「K バレエ カンパニー 2011 ／ 2012シーズンは
『白鳥の湖』
で開幕します。

エ音楽の父とするならば、
『白鳥の湖』
という作品そのものは、
言わば
〈バ

『白鳥の湖』
は我々バレエダンサーにとって、非常に特別であり、常に踊

レエ芸術の母〉
。実際、
もしチャイコフスキーが出現していなかったら、そ

り続けていくべき作品。
どれだけキャリアを重ねていっても、その位置づ

して『白鳥の湖』が 生まれていなかったなら、
クラシックバレエの発展は

けは変わりません。なぜなら、
『白鳥の湖』
という作品には、今に受け継

確実に今よりも遅れていたと思う。そんな素晴らしい贈り物を偉大な先

がれるバレエの魅力のすべてがある、
といっても過言ではない。何度聴

人から受け取ったからには、現代に生きる芸術に高め、次の時代へとつ

いても胸を揺さぶるチャイコフスキーの音楽の力、神秘に満ちた物語の

ないでゆくことが、バレエに携わる自分自身の果たすべき義務の一つと

豊かさ。
そして舞踊の多彩な美しさの中でも、殊にかの有名な2 幕の白

考えています。

鳥たちの群舞に至っては、
一演出家として、
この名場を作り上げたイワー

僕自身がジークフリードを踊るのは、実に3年ぶりとなります。2007年か

ノフという先人にかすかな嫉妬を覚えるほどに、完成し尽くされた芸術

らの 2 度にわたる怪我を乗り越え、完全な脚のコンディションを取り戻し

の骨頂です。

た今だからこそ、
また再びこの作品に立ち返る気持ちになりました。我々

これまで130年にわたる歴史の中で、あまたの優れたバレリーナたち

ダンサーにとっての永遠の教科書である
『白鳥の湖』
は、
次の境地へと向

「生涯を通して極め続けてゆく役柄」
の筆頭に挙
が白鳥 ／黒鳥を踊り、

かうために何度でも立つべきスタートライン、
とも言えるかもしれません。

げてきたことも、この作品の奥深さを象徴しています。テクニック、表現

『白鳥の湖』
に続いて、12月には同じチャイコフスキーの
『くるみ割り人

力、ひいてはダンサーとしての精神性という根源さえも顕わになること

形』
を上演します。赤坂 ACTシアターでの上演は4 年目を迎えますが、

に対する悦びと畏れを抱きながら、我々ダンサーはこの名作と向き合い

クリスマスには
『くるみ』
を、
という文化がここ日本でも確実に根付いたこ

続け、
そこに新たな感動が生まれ続けているのです。

とを実感しています。
また、来年早々には新プロダクションの初演も予定

もちろん、
どんな作品にも、見るたび違った感動があり、踊るたびに学

しており、現在、その制作にも着手しています。
『白鳥の湖』
のような揺る

びを得るだけの懐の深さが古典にはあります。
けれどその古典バレエ

ぎない伝統を伝え続けること、新たな作品を打ち出してゆくこと、そして

の素晴らしさが、あえて
『白鳥の湖』
という一つの名作にたとえて語られ

ダンサーとしてより高みへと向かうこと―― 新シーズンもそのスタンスは

てきたのは、決して理由なきことではありません。チャイコフスキーをバレ

変わりません。
」
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―――― 熊川哲也
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愛は官能を超えるのか

K-BALLET COMPANY

白鳥の湖
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驚愕のスケールで贈る熊川版グランドバレエの決定版！

Product ion /Addit ional Choreogr aphy:Tetsuya Kumakawa
［演出・再振付］熊川哲也

Or iginal Choreogr aphy: Marius Petipa /Lev Ivanov
［原振付］
マリウス・プティパ／レフ・イワーノフ

Music:Pet er Il yich Tchaikovsky

［音楽］
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

Set and Costume Design:Yol anda Sonnabend/Lesl ie Travers
［舞台美術・衣裳］
ヨランダ・ソナベンド／レズリー・
トラヴァース

2003年の誕生以来、K バレエ カンパニーの躍進と発展を象徴する
代表的レパートリーとしてその名を轟かせ、
。
今なお進化を遂げ続けている熊川版『白鳥の湖』
伝統への揺るぎない敬意のもと、現代を生きる古典のあるべき姿を追求し、
大いなる可能性の扉を開いたこの熊川版は、
〈バレエの代名詞〉
たる本作の魅力を
稀にみる完成度で描き切った一大傑作として絶対的評価を獲得している。
純真=オデットと官能=オディールの狭間で翻弄される
王子ジークフリードの心の軌跡と葛藤を軸としたドラマは、
熊川演出ならではのスピーディーな展開と秀逸な人物描写があいまって、
観客を止むことない感動へと誘う。
英国を代表する美術家ヨランダ・ソナベンドによる圧巻の美術がもたらす神秘も、
一度目にしたら忘れられない美の骨頂だ。
本公演では、熊川哲也が 3年ぶりに王子ジークフリードを披露、
さらには近年バレエ界内外で注目を集める宮尾俊太郎も主演。
深遠なる愛の世界が今、
幕を開ける！

Kumakawa's Production of

会場

［大宮］大宮ソニックシティ大ホール

日程 開場／開演
料金
（税込）
オデット／オディール
ジークフリード
ロットバルト

9／23（金・祝）14：30／15：00
S席￥17,000 A席￥13,000
B席￥10,000 C席￥8,000

荒井 祐子
熊川哲也
スチュアート・キャシディ

Swan
Lake
Story

ジークフリード王子の誕生日。成人を迎えた彼は、
母である王妃か
ら翌日の舞踏会で花嫁を選ぶよう命じられる。その夜、湖のほと
りで王子はオデットに出会い、あまりの美しさにひと目で恋に落ち
る。王子の誠実さに心を許したオデットは、悪魔ロットバルトの呪
いによって白鳥に変えられ、夜の間だけ人間の姿に戻れるという
悲しい身の上を語る。彼女を救うために永遠の愛を誓う王子。だ
が、舞踏会当日、ロットバルトの策略によって王子はオデットによく
似たオディールに愛を誓ってしまうのだった……。

［東京］
ゆうぽうとホール

［東京］
府中の森芸術劇場どりーむホール

9／27（火）18：00／18：30 9／28（水）13：30／14：00 9／29（木）18：00／18：30 9／30（金）18：00／18：30 10／22（土）13：30／14：00 10／23（日）13：30／14：00
S席￥18,000 A席￥14,000 S席￥18,000 A席￥14,000 S席￥12,000 A席￥10,000 S席￥18,000 A席￥14,000 S席￥18,000 A席￥14,000 S席￥18,000 A席￥14,000
B席￥10,000
B席￥10,000
B席￥8,000 C席￥6,000 B席￥10,000
B席￥10,000 C席￥8,000 B席￥10,000 C席￥8,000

松岡梨絵
熊川哲也
スチュアート・キャシディ

松岡梨絵
熊川哲也
遅沢佑介

浅川紫織
宮尾俊太郎
遅沢佑介

荒井 祐子
熊川哲也
スチュアート・キャシディ

〈その他の全国公演〉
［名古屋］10／12（水）愛知県芸術劇場大ホール［香川］
10／14（金）アルファあなぶきホール
（香川県県民ホール）
［新潟］
10／19（水）新潟県民会館［大阪］
10／27（木）梅田芸術劇場［兵庫］
10／29（土）神戸国際会館こくさいホール

東野泰子
熊川哲也
遅沢佑介

指揮：福田一雄／井田勝大
演奏：シアターオーケストラトーキョー

白石あゆ美
熊川哲也
スチュアート・キャシディ

熊川哲也

S・キャシディ

荒井祐子

［予約・お問い合わせ］
チケットスペース

松岡梨絵

浅川紫織

東野泰子

03-3234-9999 http://ints.co.jp/

［チケット取扱］チケットスペース 03-3234-9999
TBS オンラインチケット http://www.tbs.co.jp/kumakawa/（「白鳥の湖」
）
）
ＡＣＴオンラインチケット ＡＣＴ 検索 （「くるみ割り人形」
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード「白鳥の湖」
：412 -773／「くるみ割り人形」
：412-774）
イープラス http://eplus.jp/kumakawa/（パソコン＆携帯）
ローソンチケット 0570-000-407・0570-084-003
（Lコード「白鳥の湖」大宮：39434／ゆうぽうと：39436／府中：39440／「くるみ割り人形」
：39441）
CNプレイガイド 0570-08-9999 http://cnplayguide.com
チケットふちゅう042-333-9999（「白鳥の湖」府中公演のみ）
ソニックシティちけっとぽーと 048-647-4001
（
「白鳥の湖」大宮公演のみ）

遅沢佑介

橋本直樹

宮尾俊太郎

白石あゆ美

http://k-ballet.co.jp/

［公演に関する詳細］

主催：
協賛：
オフィシャルエアライン：

チャコット株式会社
制作：K-BALLET COMPANY／ TBS

◎キャスト予定は2011年５月15日現在のものです。出演者の病気や怪我など、
やむを得ない事情により変更となる場合
があります。最新のキャスト情報はhttp://k-ballet.co.jp/companyにてご確認ください。
なお、公演中止の場合を除き、実
施するすべての公演に関して、
キャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、
公演日や券種の変更は原則としてお受けでき
ませんので、
あらかじめご了承ください。◎公演中止の場合の旅費、
チケット送料等の補償はいたしかねます。◎『白鳥の
湖』公演：未就学児童の入場はお断りいたします。9/29（木）
公演は5歳以上の方の入場が可能です。但し、
お席は必要
です。◎『くるみ割り人形』公演は5歳以上の方の入場が可能です。但し、
お席は必要です。◎演出上開演後の入場は制
限させていただく場合があります。
Photographs by Nobuo Yano / Jin Kimoto / Hidemi Seto / Shunki Ogawa /Ayumu Gombi

