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バレエに熱い視線が注がれている今だから、
東京バレエ団の正統派「白鳥の湖」

東京バレエ団「白鳥の湖」
10月5日（木）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
10月6日（金）6:30p.m. ゆうぽうと簡易保険ホール
■主な出演
オデット／オディール
吉岡美佳（10/5）
上野水香（10/6）
ジークフリート王子
木村和夫（10/5）
高岸直樹（10/6）
■指揮：アレクサンドル・ソトニコフ
管弦楽：東京ニューシティ管弦楽団

■入場料［税込］
S=¥10,000   A=¥8,000   B=¥6,000
C=¥4,000     D=¥3,000   学生券=¥2,000
＊学生券はNBSのみで9月8日（金）より受付。

岡美佳をつれて登場
する。サンチョ・パ
ンサ役の飯田宗孝は、
本公演の第２の夢の
ペアである大島由賀
子と後藤晴雄の足元
を転げ回って拍手喝
采を受けた。日本語
で表現するスペイ
ン！それに観客は大
喜びだったのだ。
全く対照的な厳し
い状況において、そ
の次の晩のベジャー

ル・プログラムも少なからず喝采を博した。もちろ
ん、ずっと以前から知られていて人気のあった２つ
の傑作「春の祭典」と「火の鳥」をまた見るために、
大勢の人が会場に足を運んできた。しかし、この
「火の鳥」はやや年を取りすぎていて、激しい革命
的な熱情を失ってしまっているようであった。パリ
やベルリンで学生暴動が起きていた時代には、この

作品は、蜂起の先駆けとなる
合図と同じだった。しかし、
残念ながら、この忘れがたい
合図がその当時の効果を発揮
することはなかった。
それに対し「春の祭典」のほうが、
むしろ現実に起こっている悲劇的な
状況をとらえていた。若者の一団が
様々な理由から同世代の人を脅か
し、苦しめ、拷問し、彼らから全てのものを奪い取
ってしまう。愕然とすることに、古くからある厳か
なバレエの儀式が、作品を創る時点ではベジャール
自身もまだ考えもしなかった現在の状況をデモンス
トレーションする場に
なっているのだ。この
ことによって、印象は
さらに強められてい
る。
観客をもっとも魅了
したのは、太陽崇拝者
のための本物の夏の喜
びをダンスで告げる
「ギリシャの踊り」で、
これはベルリンでは今
までまだ知られていな
かった作品である。肉
体から打ち出される砕
ける波が喜びの高い波
へと変わる。どんな指

の動きも、膝の曲げも、腕の
曲げ伸ばしも重要視するベジ
ャールが考え出したのは、ギ
リシャからは遠くかけ離れた
まったく独自の、その上まさ

に静けさを手にした民族舞踊であ
る。何が煽り立てられるというの
でもなく、ただ夏がぶーんと音を
立てている。遠くの方からは海が

輝き、一群が歓喜の声をあげながら海水浴を楽しん
でいる。
（Klaus Geitel／クラウス・ガイテル ベルリン
在住、音楽・舞踊ジャーナリスト）

ゴールデンウィーク終盤、東京バレエ団は5月６

日に第22次海外公演へと出発しました。今回は

「ドン・キホーテ」全幕と〈ベジャール・プロ〉を

もって8回公演。ここでは、ベルリン公演の模様を

著名な評論家クラウス・ガイテル氏よりレポートし

ていただきました。

はじめに感じた驚きは、舞台が終わる頃には感嘆
へと変わっていった。東京バレエ団は、ベルリンの
人々にはすでにいつも歓迎されて受け入れられてい
たが、今回、「国際ダンスサミット」の一環として
ベルリン国立歌劇場で行われた初日の公演「ドン・
キホーテ」を見た観客は、2時間30分の間ずっと、
驚きを隠すことができなかった。精密ですばらしい
踊り。ひとことで言ってしま
えば、絵のように美しい。今
までに、この様に熟練した技
術を持ったコール・ド・バレ
エが登場したことは一度もな
かった。
アンサンブルの登場は、あ
らかじめ決められた振付から
一歩も外れることがなく、正
確に計算されたステップによ
る、見事に弁の立つおしゃべ
りのようであった。観客は、
まるでこのアンサンブルが別
世界から来たものであるかの
ように、見守っていた。彼ら
若者たちが演じる「ドン・キ
ホーテ」は、過去数百年の時
と、老若男女を楽しませる芸
術性豊かなエンターテインメ
ントの喜びとが調和して、豪
華なバレエのショーケースの
中で、カラフルなバラの茂み
のように花開き、観客を魅了
した。
プティパ、ゴールスキー、

ザハロフを踏襲する振付家ウ
ラジーミル・ワシーリエフは、
このショーケースのガラスを
経験豊かな手で磨き上げた。
ショーケースの後ろでは、飾りやコスチュームがう
っとりするばかりにまたたく色を輝かせている。
個々のダンサーの踊りの実力はもちろんのこと、観
客はこの光景だけでうっとりさせられる。
しかし、そこに、力強く人を惹きつける力を持っ
た、すらりとした木村和夫が、高貴さと優美さを備
え、口元に微笑みを絶やさない、チャーミングな吉
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初日終演後アポロザールで開か
れたお祝いパーティにて。左か
ら、モスクワより駆け付けてく
れたワシーリエフ、高岸直樹、
マラーホフ。

バレエに熱い視線が注がれている今だから、
東京バレエ団の正統派「白鳥の湖」 7月8日（土）

10：00a.m.より
一斉前売開始

「ギリシャの踊り」

「ドン・キホーテ」
吉岡美佳＆木村和夫

吉岡美佳 
木村和夫 

上野水香 
高岸直樹 

4月のパリ・オペラ座バレエ団による「パキータ」、5月の

ボリショイ・バレエ団による「ファラオの娘」において、

ピエール・ラコットによって蘇ったロマンティック・バレ

エの魅力にあらためて心奪われたファンも多いことでしょ

う。この次に期待が高まるのは11月に東京バレエ団初演が

果たされる「ドナウの娘」！　本紙では、今号と次号の2回

連続で、「ドナウの娘」の魅力について、ラコット氏に語っ

てもらいます。

ーー「ドナウの娘」は、「ラ・シルフィード」と「ジゼル」
の間の時期に振付けられたと思われますが、似ている点
や違う点は？
ラコット 女性の魅力的な想定ということでは「ジゼル」

と似ていますね。両方とも女性の二面性が魅力的に描かれ

ているのです。ジゼルでは現実的な存在と非現実的な存在、

「ドナウ」では、村娘と水の中に暮らす精というようにね。

「ラ・シルフィード」と似ている点といえば、それはもう、

マリ・タリオーニのために作られた作品であるということ

です。「ドナウの娘」には、タリオーニがそう言われたよ

うな、“天上の舞”というような、まさにシルフィードと

しての資質をもったダンサーが必要なのです。そしてこれ

は、テクニック的にというだけでなく、詩的な存在を演じ

られなければならないという、大変な難しさでもあります。

幸い、東京バレエ団には斎藤友佳理さんという素晴らしく

ロマンティックな表現力を備えたダンサーがいますし、な

により、バレエ団全体に私が求めているバレエに対する敬

意をもっているということが実感できますから、必ずや大

きな成功をみることができると期待しています。

ーーこの作品における男性ダンサーの役割とは？
ラコット よく、ロマンティック・バレエの時代に男性ダ

ンサーは排斥されてしまったと言われますが、私は必ずし

もそうは思っていません。たとえば「ジゼル」においても、

男性ダンサーには非常に複雑で内面的な演技が要求される

ようになりました。つまり、この時代に、女性の、よりい

っそうの魅力を引き立たせたのは男性ダンサーの力があっ

てこそなのです。女性は非現実的な存在であると象徴させ

るために、男性が現

実的な面を受け持っ

たということもある

でしょう。こうした

ことは、「ジゼル」や

「パキータ」にも共通

しています。

ーー今回の衣裳や装置は当時のものを検証されたので
しょうか？
ラコット 初演の、タリオーニの時代のものからイン

スピレーションを受けたもの、そして自分で考えたも

のの両方がミックスされています。大切なことは、こ

の時代の決定的なスタイルというものを表すことなの

です。東京バレエ団は、パリ・オペラ座やボリショイ・

バレエ団、ロイヤル・バレエ団などと並び、バレエの

スタイルを大切にしているカンパニーだと感じていま

す。今回の上演は、踊り手一人ひとりによって作品が

熟成される時間もたっぷりですし、本当に楽しみです。

このところ、にわかにバレエに熱い視線が集まっ
ているようです。テレビ・ドラマの「プリマダム」
をはじめ、「アクロバティック白鳥の湖」というの
もあって、テレビ番組や新聞や雑誌にバレエが取り
上げられことが、多くなっているようです。これま
でバレエに親しんでいない方も、こんなに話題にな
っているバレエの公演を一度覗いてみなければと思
い始めている人も多いのではないでしょうか。バレ
エの代名詞ともいえるのが「白鳥の湖」。東京バレ
エ団の「白鳥の湖」は正統派です。これぞバレエの
だいご味というべき「白鳥の湖」を、この機に生でた
っぷり体験してもらいたいと思います。
今回主役のオデット/オディールを演じるのは吉
岡美佳（10/5）と上野水香（10/6）。ジークフリート王子
は木村和夫（10/5）と高岸直樹（10/6）。このところ、ゲ
ストを迎える公演が続きましたが、東京バレエ団の実
力は別欄で紹介しているとおり、海外でも折り紙つき。
むしろゲストなしの“純正”公演の方が、より緻密で
完成度の高い舞台をお見せできるものと思います。

「ドナウの娘」は、「ラ・シルフィード」
と「ジゼル」に挟まれた三人姉妹の次女

上野水香 吉岡美佳

「パキータ」

「ドナウの娘」

「ファラオの娘」
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振付家ピエール・ラコット「ドナウの娘」を語る（1）
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観客総立ちのカーテンコール　デンマーク王立劇場
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ズービン・メータは、今年４月で満70歳を迎えまし
た。これを祝して、フィレンツェ五月音楽祭の会場で
あるテアトロ・コムナーレではメータの写真展が開催
されましたが、この写真はそのなかの一つ。今シーズ
ンで音楽監督の座を去るバイエルン国立歌劇場でのミ
ュンヘン・オペラ・フェスティバルでの「こうもり」
の際に撮影されたものだそうです。写真展では、こう
したユニークな写真をはじめ、マエストロ自身の少年
時代、若い頃の指揮姿、そして家族とのプライベート
写真など、数々の写真が紹介されました。
今秋、音楽監督としてフィレンツェ歌劇場とともに
来日するズービン・メータは、共演者や関係スタッフ
の誰からも、広い心と素晴らしい音楽性を備えた人で
あると慕われています。奢ることのない、お茶目ぶり
もまた、人々から愛されるものといえるでしょう。

5月中旬、今後ミラノ・スカラ座とダニエル・バ
レンボイム、そしてバレンボイムが音楽監督を務め
るベルリン国立歌劇場が協力体制を敷くと発表され
ました。すで
に内外のニュ
ース報道など
で、オペラ・
ファンの間で
は大きな関心
を呼んでいま
す。
5月15日に行われたミラノ・スカラ座の記者会見
によると、ダニエル・バレンボイムはスカラ座の1
シーズンにつき2作のオペラ制作に関わるほか、コ
ンサートの指揮も行うとのこと。会見前には、ムー
ティの後任か？！という見方もありましたが、バレ
ンボイムにはMaestro scaligero （マエストロ・スカ
リージェロ）という新しい名称が用意され、スカラ
座の音楽監督のポストは空席のままということがあ
らためて確認されました。
バレンボイムとスカラ座の組み合わせは、ちょっ
と意外に思われる方もあるかもしれません。バレン
ボイムは昨年末の「第九」演奏会まで、20年以上も

ミラノ・スカラ座と
バレンボイム
ミラノ・スカラ座と
バレンボイム
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スカラ座で指揮をとっていなかったのですから。
とはいえ、今後、目が離せないことになるのは
間違いありません。
バレンボイムがスカラ座で最初に振るオペラ
は、2007年、ワーグナーの『トリスタンとイゾ

ルデ』（パトリス・シェロー演出）の予定。その後
2010年からは《ニーベルングの指環》制作がベルリン
国立歌劇場との協力下に行われるという予定も発表さ
れました。
また、すでに2005/06年シーズンのプログラムと
して発表されている10月から11月にかけて上演される
『ドン・ジョヴァンニ』は、ベルリン国立歌劇場総監
督のペーター・ムスバッハが演出を手がけるもの。ス
カラ座ではグスタヴォ・ドゥダメルという24歳の新鋭
指揮者がスカラ座デビューを飾りますが、2007年には
ベルリンでの上演が予定されています。バレンボイム
率いるベルリン国立歌劇場も、目が離せません！
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々 
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文化行政
佐々木忠次

5月2日の朝日新聞朝刊に面白い記事が載っていた。「精
度かニーズか、官民火花」と見出しのついたゴールデ
ン・ウィークの天気予報に関する記事である。民間の気
象会社「ウェザーニューズ社」の担当者が、役人に呼び
つけられ叱責されたと言うものだ。気象庁とウェザー社
がそろって連休中の予報を公表したが、ウェザー社の予
報は9日間の連休すべてをカバーしていたのに対し、気象
庁は1週間後の5月5日までだった。気象庁の言い分は、予
報の精度は翌日分で「約80％」。その後1日ごとに精度が
おち、7日後には60％台に下がる。これが公表できる限界
で、気象業務法違反にもあたるという。役人が民間会社
の担当者に高飛車な態度に出たであろうことは想像に難
くない。これに対しウェザー社側は、ユーザーの要望に
応えたもので、「欧米にはこんな規則はない。予報の精度
が悪ければ利用者は離れていく。事業者責任で任せてほ
しい」と反論している。
すでに「官尊民卑」という言葉は死語になっているかと思

っていたが、どっこい官の既得権益やプライドにかかわ
ってくることになると、役人は牙を剥いてくる。近年は
構造改革が叫ばれ、民間でできるものは民間でという意
識が芽生えてきたこともあって、これまで以上に役人の
生活は我々の税金でまかなっているという国民の意識も
強くなってきているようだ。昨今は「官尊民卑」というよ
りも「民尊官卑」の傾向が強まっていると言われるが、そ
れでも長年の官の牙城はなかなか崩せないということか。
このところ、私はこの欄で国民にとって重大な事件

（耐震偽装、JR西日本の脱線事故、六本木ヒルズの回転扉
問題、アメリカ産牛肉の輸入問題等々）に、役人の責任
が問われないのはどうしたことか、と疑問を投げかけて
いる。こうした問題が発生すると、役人は新しい規制を
作って矛先をかわし、自分たちの責任を曖昧にする。JR
西日本の脱線事故以後、国土交通省が全鉄道会社に自動
制御装置の設置を義務づけたのもその一例だろう。
私がなぜこんなことを書くかと言えば、毎年、文化庁

（我々芸術団体の監督官庁である）が昨年度の公演の実績
や今年度の計画に対し、芸術団体から事情聴取する「ヒ
アリング」という制度がある。先日、そこで文化庁の担
当者から前述した気象庁のような高飛車な態度をとられ
て、当方の新米の担当者が泣かされたという一件があっ
たからである。実は私もそのヒアリングに出席して、室
長補佐と係長を前に、文化庁誕生のいきさつから今日に

至るまでの過程を知るものとして、1時間にわたって大局
的に文化行政についての私の持論を展開していたのだが、
どうやらテーブルの一隅では、重箱の隅を楊枝でほじく
るような質問を受けていたらしい。
当方の担当者が事務所に戻り、今回のヒアリングで指
摘を受けた点に関し、私にリポートを提出してきた。そ
こに記されていた「チラシに載せていない割引のチケッ
トを一部の対象者向けに発売するのはよくない。芸術創
造活動重点支援事業は、国との契約で税金が使われてい
るのだから特定の人だけが安く買えることは許されない。
ある程度品格をもって販売するように」との指摘があっ
たという文章に目が留まって、怒りが爆発した。どこの
世界にも会員割引や団体割引はある。それを言うなら、
我々の何百倍もの税金を使って建てた施設を持て余して
いるからといって、二束三文で売り出す役所のやり方は
税金の無駄使いとは言わないのか。新国立劇場のように
湯水のように税金が使えるところならまだしも、民間の
芸術団体の懐はどこも火の車、生き残りをかけて必死だ。
チケットを1枚1枚売る苦労をしたことのない役人には到
底理解できないだろうが、潰れるよりも品格が大事とい
うなら、新国立劇場並みに民間芸術団体にもお金を出す
のが先ではないか。重箱の隅をつつくよりも、まず社会
に対する文化的貢献を評価の対象とすべきだ。
文化庁が出来て40年、芸術文化を取り巻く環境もずい

ぶん変わった。この間、70年代の政治の時代は過ぎ、80
年代の経済の時代も過ぎ、いま何が一番重要かといえば
教育と文化だ。その文化を司る文化庁の芸術団体に対す
る助成といっても事業経費だけで、これまで管理運営部
門に対しては何も手を差し伸べてこなかった。例えて言
えば、出来た農作物に対しては補助金を出すが、田畑の
維持管理や日々の農作業には一切お金を出さないという
やり方である。たしかに、作物は国の補助によって少し
値段が下がるかも知れないが、いまや時代が変わって、
海外からさまざまな芸術団体が引きもきらずやってきて、
日本の団体よりも安い入場料の公演も珍しくない。田畑
が良く手入れされ肥沃になれば、自ずと品質の良い農作
物ができるに違いないが、そもそも国の補助金とは、作
物よりも田畑にあたる芸術団体の育成に使われるべきで
はなかったのか。
いま一度、文化庁創設時の佐藤栄作元首相や福田赳夫
元大蔵大臣らによって定められた補助金制度のあり方を
根本的に見直し、あわせて私がいつも槍玉に上げている
新国立劇場など、税金の使途の見直しを再検討すべき時
がきているのではないかと思う。国と芸術団体の関係も
再構築すべき時がきていると思うのは、私ひとりではあ
るまい。

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

Information & Topics

世界バレエフェスティバル開催において、A.Bプロ

同様に大きな注目と期待を集める唯一回の「ガラ公

演」。今回の開催は8月13日（日）と決定しました。プロ

グラムは下記の通り。

［予定されるプログラム］

アレクサンドル・リアブコ- イヴァン・ウルバン

◆「作品100 ーモーリスのために」（ジョン・ノイマイヤー）

アリーナ・コジョカル- ヨハン・コボー

◆「シンデレラ」（フレデリック・アシュトン）

◆「スターズ・アンド・ストライプス」（ジョージ・バランシン）

ルシンダ・ダン- マシュー・ローレンス

◆「ドン・キホーテ」（マリウス・プティパ／ルドルフ・ヌレエフ）

オレリー・デュポン- マニュエル・ルグリ

◆「ソナチネ」（ジョージ・バランシン）

イリーナ・ドヴォロヴェンコ- ホセ・カレーニョ

◆「白鳥の湖」より“黒鳥のパ・ド・ドゥ”（マリウス・プティパ）

マリア・アイシュヴァルト- マニュエル・ルグリ

◆「オネーギン」 第3幕のパ・ド・ドゥ（ジョン・クランコ）

フィリップ・バランキエヴィッチ

◆「レ・ブルジョワ」（ベン・ファン・コーウェンベルグ）

アレッサンドラ・フェリ- ロバート・テューズリー

◆「ロミオとジュリエット」バルコニーのパ・ド・ドゥ（ケネ

ス・マクミラン）

シルヴィ・ギエム- ニコラ・ル・リッシュ、東京バレエ団

◆「白鳥の湖」 第2幕より（レフ・イワーノフ）

アニエス・ルテステュ- ジョゼ・マルティネス

◆「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」（ジョージ・バランシン）

第11回世界バレエ
フェスティバル
演目発表!

●プログラムＡ
8月3日（木）、4日（金）、5日（土）、6日（日）
ジョエル・ブーローニュ- アレクサンドル・リアブコ
◆「椿姫」 第3幕のパ・ド・ドゥ（ジョン・ノイマイヤー）

アリーナ・コジョカル- ヨハン・コボー

◆「春の声」（フレデリック・アシュトン）

ルシンダ・ダン- マシュー・ローレンス

◆「ラ・ファヴォリータ」（ペタル・ミラー＝アッシュモール）

◆「コンティニュウム」（クリストファー・ウィ－ルドン）

オレリー・デュポン- マニュエル・ルグリ

◆「扉は必ず…」（イリ・キリアン）

イリーナ・ドヴォロヴェンコ-ホセ・カレーニョ

◆「海賊」（マリウス・プティパ）

マリア・アイシュヴァルト-フィリップ・バランキエヴィッチ

◆「オネーギン」第1幕のパ・ド・ドゥ（ジョン・クランコ）

アレッサンドラ・フェリ- ロバート・テューズリー

◆「カルメン」（ローラン・プティ）

シルヴィ・ギエム

◆「ＴＷＯ」（ラッセル・マリファント）

ニコラ・ル・リッシュ

◆ソロ（未定）

アニエス・ルテステュ- ジョゼ・マルティネス

◆「水に流して」（イヴァン・ファヴィエ）

マヤ・マッカテリ-デヴィッド・マッカテリ

◆「眠れる森の美女」（マリウス・プティパ）

レティシア・オリヴェイラ-ズデネク・コンヴァリーナ

◆「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」（ジョージ・バランシン）

タマラ・ロホ- イナキ・ウルレザーガ

◆「白雪姫」（リカルド・クエ）

ジル・ロマン

◆「孤独」（モーリス・ベジャール）

ポリーナ・セミオノワ- フリーデマン・フォーゲル

◆「ロミオとジュリエット」（ジョン・クランコ）

ガリーナ・ステパネンコ- アンドレイ・ウヴァーロフ

◆「タリスマン」（マリウス・プティパ）

ヴィエングセイ・ヴァルデス- ロメル・フロメタ

◆「ドン・キホーテ」（マリウス・プティパ）

ディアナ・ヴィシニョーワ- ウラジーミル・マラーホフ

◆「マノン」沼地のパ・ド・ドゥ

●プログラムＢ
8月8日（火）、9日（水）、10日（木）、11日（金）
ジョエル・ブーローニュ- アレクサンドル・リアブコ

◆「幻想――『白鳥の湖』のように」 第1幕のパ・

ド・ドゥ　（ジョン・ノイマイヤー）

アリーナ・コジョカル- ヨハン・コボー

◆「チャコフスキー・パ・ド・ドゥ」（ジョージ・バランシン）

ルシンダ・ダン- マシュー・ローレンス

◆「眠れる森の美女」（マリウス・プティパ）

オレリー・デュポン- マニュエル・ルグリ

◆「椿姫」 第2幕のパ・ド・ドゥ（ジョン・ノイマイヤー）

イリーナ・ドヴォロヴェンコ-ホセ・カレーニョ

◆「くるみ割り人形」（レフ・イワーノフ）

マリア・アイシュヴァルト-フィリップ・バランキエヴィッチ

◆「リーズの結婚」（フレデリック・アシュトン）

アレッサンドラ・フェリ- ロバート・テューズリー

◆「マノン」 沼地のパ・ド・ドゥ（ケネス・マクミラン）

シルヴィ・ギエム- ニコラ・ル・リッシュ

◆「椿姫」 第3幕のパ・ド・ドゥ（ジョン・ノイマイヤー）

アニエス・ルテステュ- ジョゼ・マルティネス

◆「ドリーブ組曲」（ジョゼ・マルティネス）

マヤ・マッカテリ-デヴィッド・マッカテリ

◆「ロミオとジュリエット」バルコニーのパ・ド・ドゥ（ケネ

ス・マクミラン）

レティシア・オリヴェイラ-ズデネク・コンヴァリーナ

◆「エスメラルダ」（マリウス･プティパ）

◆「ドン・キホーテ」（マリウス・プティパ）

タマラ・ロホ- イナキ・ウルレザーガ

◆「海賊」寝室のパ・ド・ドゥ（マリウス・プティパ）

ジル・ロマン

◆「ベジャールさんとの出会い」（モーリス・ベジャール）

ポリーナ・セミオノワ- フリーデマン・フォーゲル

◆（未定）

ガリーナ・ステパネンコ- アンドレイ・ウヴァーロフ

◆「ライモンダ」（マリウス・プティパ／ユーリー・グリ

ゴローヴィッチ）

ヴィエングセイ・ヴァルデス- ロメル・フロメタ

◆「白鳥の湖」より“黒鳥のパ・ド・ドゥ”（マリウス・

プティパ）

ディアナ・ヴィシニョーワ- ウラジーミル・マラーホフ

◆（未定）

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：モーリス・ベジャール・バレエ団

その他の公演
「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］

■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

「バレエ・フォー・ライフ」

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）3:00p.m.  東京文化会館
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）6:30p.m. 東京文化会館
オデット／オディール：上野水香
王子：アンドレイ・ウヴァーロフ

●「ジゼル」（全幕）
８月15日（火）6:30p.m. 東京文化会館
８月17日（木）6:30p.m. 東京文化会館
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

■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
その他の公演
8/19（土）大阪「ジゼル」
フェスティバルホール ［06-6231-2221］

（ディアナ・ヴィシニョーワ、ウラジーミル・マラーホフ出演）

■入場料［東京公演・税込］
S=¥15,000 A=¥13,000 B=¥11,000
C=¥  9,000 D=¥  7,000 E=¥   5,000
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
7月7日（金）より受付。

「ジゼル」

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

■指揮：ズービン・メータ
フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団

●『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：マリオラ・カンタレーロ
クイックリー夫人：エレナ・ジーリョ ほか
＊当初予定されていたナンネッタ役のステファニ
ア・ボンファデッリと、クイックリー夫人役のベ
ルナデッテ・マンカ・ディ・ニッサは、健康上の
理由により、5月のフィレンツェでの初演に参加で
きず、そのため日本公演については上記の通り変
更となりました。

●『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

『ファルスタッフ』

■『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
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
エコノミー券=¥10,000
学生券=¥9,000
（横浜公演のみ D=¥22,000 ）

＊エコノミー券はe+のみで8月12日（土）、学生券は
NBSのみで7月21日（金）より受付。

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

■入場料［税込］
S=¥17,000   A=¥14,000   B=¥11,000
C=¥  9,000   D=¥  7,000   E=¥  5,000
エコノミー券=¥4,000
学生券=¥3,000
＊エコノミー券はe+のみで8月12日（土）、学生券は
NBSのみで7月21日（金）より受付。

ズービン・メータ

2演目セット券
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。

第11回世界バレエフェスティバル
●Aプロ
8月3日（木）6:00p.m. 東京文化会館
8月4日（金）6:00p.m. 東京文化会館
8月5日（土）3:00p.m. 東京文化会館
8月6日（日）3:00p.m. 東京文化会館
●Bプロ
8月 8日（火）6:00p.m. 東京文化会館
8月 9日（水）6:00p.m. 東京文化会館
8月10日（木）6:00p.m. 東京文化会館
8月11日（金）6:00p.m. 東京文化会館

■出演予定
（女性舞踊手）
ジョエル・ブーローニュ（ハンブルク・バレエ）
アリーナ・コジョカル（英国ロイヤル・バレエ団）
ルシンダ・ダン（オーストラリア・バレエ団）
オレリー・デュポン（パリ・オペラ座バレエ団）
イリーナ・ドヴォロヴェンコ（アメリカン・バレエ・シアター）
マリア・アイシュヴァルト（シュツットガルト・バレエ団）
アレッサンドラ・フェリ（アメリカン・バレエ・シ
アター／ミラノ・スカラ座バレエ団）
シルヴィ・ギエム（英国ロイヤル・バレエ団）
アニエス・ルテステュ（パリ・オペラ座バレエ団）
マヤ・マッカテリ（コロラド・バレエ団）
レティシア・オリヴェイラ（ヒューストン・バレエ団）
タマラ・ロホ（英国ロイヤル・バレエ団）
ポリーナ・セミオノワ（ベルリン国立バレエ団）
ガリーナ・ステパネンコ（ボリショイ・バレエ団）
ヴィエングセイ・ヴァルデス（キューバ国立バレエ団）
ディアナ・ヴィシニョーワ（マリインスキー・バレエ）
（男性舞踊手）
フィリップ・バランキエヴィッチ（シュツットガルト・バレエ団）
ホセ・カレーニョ（アメリカン・バレエ・シアター）
ロメル・フロメタ（キューバ国立バレエ団）
ヨハン・コボー（英国ロイヤル・バレエ団）
ズデネク・コンヴァリーナ（ナショナル・バレエ・オブ・カナダ）
マシュー・ローレンス（オーストラリア・バレエ団）

ニコラ・ル・リッシュ（パリ・オペラ座バレエ団）
マニュエル・ルグリ（パリ・オペラ座バレエ団）
デヴィッド・マッカテリ（英国ロイヤル・バレエ団）
ウラジーミル・マラーホフ（ベルリン国立バレエ団）
ジョゼ・マルティネス（パリ・オペラ座バレエ団）
アレクサンドル・リアブコ（ハンブルク・バレエ）
ジル・ロマン（モーリス・ベジャール・バレエ団）
ロバート・テューズリー
イナキ・ウルレザーガ（オランダ国立バレエ団）
アンドレイ・ウヴァーロフ（ボリショイ・バレエ団）
フリーデマン・フォーゲル（シュツットガルト・バレエ団）

■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
共演：東京バレエ団

■入場料［税込］
S=¥25,000  A=¥22,000  B=¥19,000
C=¥15,000  D=¥11,000  E=¥  7,000

＊新たに、アメリカン・バレエ・シアターのイリーナ・ド
ヴォロヴェンコの出演が決定しました。
＊当初チラシ等で発表したローランド・サラビアは、本
人のやむを得ない事情により出演できなくなりました。代
わりましてキューバ国立バレエ団よりロメル・フロメタが
出演いたします。

第2次発売
7月15日（土）10：00a.m.より
＊各前売所からの回収分、キャンセル分を集めて、
NBSとe+のみで第2次発売いたします。一斉前売でチ
ケットが入手できなかった方は、この機会にいま一度
お問合せください。（公演日、券種によりご用意でき
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

マヤ・マッカテリ-デヴィッド・マッカテリ

◆「海賊」（マリウス・プティパ）

レティシア・オリヴェイラ- ズデネク・コンヴァリーナ

◆「新世界」（エディー・トゥーサン）

タマラ・ロホ- イナキ・ウルレザーガ

◆「エスメラルダ」（ベン・スティーヴンソン）

ジル・ロマン

◆「アダージェット」（モーリス・ベジャール）

ポリーナ・セミオノワ- フリーデマン・フォーゲル

◆（未定）

ガリーナ・ステパネンコ- アンドレイ・ウヴァーロフ

◆（未定）

ヴィエングセイ・ヴァルデス- ロメル・フロメタ

◆「ディアナとアクティオン」（アグリッピーナ・ワガノワ）

ディアナ・ヴィシニョーワ- ウラジーミル・マラーホフ

◆「ジュエルズ」より（ジョージ・バランシン）

＊上記の予定は5月25日現在の予定です。出演者の都合に
より変更になる場合があります。

■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
■共演：東京バレエ団

■入場料［税込］
S=¥28,000   A=¥25,000  B=¥22,000 
C=¥18,000   D=¥14,000  E=¥10,000
F=¥8,000
＊チケットの購入に関しては、下記をご参照ください。
＊ハンブルク・バレエのイヴァン・ウルバンが、ガラ
のみに出演します。

7月1日（土）10：00a.m.よりNBSにて限定枚数受付！
＊A,Bプロセット券ご購入の特典として、すでに〈優先申し込み〉を受付けているため、限定枚数となります。お申し込みはお
一人様につき1回のみ、2枚までとなります。定数に達し次第、受付を終了します。

第11回世界バレエフェスティバル ガラ
8月13日（日）3:00p.m.東京文化会館にて開催決定！

予定されるプログラム発表

e+（イープラス）抽選による受付（インターネットのみ）http://eplus.jp/gala/(パソコン＆携帯）
受付期間6月23日（金）12：00p.m.～6月25日（日）6:00p.m.

＊上記URLにアクセスの上、受付期間中にお申し込みください。お申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みはお一
人様につき1回のみ、2枚までとなります。抽選結果は6月29日（木）にお知らせいたします。

第2次発売
7月1日（土）10：00a.m.より
＊各前売所からの回収分、キャンセル分を集めて、
NBSとe+のみで第2次発売いたします。一斉前売でチ
ケットが入手できなかった方は、この機会にいま一度
お問合せください。（公演日、券種によりご用意でき
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

上の写真、よーくご覧ください。誰だかわか
りますか？　そう、指揮者ズービン・メータが
化学者アインシュタインふうに扮しているので
す！

さて、私は誰でしょう？さて、私は誰でしょう？

テアトロ・コムナーレ　ロビーに飾られた写真の
数々に見入る人々。

＊表記の出演者、プログラム等は2006年5月25日現在のものです。今後やむを得ない事情により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

第2次発売
7月1日（土）10：00a.m.より
＊各前売所からの回収分、キャンセル分を集めて、
NBSとe+のみで第2次発売いたします。一斉前売でチ
ケットが入手できなかった方は、この機会にいま一度
お問合せください。（公演日、券種によりご用意でき
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。）


