
しいオペラからの曲を歌う
ことは、意義あることに違
いありません。
もう一つのプログラムで
は、ヘンデル、ロッシーニ、
トマ、グノーと、バロック
からイタリア、フランスの
ロマン派と、幅広い彼女の
レパートリーが披露されま
す。カサロヴァはすでに、
ドイツ・リートやフランス
歌曲の録音も行っており、それらは彼女のもつ豊
かな音楽センスを実証していますが、ヘンデルの
バロック・オペラとなると、これまでになかった

カサロヴァの魅力が大いに
期待されます。
すでに世界のトップ・ス
ターとなった今も、ステー
ジに立つたびに役を、歌を
深めていると感じさせるカ
サロヴァ。それはおそらく、
彼女自身のもつ、尽きるこ
とのない音楽への愛にほか
なりません。素敵な歌姫が
届けてくれる愛すべきオペ

ラ・アリアの数々を、どうぞお聴き逃しなく。

むらのない美しい響きを広い声域にわたっても
ち、みごとというよりほかないコロラトゥーラ・
テクニックをもつヴェッセリーナ・カサロヴァ
は、いま世界で最も輝きを放っているメゾ・ソプ
ラノの一人。カサロヴァの名が世界に一躍広まっ
たのは1990年代はじめのことでしたが、2007年の
来日リサイタルのプログラムには、その彼女がこ
れまでに築いてきたキャリアにおいて、重要な意
味をもつオペラのアリアが並べられたといえま
す。
まず、オール・ロッシーニによるプログラムは、
カサロヴァの本領を発揮するものにほかなりませ
んが、なかでも『タンクレディ』は、1992年のザ

ルツブルク音楽
祭で、急病のマ
リリン・ホーン
に代わって主役
を務め、センセ
ーションを巻き
起こしたもの。
彼女の国際的な
キャリアのスタ
ートとなった、
名実ともに“あ
たり役”という

ことができます。また、
『セビリャの理髪師』のロ
ジーナ役は、メトロポリタ
ン歌劇場、アメリカ・デビ
ューを飾った役でもあるの
です。なお、今回は『シャ
ブランのマティルデ』から
のアリアも組み入れられて
います。この作品は、長く
埋もれていた作品で、20世
紀に入ってから蘇演され、
ロッシーニの生地ペーザロでの音楽祭でも10年前
に上演されたことからロッシーニ・ファンの間で

は話題をさらいました。幼
い頃からピアノを学び、
新しいレパートリーを
練習する際にも、自
分一人でとりかかる
ことができるカサロ
ヴァは、かつて7
年間に30もの役
柄をマスター
したことがあ
ると言いま
す。世界に認
められるロッ
シーニ歌いの
ひとりである
カサロヴァにと
っても、この珍
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イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
のメンバーとして活躍する3人によって、
1977年に結成されたイスラエル弦楽三重
奏団。オーケストラの主力というだけで
なく、イスラエルの音楽界を担うといっ
ても過言ではない実力派によるこのア
ンサンブルは、出生も教育も異なる3
人によって編成されています。ロシア
出身、ワルシャワで学んだヴァイオ
リニスト、リマ・カミンコフスキー、
ルーマニアとテル・アビブのルービン

音楽院で学んだヴィオラ奏者のロバート・モーゼ
ス、ルーマニア出身でテル・アビブ・アカデミーで
学んだチェリスト、ヨーラム・アルペリンの3人で
す。日本での演奏は今回が3度目となるこのアンサ
ンブルの魅力は、この異なる経歴をもつ3人が、音
色や音楽に抱くあい通じる感性を備え、緻密なアン
サンブルをつくり出すことにあります。大オーケス
トラとは違う、“語りかけるような”親密さをもっ
た響き、心から奏でられる美しい音楽は、聴く者に
とって心癒すひとときをもたらすこととなるでしょ
う。

当代随一のメゾの“絶頂”を聴け！
ヴェッセリーナ・カサロヴァ リサイタル
当代随一のメゾの“絶頂”を聴け！
ヴェッセリーナ・カサロヴァ リサイタル

10月7日（土）10:00a.m.
前売開始

エルサレム弦楽三重奏団2007年演奏会
イスラエル音楽界を担う腕効きたち、
8年ぶりの来日！

エルサレム弦楽三重奏団2007年演奏会
イスラエル音楽界を担う腕効きたち、
8年ぶりの来日！

ヴェッセリーナ・カサロヴァ リサイタル
●〈オール・ロッシーニ・プロ〉

2007年2月8日（木）7:00p.m. サントリーホール
予定される曲目：
『タンクレディ』より、“おお、祖国よ”
“君はわが心を燃え上がらせ～こんなに胸
さわぎが”

『シャブランのマティルデ』より、“これで満
足だろう”“ああ！なぜ、なぜ死は”

『セミラーミデ』より、“私はバビロニアで見
た”“ああ、いつも憂い”

『セビリャの理髪師』より、“今の歌声は”
『アルジェのイタリア女』より “愛する彼の
ために”
“皆さん、あなた方を信じます”
“祖国を思い”ほか
●〈バロック～ロマンティック・アリア〉

2007年2月11日（祝）2:00p.m. サントリーホール
予定される曲目：
ヘンデル『アリオダンテ』より、“まだ生きて
いるのか”“不実な女め”、“恐怖と不吉の夜
の後に”
ロッシーニ『セミラーミデ』より、“私はバビ
ロニアで見た”“ああ、いつも憂い”
トマ：『ミニョン』より、“君よ知るや南の国”
グノー：『サフォー』より、“私はどこにいる
の？”“不滅のリラよ”

■指揮：デイヴィッド・サイラス
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

■入場料［東京公演・税込］
S=¥15,000   A=¥13,000   B=¥11,000   
C=¥  8,000   D=¥  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、2007年1月12日（金）より受付。
［そのほかの公演］
2/14（水）水戸芸術館［029-231-8000］
2/17（土）大阪・ザ・シンフォニーホール

［06-6453-6000］
＊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。

ズービン・メータ指揮
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
演奏会
●Aプロ
シューベルト：交響曲第3番
マーラー：交響曲第７番「夜の歌」
2007年3月17日（土）7:00p.m. サントリーホール
●Bプロ
R.シュトラウス：交響詩「ツァラトゥストラ
はかく語りき」
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
2007年3月18日（日）2:00p.m. サントリーホール
■入場料［東京公演・税込］
S=¥22,000   A=¥20,000   B=¥18,000
C=¥15,000   D=¥12,000   E=¥9,000   
エコノミー券=¥7,000  学生券=¥6,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSの
みで2007年2月16日（金）より受付。

［そのほかの公演］
3/20（火）大阪・ザ・シンフォニーホール

［06-6453-6000］
3/21（祝）愛知県芸術劇場［052-241-8118］
3/22（木）倉敷市民会館 ［086-434-0505］
3/24（土）福岡シンフォニーホール

［092-725-9112］
3/25（日）宮崎県立芸術劇場

［0985-28-3210］
＊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。

ズービン・メータ指揮イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団演奏会
2007年3月来日

巨匠メータと“世界一の弦”の魅力全開！
イスラエル・フィル創立70周年記念ツアー

ズービン・メータ指揮イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団演奏会
2007年3月来日

巨匠メータと“世界一の弦”の魅力全開！
イスラエル・フィル創立70周年記念ツアー

エルサレム弦楽三重奏団演奏会
モーツァルト：ディヴェルティメント変ホ長調 K.563
ドヴォルザーク：三重奏曲 ハ長調op.74
ベートーヴェン：3つの弦楽三重奏曲 第1番ト長調

op.9-1
2007年3月27日（火）7:00p.m.  紀尾井ホール
■入場料については近日発表いたします。

10月14日（土）
10:00a.m.
前売開始

◆イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団演奏会
（東京公演）の入場券をお求めの方への特典をご用
意しました。詳しくは中面をご覧ください。

12月9日（土）
10:00a.m.
前売開始予定

昨年のバイエルン国立歌劇場に続き、今秋はフィ
レンツェ歌劇場での来日で、オペラ指揮者としての
手腕を披露しているズービン・メータ。両歌劇場と
もに、メータは音楽監督と首席指揮者という“ボス”
としての任務を果たし、それぞれに深い信頼関係を

築いているからこその演奏を行っていますが、メー
タとの強い絆を持つオーケストラといえば、やはり
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団というべき
でしょう。メータ25歳の初顔合わせ以来すでに46
年、2007年には音楽監督就任30年を迎えます。

2007年のツアーは、イスラエル・フィルの創立70
周年を祝うものでもありますが、オーケストラの歴
史の半分近くの時間、メータは音楽監督を務めてき
たのです。イスラエル・フィルの最大の魅力の一つ
として、のびやかで美しい弦楽器の音色が挙げられ

ますが、オーケストラの中には当然、メンバーの世
代交代も繰り返されてきました。それでもなお、イ
スラエル・フィルの魅力が保ち続けられてきたの
は、大きな心で音楽と平和を愛するメータの人間性、
あればこそ、といえるでしょう。



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 フィレンツェ歌劇場
日本公演
『ファルスタッフ』に

ボンファデッリ復活出演！
フィレン

ツェ歌劇場
日本公演の
『ファルスタ
ッフ』のナ
ンネッタ役
にステファ
ニア・ボン
ファデッリ
が出演する
こととなり
ました。
同役につ

いて、ボン
ファデッリ
はフィレンツェでの5月の新演出初演メンバー
とされておりましたが、体調を崩し、初演への
参加ができなかったことから、日本公演への出
演も見送られておりました。その後、順調に回
復し、参加できることとなったため、当初の予
定通り、ナンネッタ役での出演が可能となりま
した。
また、同役でボンファデッリとダブル・キャ
ストとして、フィレンツェでの5月の初演メン
バーを務めたジェンマ・ベルタニョッリも、9月
18日の最終公演に出演することになりました。
◆◆◆ステファニア・ボンファデッリ◆◆◆
ヴェローナ生まれ。幼い頃からピアノと声楽を生
地で学ぶ。その後、パリ、ウィーンで勉強を続けた。
国際的なデビューとなったのは1997年ウィーン国
立歌劇場での『清教徒』。同歌劇場では、その後も
『ウィリアム・テル』、『ランメルモールのルチア』、
『椿姫』、『セビリャの理髪師』、『夢遊病の女』、『ロ
メオとジュリエット』、『リゴレット』、『ホフマン物
語』、『コシ・ファン・トゥッテ』などに出演。いず
れも話題を呼ぶ公演となっている。このほか、欧米
各地で活躍。
リリック・コロラトゥーラ・ソプラノとして、ベ
ッリーニ、ドニゼッティ、ロッシーニといったベ
ル・カント作品からヴェルディまで、幅広いレパー
トリーをもつ。

◆◆◆ジェンマ・ベルタニョッリ◆◆◆
ボルツァー

ノ生まれ。ミ
ラノとバルセ
ロナのコンク
ールで優れた
成績を獲得し、
またたく間に
イタリア各地および国際的に活躍することとなっ
た。すでに、これまでにミラノ・スカラ座をはじめ、
パリ、アムステルダム、ザルツブルク、ペーザロの
ロッシーニ・フェスティバルなどにおいて、リッカ
ルド・ムーティ、ロリン・マゼールほか、著名な指
揮者のもとで歌っている。
レパートリーは、『魔笛』のパミーナ、『ドン・ジ
ョヴァンニ』のツェルリーナ、『コシ・ファン・ト
ゥッテ』のデスピーナ、『フィガロの結婚』のスザ
ンナなどモーツァルト作品をはじめ、『ドン・パス
クァーレ』のノリーナ、『こうもり』のアデーレ、
『ヘンゼルとグレーテル』のグレーテル、ヴェルデ
ィ作品では、『ファルスタッフ』のナンネッタのほ
か、『仮面舞踏会』のオスカルなどを演じるほか、
バロック作品もこなす。

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：ステファニア・ボンファデッリ
（9/11,9/13,9/16）

ジェンマ・ベルタニョッリ（9/18）
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：カール・タナー（9/17,19）

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 ）

＊左記のキャストは8月20日現在の予定です。

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

ズービン・メータ

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
演奏：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。

東京バレエ団「白鳥の湖」

11月16日（木）6:30p.m. 東京文化会館
11月17日（金）6:30p.m. 東京文化会館
11月18日（土）3:00p.m. 東京文化会館

■主な出演
フルール・デ・シャン
斎藤友佳理（11/16, 11/18）／吉岡美佳
（11/17）
ルドルフ
木村和夫（11/16, 11/18）／後藤晴雄（11/17）

■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=¥11,000   A=¥9,000   B=¥7,000
C=¥5,000     D=¥4,000   
エコノミー券=¥2,000  学生券=¥2,000
＊エコノミー券はe+のみで、学生券はNBSのみで
10月13日（金）より受付。

東京バレエ団「ドナウの娘」

イスラエル・フィル70周年
記念特別企画
イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団演
奏会（東京公演）の入場券（S,A,B）をお買い
求めの方の中から、抽選で300名様をエルサ
レム弦楽三重奏団演奏会にご招待します。
お申し込み期限　2006年11月20日
＊お申し込みはNBSのみで受付。
＊申し込みご希望の方は、入場券お求めの際
に、その旨お申し出ください。後からのお申
し出は無効となります。
NBSチケットセンター
TEL  03-3791-8888

（劇場リハーサルより）

12月6日（水）6:30p.m.  ゆうぽうと簡易保険ホール
12月7日（木）6:30p.m.  ゆうぽうと簡易保険ホール

■主な出演
ビム：高橋竜太（12/6）、氷室友（12/7）
母：　吉岡美佳（12/6）、高木綾（12/7）
M…：中島周（12/6,7） ほか

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=  ¥5,000 D=¥4,000
特別ペア券
★大人ペア券　S席2枚=¥18,000  
A席2枚=¥14,400
★親子ペア券　S席2枚=¥15,000  
A席2枚=¥12,000

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演シリーズ（第1弾）「ベジャールのくるみ割り人形」

●「ザ・カブキ」
2007年1月23日（火）6:30p.m.  東京文化会館
2007年1月24日（水）6:30p.m.  東京文化会館

■主な出演
由良之助：高岸直樹（1/23）

後藤晴雄（1/24）
顔世：斎藤友佳理（1/23）

吉岡美佳（1/24）

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=  ¥5,000 D=¥4,000 E=¥3,000

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演シリーズ（第2弾）「ザ・カブキ」

●「中国の不思議な役人」「舞楽」「バクチIII」
ほか
2007年1月27日（土）3:00p.m.  東京文化会館
2007年1月28日（日）3:00p.m.  東京文化会館

■入場料［税込］
S=¥10,000 A=¥8,000 B=¥6,000
C=  ¥5,000 D=¥4,000 E=¥3,000

東京バレエ団ベジャール生誕80周年記念特別公演シリーズ（第3弾）《ベジャールのアジア》

東京バレエ団ベジャール生誕80周年
記念特別公演シリーズ
3演目特別通し券発売中
S=¥21,000   A=¥16,800
B=¥12,600
ベジャールの80歳（傘寿）を祝う
シリーズ3演目を同時にお申し込
みいただいた方には、ふだんでは
考えられない30パーセント引き
の特別価格で提供させていただ
きます。
＊3演目特別通し券の販売は
NBSチケットセンターのみで行
います。定数に達し次第締め切
らせていただきますので、お早め
にお申し込みください。（3演目
は同一の席ではありません。）

「中国の不思議な役人」

＊チラシ等でお知らせした発売日は、
10月21日（土）に延期になりました。

9月30日（土）
10:00a.m.より
一斉前売開始

11月に行われる東京バレエ団「ドナウの娘』の初演
を記念して、振付家ピエール・ラコットによる特別イ
ベント「ロマンティック・バレエへの誘い」が開催さ
れます。
すでに本紙でもご紹介している通り、ピエール・ラ
コット氏は、19世紀の幻の名作バレエを次々と現代に
蘇らせてきました。バレエ・ファンの方々にとっては、
今春パリ・オペラ座日本公演で上演された「パキータ」
や、ボリショイ・バレエ団日本公演での「ファラオの
娘」によって、ロマンティック・バレエの魅力にあら
ためて心を奪われている方も多いようです。
今回の特別イベントは、東京バレエ団「ドナウの娘」
開幕直前に、ロマンティック・バレエの魅力や、その
舞台化のエピソードなどが紹介される予定です。
詳細は以下の通り
●東京バレエ団「ドナウの娘」初演記念特別イベント

〈ピエール・ラコット
ロマンティック・バ
レへの誘い〉
日時：11月12日（日）
2:00p.m.～3:00p.m.
会場：東京文化会館
大ホール
申し込み方法：東京
バレエ団「ドナウの
娘」の公演チケット
をNBSチケットセン
ターでお買い上げいただいた方には、チケット発送
時にイベントの申込書を同封いたします。その他の
前売所でお買い求めいただいた方は、NBSチケット
センターまで申込書をご請求ください。チケット1
枚につき1名様のお申し込みとさせていただきます。
受付期間：9月20日（水）～10月20日（金）
お問合せ：NBSチケットセンター

TEL 03-3791-8888

ピエール・ラコットによる
特別イベント開催
ピエール・ラコットによる
特別イベント開催

8月の世界バレエフェスティバルに初登場、伸び
やかで正統的な踊りがさわやかな印象を残したオー
ストラリア・バレエ団のルシンダ・ダンとマシュー･
ローレンス。来年７月には11年ぶりにオーストラリ
ア･バレエ団の日本公演が予定されていることから、
彼ら二人と、応援に駆けつけた芸術監督デヴィッ
ド・マッカリスター、事務局長のリチャード・エヴ
ァンズを囲んで、都内でプレス懇談会が開かれまし
た。
まず、「オーストラリア･バレエ団のキャッチフレ
ーズは、現代に通用する新しい伝統の創造です」と
話す事務局長のエヴァンズが、バレエ団の歴史や伝
統、現在の活動について簡潔に説明し、とくに近年
の海外公演では大きな成功を収めていることを報告
しました。続いて、元プリンシパルで芸術監督に就
任後5年になるマッカリスターが、来日公演で予定
されている２演目を紹介。バレエ団40周年を記念し
て制作されたグレアム・マーフィー振付「白鳥の湖」

オーストラリア・バレエ団
プレス懇談会
オーストラリア・バレエ団
プレス懇談会

W H A T ' S  N E WW H A T ' S  N E W
は、「故ダイアナ妃をめぐる英国皇室のエピソードを
モデルにした演劇的な創作で、バレエ団の新しい伝統
を体現する作品」。常任振付家のスタントン・ウェル
チ改訂による「眠れる森の美女」は、「古典の振付を
尊重しつつ幻想的な味わいを加えた演出で、西洋と東
洋を織り交ぜた豪華な美術が見どころであると共に、
ダンサーの特質、技術や精神を見ていただける作品で
す」と話しました。ダンとローレンスは共に、「世界
バレエフェスティバルで過ごした時間が素晴らしい体
験となりました。再び来日し、日本の観客の前で舞台
に立つのがとても楽しみです」と語りました。
その後の質疑応答では、“新しい伝統の創造”とい
うオーストラリア・バレエ団の近年の方向性や方針、
２作品の制作過程について質問が集中。「古典をベー
スにした新しいバレエの創造は、私たちの得意とする
分野になってきています。それが出来るのは、技術的
にも芸術的にも成熟したダンサーたちがいるから。近
年、世界ツアーに力をいれていますが、他では観られ
ないオーストラリアらしい特色になっています」とマ
ッカリスター。また、「英国皇室をモデルにした作品
をロンドンで上演したときの現地の反応は？」という

質問には、「私たちは、いつ
も本国イギリスをやりこめ
ようと思っている、いけな
い植民地の人間なんです
（笑）。しかし観客も批評家
も単なるゴシップではなく、
新しい芸術作品として評価
してくれました」とユーモ
アを交えて語っていました。

左より、マシュー・ローレンス、
ルシンダ・ダン、芸術監督のデヴ
ィッド・マッカリスター

起 
承 
転 
々 
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30年の重み
佐々木忠次

1976年以来3年に一度開催してきた「世界バレエフェ
スティバル」も今年で30周年を迎えたが、それもどう
にか8月19日に無事全日程を終えることができた。前
号では「バレエフェス30年」と題し、フェスティバル
が始まる前に原稿を書いたのだが、終わってみると、
さらに30年という歳月の重みを痛感させられた。
30年の間に11回催して、出演者は延べ200人近い。会
場の東京文化会館のロビーに立っていると、「第1回から
欠かさず見ています」と、熱心な観客の皆さんから何度
か声をかけられたが、そうしたことが私にとって至福
の瞬間であり、ここまで続けてきたことに対する大きな
勲章をもらったような気分になった。振り返ってみれば、
30年の間に時代は大きく変わったが、よくぞこれまで
続けてこられたものだと、我ながら思う。このフェス
ティバルも一度成功したら、次からは楽だろうと考える
人がいるかもしれないが、毎回毎回、ストレスが溜りっ
ぱなしで、フェスティバルが開幕する1か月ほど前から、

終了するまで、身体を休める暇もないほどである。
今回も、ボリショイ・バレエのアンドレイ・ウヴァーロ
フが直前になって、故障していた足を再び痛めてしま
い参加できなくなったが、そうなると、代わりのダン
サーを見つけなければならなくなる。今回はキーロフ・
バレエからボリショイに移籍したばかりのアンドレイ・
メルクーリエフにどうにか決まったが、次にパートナー
のガリーナ・ステパネンコと踊るにふさわしいプログラ
ムを選ばなければならない。一方では、ウヴァーロフは
上野水香と「白鳥の湖」の全幕を踊ることになっていて、
上野水香のパートナーも短期間の間に探さなければな
らない。幸い、数年前に「白鳥の湖」で東京バレエ団と
共演したことのあるパリ・オペラ座のジョゼ・マルテ
ィネスが引き受けてくれたが、薄氷を踏む思いだった。
シュツットガルト・バレエ団のマリア・アイシュヴァル
トも、このフェスティバル出演が最大の夢とまで言って
いたのに、足の怪我に見舞われ、相手役のフィリッ
プ・バランキエヴィッチを嘆かせた。これも、幸いにし
てＡプロではアリーナ・コジョカルが代わり、Ｂプロで
は急遽シュツットガルトの同僚エレーナ・テンチコワが駆
けつけ、どうにか事なきを得た。こうしたアクシデン
トはオペラ、バレエなどの生身の芸術にはつきもので
あるが、普通の会社員が風邪をひいて会社を休むのと
は、まったく訳が違うのだ。

私は自分で言うのもおこがましいが、個人の贅沢を
極力慎むことを心がけてきたつもりだ。別に日頃の行
ないが、運不運に左右すると信じているわけではない
が、大勢のお客さんに劇場に足を運んでもらう仕事を
していると、台風や大雨、地震、電車の遅れなどによ
って公演に支障が出ないようにと願う気持が、自然と
贅沢を戒める気持ちにつながっているようだ。これま
で車一台もったこともなく、いまだに自宅も社宅扱い
の部屋に給料から家賃を支払って生活している。私の
信条としては、お抱え運転手つきの黒塗りの車で、劇
場と高級アパートを往復しているような人には、けっ
して観客の支援を受ける企画も制作もできない、と信
じている。それに観客の皆さんから、チケット代を高
くして、贅沢をしていると思われかねない。公演終了
後、観客の皆さんに楽屋口から上野駅の山手線乗り場
に向かう姿を目撃されて驚かれることがあるが、私と
しては当然すぎるほど当然のことだと思っている。そ
うでなければ、アーティストたちにホテルから劇場ま
で電車で通うことを求めることはできない。
今回は全幕特別プロの「ドン・キホーテ」と「白鳥の湖」
に次いで、ＡプロとＢプロ、それに恒例の1回だけのガラ
公演。そして、「ジゼル」の全幕公演が東京で2回と大阪
で1回。都合14回の公演があったが、8月13日のガラ公演
の第4部が始まる前に、舞台上で30周年を記念する小さ

なセレモニーを催した。
これまで、このフェスティバルに7回出演した人は、
エヴァ・エフドキモワただ一人だったが、マニュエ
ル・ルグリとジル・ロマンの男性舞踊手二人が、今回7
回出演を達成した。この二人に長年にわたる功を称え
て特製の記念品を贈るとともに、昨年逝去したフェス
ティバル第1回目からの功労者、指揮者ミッシェル・ケ
ヴァル氏の功績をあらためて称えた。また、すぐれた
振付作品を踊ることによって、ダンサーたちはいっそ
う光輝くことができるが、振付作品に敬意を捧げるた
め、まもなく80歳を迎えるモーリス・ベジャール氏に、
世界の振付家を代表するかたちで、謝意を表した。思
い起こせば、第2回に｢プティパからベジャールまで｣と
題して、様々な振付作品を紹介して以来、日本の観客
が振付に関心をもってくれたのは、何よりも嬉しかっ
た。さらに、フェスティバルの舞台を支え続けてくれ
た日本の舞台監督や照明プランナー、大道具、衣裳の
担当者たちにも、名前を挙げて感謝の気持ちを表した。
それに何よりも、このフェスティバルを長年支えてく
れたのは、劇場につめかけてくれた大勢の観客の皆さ
んであることは言うまでもない。たくさんの人々に支
えられて、このバレエフェスティバルをこれまで続け
てこられたのだ。あらためて、30年の重みを感じると
ともに、自然と心からの感謝の念が沸いてきた。

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2（波多野ビル）
●音楽ツアーデスク
（担当：宮本・坂田・水谷・田中）

■旅行期間と旅行代金：2006年10月26日（木）～11月5日（日）…698,000円

音楽評論家 中矢 一義と行く 限定
22名様
募集

詳しいパンフレットをご希望の方は
右記宛までご連絡ください。

音楽評論家 中矢 一義氏が同行し、オペラ、演奏会の見どころ、聴きどころや劇
場の説明など解説付きで旅をお楽しみいただきます。「ロンドン」・「ブリュッセ
ル」・「パリ」・「アムステルダム」で、“定期公演”の魅力溢れるオペラ、コンサー
トを鑑賞。フェスティバルとは異なる、よそ行きではない素顔の音楽文化に接す
ることができます。また、各劇場でバックステージツアーやガイデッドツアーを盛
り込み、劇場内部や舞台裏をご覧いただくのも本企画ならではの魅力です。
さらに、美術観光では、今年、生誕400年記念イヤーの「レンブラント特別展」や、5月に大

改装オープンしたばかりの「オランジュリー美術館」などもご覧いただけます。
ぜひ、「ヨーロッパ名門歌劇場めぐりの旅」へのご参加をお待ち申し上げております。

03-5213-6240
03-5213-6231

限定
22名様
募集

※受付：（月）～（金）9：30～18：00
FAX

ロイヤル・コンセルトヘ
ボウ管弦楽団コンサート
指揮：B.ハイティンク　
ソプラノ：C.シェーファー
曲目：マーラー《交響曲 第４
番》、R.シュトラウスの歌曲 他

パリ・オペラ座〈バスティーユ〉 ロイヤル・コンセルトヘボウロイヤル・オペラハウス モネ劇場 ～中矢 一義氏を迎えて～
旅行説明会・解説会の

お知らせ
日時：2006年9月30日（土）

13：30～16：00頃
詳しくは下記宛にお問い合わせください。

日
間

（大人お1人様／2名様1室利用の場合） ※下記4公演のチケット代は、旅行代金に含まれております。

参加費無料

ヨーロッパ名門歌劇場めぐりの旅
ロンドン ブリュッセル パ リ アムステルダムロンドン ブリュッセル パ リ アムステルダム

ベルリオーズ
《トロイアの人々》新演出
指揮：S.カンブルラン　
出演：D.ポラスキ、E.ザレン
バ、K.ユン、G.L.ロア、E.カ
トラー 他

モネ劇場管弦楽団コンサート
指揮：大野 和士　
ソプラノ：S.カルトホイザー
曲目：モーツァルト・オペラ
より、メンデルスゾーン《交
響曲第4番イタリア》他

プッチーニ《ラ・ボエーム》
指揮：P.ジョーダン　
演出：J.コプレイ
出演：M.アルヴァレス、
K.V.クーテン、W.デイズリ
ー、A.ヴィノグラドフ 他

ロイヤル・オペラハウス
英国政府観光庁 写真提供

ヨーロッパ名門歌劇場めぐりの旅 11

モーリス・ベジャール生誕
80周年を記念して、特別イベ
ント〈小林十市、ベジャール
を語る〉が開催されることと
なりました。小林十市は、約
15年間ベジャール・バレエ団
に在籍し、「ベジャールのくる

み割り人形」のフェリックス役初演や、「中国の不思
議な役人」の主演などを務め、活躍。2年前に退団し
てからは、ベジャール作品の指導を行うほか、最近で
はテレビ・ドラマ「プリマダム」に出演。俳優として

の活動も開始して新たな人気を集めています。側に
居るからこそ知るベジャール芸術の偉大さ、あるい
は素顔のエピソードなどが紹介されることとなるで
しょう。
日時：2007年1月13日（土） 6:00p.m.
会場：東京文化会館　小ホール
申し込み方法：東京バレエ団公演「ザ・カブキ」ま
たは〈ベジャールのアジア〉チケット購入の方を先
着順で無料ご招待いたします。NBSチケットセンタ
ーでお買い上げいただいた方には、チケット発送時
にイベントの申込書を同封いたします。その他の前
売所でお買い求めいただいた方は、NBSチケットセ
ンターまで申込書をご請求ください。チケット1枚
につき1名様のお申し込みとさせていただきます。
定員になり次第受付を終了いたします。

ベジャール生誕80周年記念
特別イベント
小林十市、ベジャールを語る

ベジャール生誕80周年記念
特別イベント
小林十市、ベジャールを語る




