演技と
華やかさここにあり！

いま一番の
アリーチェ歌い登場！
いま一番の
アリーチェ歌い登場！

正統派にして
演技派の魅力
正統派にして
演技派の魅力

みずみずしく
美しき技巧派聴き逃せない

予感の実力派
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ニコラ・ルリッシュ

オレリー・
デュポン
＆
マニュエル・
ルグリ

ジョゼ・マルティネス

アンドレイ・
ウヴァーロフ

第一弾
速報！
第一弾
速報！

ディアナ・
ヴィシニョーワ

アリーナ・コジョカル

アレッサンドラ・
フェリ

第11回世界バレエフェスティバル

会場：東京文化会館
＊公演の詳細については、追って発表いたします。

第11回世界バレエフェスティバル　
豪華出演者続々決定

第11回世界バレエフェスティバル　
豪華出演者続々決定

ウラジーミル・マラーホフ

祝30周年祝30周年

5月
前売開始予定

Photo:Fabrizio Ferri



財団法人日本舞台芸術振興会と新書館「ダンスマ
ガジン」が主催する《日本ダンス評論賞》は、
1991年に創設され、数々の優秀な新人舞踊評論家
を世に送りだしてきました。第15回を迎えた2005
年は、「ハンブルク・バレエ」「ベルリン国立バレエ
団」「英国ロイヤル・バレエ団」を課題に選考され、
下記の通り7人の方々が選ばれました。
［第15回ダンス評論賞］
第1席（賞状ならびに賞金20万円）
・亀田恵子氏（愛知県）
「ノイマイヤー～悲しみが内包する輝き」（ハンブ
ルク・バレエ）
第2席（賞状ならびに賞金10万円）
・水垣奈津子氏（東京都）
「愛だけでは超えられないマノンとデ・グリュー
の溝」（英国ロイヤル・バレエ団）
佳作（賞状ならびに賞金5万円）
・竹市英司氏（愛知県）
「ファム・ファタールの創造～ロホとギエム、二
人のマノン～」（英国ロイヤル・バレエ団）
・中沢典子氏（東京都）
「セミオノワの飛躍～ニキヤに見る愛の形～」（ベ
ルリン国立バレエ団）
・中野三希子氏（東京都）
「つきつけられた狂気～ハンブルク・バレエ『ニ
ジンスキー』」（ハンブルク・バレエ）
・村上由美氏（神奈川県）
「ニジンスキーが降りた夜　選ばれしダンサー、
アレクサンドル・リアブコ」（ハンブルク・バレエ）
・森本ゆふ氏（東京都）
「不実なマノンの真実の存在感」（英国ロイヤル・
バレエ団）

第1席、第2席入賞作の全文と受賞者のコメント、
選考評は2005年12月27日発売の月刊「ダンスマ
ガジン」2月号に掲載されています。
なお、次回「第16回ダンス評論賞」の募集要
項は下記の通り。
賞：第15回に準ず
課題公演：
「パリ・オペラ座バレエ団」（4月）
「ボリショイ・バレエ団」（5月）
「第11回世界バレエフェスティバルAプロ・Bプロ」（8月）
応募資格：新聞雑誌などに舞踊についての依頼
原稿を執筆したことのない者
応募原稿：A4サイズ横の用紙に縦書き、2400字
以内。タイトルは1枚目1行に記し、氏名は記
入しない。別紙に、住所、氏名、電話番号、年
齢、職業、略歴を記す。応募原稿の著作権・版
権は「日本ダンス評論賞選考委員会」に帰属す
る。応募原稿は返却しない。
応募締切：2006年10月1日（消印有効）
宛先：日本ダンス評論賞選考委員会
〒153-0063 東京都目黒区目黒4-26-4
日本舞台芸術振興会内（問合せTel .03-5721-8000）
発表：ダンスマガジン 2007年2月号（2006年
12月27日発売号）誌上

第15回ダンス評論賞決定第15回ダンス評論賞決定

「ノルマを歌うのは、私の声にとってとても危険
なこと。だから歌うとしたらキャリアの最後で、万
一喉を痛めてしまってもかまわないと思ったとき」。
グルベローヴァは以前から「究極のベルカントオペ
ラの役柄ノルマは歌わないのですか」と尋ねられる
と、決まってそのような趣旨の受け答えをしていた。
その彼女にとって最後の大役を歌うにあたって、グ
ルベローヴァは周到な準備を進めてきた。2003年4月
には東京で演奏会形式の形で初めてこの役に挑戦し、
旧来のこの役柄が持つイメージを塗り替える清新な
主役像を打ち出したのは記憶に新しい。その後、ラ
インラント＝プファルツ州立フィルで演奏会形式上
演した際にライヴ収録し、彼女のレーベル、ナイチ
ンゲールからリリースして舞台上演にそなえた。そ
して、ついにそのときがやってきた。彼女が「初演」
の場に選んだのはバイエルン州立歌劇場、グルベロ
ーヴァがベルカントの女王として君臨する大劇場だ。
プレミエはモーツァルト250歳の誕生日の直前にあ
たる1月21日だった。幾多の大舞台を経験したグルベ
ローヴァでも、緊張することがあったのだろう。客
席は女王が演じるノルマに大興奮して沸きに沸いた
というが、批評は必ずしも好意的なものばかりでは

グルベローヴァ、
ついに『ノルマ』を舞台で演じる
グルベローヴァ、
ついに『ノルマ』を舞台で演じる
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ボリショイ・バレエ団
「ファラオの娘」DVD
ボリショイ・バレエ団
「ファラオの娘」DVD
本紙別欄では、ボリショイ・バレエ団による「ファ
ラオの娘」の魅力をご紹介しておりますが、同演目の
2003年の上演が収められたDVDが新書館より発売され
ています。あらかじめDVDを観ておけば、5月の公演
がより深く楽しんでいただけます。
■ボリショイ・バレエ団「ファラオの娘」全幕
2003年10月ボリショイ劇場で収録
■101分、カラー
■価格：6825円（税込）、DD05-1010
■発売元：新書館

■出演
アスピシア：スヴェ
トラーナ・ザハーロ
ワ
タオール：セルゲ
イ・フィーリン
ラムゼ：マリア・ア
レクサンドロワ
ジョン・ブル：
ゲンナジー・ヤニン

なかったようだ。あるいは、演奏会形式上演を経験し
ていないプロの評者たちは旧来のノルマ像とイメージ
を異にしたグルベローヴァのノルマを前に当惑を隠せ
なかったのかもしれない。
私が観た1月31日の3度目の上演では、すっかり彼女
のペースを取り戻していた。主人公の揺れ動く心をあ
りのままに歌いだす解釈はすでに東京で経験済みだっ
たが、それにさらに磨きがかかっていたのは言うまで
もない。全盛期の声の輝きにはやや陰りが差している
とはいえ、それを怒りと、悲しみの表現に織り込むと
ころはこの歌手ならでは。ポリオーネにゾラン・トド
ロヴィチ、アダルジーザにソーニャ・ガナッシ、オロ
ヴェーゾにロベルト・スカンディウッツィという理想
的な配役を得て、彼女が理想とする『ノルマ』の実現
に一歩近づいたといえるだろう。夫君フリードリヒ・
ハイダーの指揮も格段に円熟味を増してきた。ユルゲ
ン・ローゼの舞台装置、衣装、照明プランニングにつ
いては賛否が分かれるところかもしれないが、前衛的
な上演を売りにしているドイツの劇場ではこうした形
の舞台づくりになるのは致し方ないのだろう。

［岡本稔・音楽評論家］

起 
承 
転 
々 

vol.166

歴史は繰り返す
佐々木忠次

私が先号この欄で「日本の政治家と官僚の将来
のビジョンと定見のなさが、無用の混乱を引き起
こしてきた」と書いたが、それを裏付けるように、
耐震偽装問題、アメリカ産牛肉輸入問題、官製談
合、ライブドア事件・・・と、民間だけではなく、
政・官の責任が追及されるべき事件が相次いでい
る。それとともに、いい加減だと思うのは、日本
のマスコミの姿勢だ。マスコミを論じるとき、私
の世代はどうしても、戦時中の「鬼畜米英」「日本
は神風が守ってくれる」という報道を思い出さず
にはいられない。当時は大本営発表だから仕方な
かったと、ジャーナリストたちからは異口同音に
弁明が返ってくるが、ならば最近の報道はどうな
のかと問いたくなる。ライブドアのホリエモン（堀
江貴文）を2年間にわたり持ち上げるだけ持ち上げ
ておいて、時代の寵児のように扱ってきたのはマ
スコミではなかったのか。マスコミがちやほやし

てホリエモン・ブームを作っておきながら、拘置
所に収監されるとなると（まだ犯罪が確定してい
るわけでもないのに）、マスコミはまるで100人も
殺した殺人鬼が逮捕されたように、ホリエモンを
乗せた警察車両を追っかけ、ヘリコプターまで飛
ばしての大騒ぎだ。
2月4日付けの朝日新聞に田原総一郎氏は次のよ
うなことを述べていた。「プロ野球の運営は極めて
不透明で（中略）ホリエモンはいわば旧弊の壁に
風穴を開けた」。またニッポン放送株の大量買収の
ときも「免許の壁で閉ざされ、最後の護送船団と
いわれている放送業界号に体当たりして風穴をあ
けようとした」、さらに「マスメディアはこぞって
世論をはじめ、ホリエモンを支持したのではなか
ったか」と。一般の人の投稿でも、「悪い面があっ
たとしても、良い面も公正に報道するべき」や
「容疑の段階なのに決めつけ報道が多い」という声
が寄せられていたが、私もそれに共感する。いま
のマスコミはどちらが悪いかより、誰かを悪者に
しないと記事にできないようだ。戦時中のアメリ
カもイギリスも鬼畜であるという報道と何ら変わ
っていない。
2月7日の毎日新聞夕刊にノンフィクション作家
の柳田邦男氏が、「酷似する二人の寵児と時代背景」

という見出しで、今回のライブドア事件と、戦後
間もない混乱期に起きた光クラブ事件の類似性に
ついて論じていて興味深かった。「終戦直後は古い
社会制度、財閥支配の経済、長幼序列の道徳律が
崩壊し、金をつかんだ者が起業をして成長し得た
ので、若い野心家たちが次々と登場した。一方、
バブル経済崩壊後は、大企業の経営の安定と権威、
終身雇用制度が崩壊し、そこへIT革命が重なった
ため、海千山千のIT関連新興会社が登場した」と、
光クラブの山崎晃嗣とライブドアの堀江貴文とい
う二人のヒーローを生み出したそれぞれの時代背
景が酷似していると指摘している。「こういう時代
には、人の心が乾き、水面下に潜む拝金主義が前
面に登場してくる。振り込め詐欺も建築物耐震偽
装事件も同根だろう」と柳田氏は続ける。歴史は
繰り返すというが、同じような時代背景から同じ
ような事件が起こるのは、まさに歴史が証明して
いる。柳田氏は終戦直後に「長幼序列の道徳律が
崩壊し」と記しているが、およそ60年経った現在、
日本は事なかれ主義が蔓延し、「物言えば、唇寒し
秋の風」で、誰も躾に対してもマナーについても、
注意できない国になってしまったのである。
昨年末、私は山手線の電車の「優先席」を、男
一人、女二人が占領しているところに遭遇した。

それを目にとめていささか腹を立てていたが、18
～19歳の女が手鏡を片手に化粧を始めるに及んで、
思わず「駅で化粧室を探してみろ、そこはトイレ
だろう。電車内はトイレではない。こんなところ
で化粧をするな！」と怒鳴ってしまった。それが
効いたのかどうか、化粧をしてもきれいになりそ
うにないその若い女は、次の駅でそそくさと電車
を降りた。すると、すかさず周囲にいた中年を越
えたオバサン・グループから声をかけられた。「ご
主人、そのうち刺されますよ」。刺されて本望、私
はこんな時代に未練などない。
思い返してみれば、私が10代後半のころは今に
比べまだ道徳律は崩れていなかったし、私は好き
な劇場通いに明け暮れていて、心が乾いてなどい
なかった。そのころは時代的に、文化的なものや
芸術に対して憧れる風潮が強かったように思う。
やがて、海外からさまざまなアーティストや芸術
団体が日本を訪れ、興奮や感動で心を熱くしてく
れた。たしかに現在、物は氾濫しているが、人々
の心が豊かになっているとは思えない。むしろ殺
伐としていて凶悪犯罪も増えている。歴史が繰り
返すならば、これからの日本は、現在の拝金主義
が衰退した後、乾いた心に再び潤いを求め芸術文
化に目を向けるようになるのだろうか。 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

東京バレエ団
〈ベジャール=ディアギレフ〉
追加公演決定！

東京バレエ団による話題の公演〈ベジャール=ディ
アギレフ〉のうち、「ペトルーシュカ」と「牧神の午
後」の2作が東京バレエ団初演となる、ディアギレ
フ・プロの追加公演が決定いたしました。詳細は下
記の通りです。どうぞ、お見逃しなく！
◆追加公演
4月8日（土）7:00p.m.
ゆうぽうと簡易保険ホール
◆ディアギレフ・プロ
［出演予定］
「ペトルーシュカ」
首藤康之ほか
「薔薇の精」高村順子、
大嶋正樹
「牧神の午後」首藤康之ほか
＊上記の出演予定はやむを得ない事情により変更になる場
合があります。あらかじめご了承ください。正式な配役は
すべて当日発表になります。

■ 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=¥13,000   A=¥11,000   B=¥9,000   
C=¥ 7,000    D=¥ 5,000
エコノミー券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで3月24日（金）より受付。

Information & Topics

ボリショイ・バレエ団2006年日本公演
●｢ラ・バヤデール｣
●ニキヤ ●ソロル
5月3日（水・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［●ザハーロワ、●ツィスカリーゼ］
5月4日（木・休）1:00p.m. 東京文化会館
［●ステパネンコ、●フィーリン］
5月4日（木・休）6:30p.m. 東京文化会館
［●グラチョーワ、●ウヴァーロフ］
5月5日（金・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［●ザハーロワ、●ツィスカリーゼ］
5月7日（日）3:00p.m. 神奈川県民ホール
［●ステパネンコ、●ウヴァーロフ］

●｢ファラオの娘｣
●アスピシア ●タオール
5月 9日（火）6:30p.m. 東京文化会館
［●ザハーロワ、●フィーリン］

5月10日（水）6:30p.m. 東京文化会館
［●アレクサンドローワ、●ツィスカリーゼ］
＊5月10日「ファラオの娘」の配役が、ボリショ
イ・バレエ団の都合により変更になりました。
5月11日（木）6:30p.m. 東京文化会館
［●ルンキナ、●グダノフ］
5月12日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［●アレクサンドローワ、●ツィスカリーゼ］
＊主な配役は2006年1月20日現在の予定です。
正式発表は公演当日になります。

その他の公演
5/13（土）兵庫　「ラ・バヤデール」
兵庫県立芸術文化センター［0798-68-0255］

5/14（日）滋賀　「ファラオの娘」
びわ湖ホール ［077-523-7136］

＊東京以外の公演については、各地主催者にお問合せ
ください。

■入場料［東京・横浜公演・税込］
S=¥19,000 A=¥16,000 B=¥13,000
C=¥10,000 D=¥  7,000 E=¥  5,000
エコノミー券=¥4,000 学生券=¥3,000
（横浜公演のみ 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
4月7日（金）より受付。

「ラ・バヤデール」

2演目セット券
セット券は2演目のS, A, B券が対象で、
同一枚数でセットとみなします。

1セットにつき2,000円割引。NBSのみで受付。

東京バレエ団「ジゼル」（全2幕）〈ユカリューシャII〉
［斎藤友佳理平成16年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念公演］
3月22日（水）6:30 p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
［神奈川県民ホール開館30周年記念公演］
3月19日（日）3:00 p.m. 神奈川県民ホール
■ 主な出演　ジゼル：斎藤友佳理

アルブレヒト：セルゲイ・フィーリン
ほか 東京バレエ団
■ 指揮：福田一雄
演奏：東京ニューシティ管弦楽団

■入場料［東京公演・税込］
S=¥11,000 A=¥ 9,000 B=¥  7,000 C=¥ 5,000 D=¥  4,000    
学生券=¥2,000
■ 入場料［神奈川公演・税込］
S=¥9,000 A=¥7,000 B=¥5,000 C=¥3,000 学生券=¥2,000 
＊神奈川公演についてのお問合せは、Tel 045-662-8866
神奈川県民ホールチケットセンターまで。

パリ・オペラ座バレエ団2006年日本公演
●「白鳥の湖」（全幕）
●オデット/オディール ●王子 ●ロットバルト

4月21日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［●ルテステュ、●ル・リッシュ、●ロモリ］

4月22日（土）1:30p.m. 東京文化会館　
［●ムッサン、●バール、●パケット］

4月22日（土）6:30p.m. 東京文化会館　
［●ジロー、●マルティネス、●ベラルビ］

4月23日（日）1:30p.m. 東京文化会館　
［●ルテステュ、●ル・リッシュ、●ロモリ］

4月24日（月）6:30p.m. 東京文化会館
［●ジロー、●マルティネス、●ベラルビ］

●「パキータ」（全幕）
●パキータ ●リュシアン

4月27日（木）6:30p.m. 東京文化会館　
［●デュポン、●ルグリ］

4月28日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［●オスタ、●ペッシュ］

4月29日（土・祝）1:30p.m. 東京文化会館
［●ジルベール、●ガニオ］

4月29日（土・祝）6:30p.m. 東京文化会館
［●オスタ、●ペッシュ］

4月30日（日）1:30p.m. 東京文化会館
［●デュポン、●ルグリ］
＊上記の配役は2006年1月10日現在の予定です。やむを得ぬ事情
により、変更になる場合があります。

■入場料［税込］
S=¥25,000 A=¥22,000
B=¥19,000 C=¥15,000
D=¥11,000 E=¥ 7,000
エコノミー券=¥6,000
学生券=¥5,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生
券はNBSのみで3月24日（金）
より受付。

東京バレエ団〈ベジャール=ディアギレフ〉
●ディアギレフ・プロ
フォーキン振付「ペトルーシュカ」／フォーキン振
付「薔薇の精」／ニジンスキー振付「牧神の午後」
4月 9日（日）3:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
4月10日（月）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
●ベジャール・プロ
ベジャール振付「ペトルーシュカ」、「ギリシャの
踊り」、「ボレロ」
4月13日（木）6:30p.m. 東京文化会館
4月14日（金）6:30p.m. 東京文化会館
［その他の公演］
●ディアギレフ・プロ
4月17日（月）大阪・フェスティバルホール［06-6227-1061］
●ベジャール・プロ
4月18日（火）大阪・フェスティバルホール［06-6227-1061］
4月19日（水）愛知県芸術劇場　　［052-339-2212］
＊東京以外の公演については、各地主催者にお問合せください。

■ 主な配役
●ディアギレフ・プロ
「ペトルーシュカ」：首藤康之、
小出領子（4/9）、長谷川智佳子（4/10）

「薔薇の精」：木村和夫（4/9）、大嶋正樹（4/10）、吉岡美佳（4/9）、
高村順子（4/10）
「牧神の午後」：首藤康之、井脇幸江
●ベジャール・プロ
「ペトルーシュカ」：後藤晴雄（4/13）、古川和則（4/14）、
吉岡美佳（4/13）、井脇幸江（4/14）
「ギリシャの踊り」：首藤康之
「ボレロ」：上野水香
■ ディアギレフ・プロ
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（東京公演）

関西フィルハーモニー管弦楽団（大阪公演）
■ ベジャール・プロ
音楽は特別録音によるテープを使用。

■ ディアギレフ・プロ入場料
［東京公演・税込］
S=¥13,000   A=¥11,000
B=¥9,000     C=¥ 7,000 
D=¥ 5,000
学生券=¥2,000
■ ベジャール・プロ入場料
［東京公演・税込］
S=¥12,000   A=¥10,000
B=¥ 8,000    C=¥ 6,000
D=¥4,000     E=¥3000
学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで3月3日（金）
より受付。

モーリス・ベジャールバレエ団2006年日本公演
●「バレエ・フォー・ライフ」
6月15日（木）7:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月16日（金）7:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月17日（土）2:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月18日（日）2:00p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
●「愛、それはダンス」
6月21日（水）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月22日（木）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
6月23日（金）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール

■出演：ベジャール・バレエ団
その他の公演（予定）
「愛、それはダンス」
6/25（日）兵庫県立芸術文化センター［0798-68-0255］
6/30（金）iichikoグランシアタ（大分）［097-533-4004］
7/3（月）まつもと市民芸術館（松本）［0263-33-3800］
「バレエ・フォー・ライフ」
7/1（土）フェスティバルホール（大阪）［06-6375-7431］
＊東京以外の公演については、各地主催者にお問い合わせください。

■入場料［東京公演・税込］
S=¥17,000 A=¥15,000 B=¥13,000
C=¥10,000 D=¥  7,000
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
5月19日（金）より受付。

「愛、それはダンス」

第11回世界バレエフェスティバル 全幕特別プロ
●「ドン･キホーテ」（全幕）
７月29日（土）
キトリ：タマラ･ロホ バジル：ホセ･カレーニョ
●「白鳥の湖」（全幕）
７月31日（月）
オデット／オディール：スヴェトラーナ・ザハーロワ（予定）
王子：アンドレイ・ウヴァーロフ（予定）

●「ジゼル」（全幕）
８月15日（火）
８月17日（木）
ジゼル：アリーナ・コジョカル（8/15）

ディアナ・ヴィシニョーワ（8/17）
アルブレヒト：マニュエル・ルグリ（8/15）

ウラジーミル・マラーホフ（8/17）
ほか、東京バレエ団

■会場：東京文化会館
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

＊東京のほか、大阪でも8月19日（土）に
「ジゼル」（ヴィシニョーワ／マラーホフ）を
上演予定。「ドン・キホーテ」

フィレンツェ歌劇場2006年日本公演
●『ファルスタッフ』
9月11日（月）6:30p.m.   東京文化会館
9月13日（水）6:30p.m.   東京文化会館
9月16日（土）3:00p.m.   東京文化会館
9月18日（月・祝）3:00p.m. 東京文化会館
●『トゥーランドット』
9月17日（日）3:00p.m.   神奈川県民ホール
9月19日（火）6:30p.m.    NHKホール
9月21日（木）6:30p.m.   NHKホール

●『ファルスタッフ』
［主な出演］
ファルスタッフ：ルッジェーロ・ライモンディ

（9/11, 9/13, 9/18）
ジョルジョ・スリアン（9/16）

アリーチェ：バルバラ・フリットリ
（9/11,9/13,9/16）

セレーナ・ファルノッキア（9/18）
ナンネッタ：ステファニア・ボンファデッリ
ほか

●『トゥーランドット』
［主な出演］
トゥーランドット：アレッサンドラ・マーク
カラフ：マルチェロ・ジョルダーニ（9/17）

カール・タナー（9/19）
アルベルト・クピード（9/21）

リュー：ノラ・アンセレム（9/17,9/21）
バルバラ・フリットリ（9/19）

ほか
■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

『トゥーランドット』

ベジャール振付
「ペトルーシュカ」

■『ファルスタッフ』入場料［税込］
S=¥53,000 A=¥46,000 B=¥39,000
C=¥32,000 D=¥25,000 E=¥18,000
F=¥12,000   
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
■『トゥーランドット』入場料［税込］
S=¥50,000 A=¥43,000 B=¥36,000
C=¥29,000 D=¥23,000 E=¥17,000
F=¥12,000   
エコノミー券=¥10,000 学生券=¥9,000
（横浜公演のみ D=¥22,000 E=¥16,000
F=¥11,000 ）

4月上旬前売開始予定
＊開演時間、入場料等の詳細は、近日発表の予定です。

2演目セット券（2演目/S, A券）
3月4日（土）10:00a.m.より受付開始

セット券は2演目のS, A券が対象で、同一枚数でセットとみなします。
1セットにつき2,000円割引。NBSのみで受付。

一斉前売開始

3月11日（土）10:00a.m.より

前列左から、水垣奈津子氏、亀田恵子氏、
後列左から、竹市氏、村上氏、中野氏、森本氏、中沢氏。

3月4日（土）10：00a.m.より
発売開始

「パキータ」

〈ベジャール=ディアギレフ〉
公演に先がけ、大阪で
そごうバレエ・スペシャル開催

4月に開催される東京バレエ団〈ベジャール=ディ
アギレフ〉公演に先がけ、大阪のそごう心斎橋本店
14階・そごう劇場において3月24日（金）から26日
（日）の3日間「そごうバレエ・スペシャル～ディア
ギレフからベジャールまで～」が開催されます。舞
踊評論家の佐々木涼子氏を講師に迎えてのトークシ
ョー「だからバレエはおもしろい」のほか、日替わ
りで斎藤友佳理、上野水香もゲスト出演。また、鑑
賞無料イべント（昼の部）としては、「世界バレエフ
ェスティバル秘蔵記録映像上映会」やバレエ・ファ
ン必見の特別展示なども行われます。
◆有料スペシャルイベント
●トークショー「だからバレエはおもしろい」
講師：佐々木涼子（３日間共通）
3月24日（金）18:30開演　入場料：¥2,000
「ロマンチック／クラシック・バレエの時代」 ゲス
ト：斎藤友佳理
3月25日（土）16:30開演　入場料：¥2,000
「ディアギレフとバレエ・リュスの時代」
3月26日（日）16:30開演　入場料：¥4,000
「ベジャールの時代」 ゲスト：上野水香（ソロによ
る「ボレロ」実演あり）
＊入場券は3月1日（水）より発売。売切れの際はご
容赦ください。
■詳細についてのお問い合わせは下記まで。
そごう劇場チケット販売カウンター
TEL  06-6281-3111［大代表］（午前10時～午後8時30分）

首藤康之の牧神


