ンシパルのコナー・ウォルシュら一流バレエダンサーを迎え、クラシックから日本では見る機会の少な
いコンテンポラリー作品まで、幅広くバレエの魅力を楽しめるプログラムを披露いたします。
世界で認められているヒューストンバレエ団芸術監督スタントン・ウェルチ振付作品、ダンサーのみな
らず振付家としても活躍している小㞍健太振付作品を、一流音楽家のライブ演奏と共に、千葉市美浜
文化ホールにてお楽しみいただけます。
プログラム
第
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部

開催情報
小㞍健太振付作品

『TSURU』より抜粋 日本初演

『光のヴァイブレーション』

日時 全 3 回公演

開演

7 月 23 日［日］14：00

開演

千葉県千葉市美浜区真砂５丁目１５−２

消防署

『Sons de L'âme』&『Clear』より抜粋 日本初演
出演 コナー・ウォルシュ、吉山シャール・ルイ
楠崎なお、武田恵実、藤原青依、速水渉悟、木ノ内周
演奏 三牧可奈（ピアノ）
音楽 F. ショパン「夜想曲」より、J.S. バッハ「Violin Concerto in G minor. Largo」

出演
コナー・ウォルシュ［ヒューストンバレエ団プリンシパル］
吉山シャール・ルイ［ヒューストンバレエ団プリンシパル］
楠崎なお［元ヒューストンバレエ団ソリスト］
武田恵実、藤原青依、速水渉悟、木ノ内周［ヒューストンバレエ団］
小㞍健太［元ネザーランドダンスシアター1］
三牧可奈（ピアノ）
パトリック・モアー（チェロ）
* やむを得ない事情によりプログラム・出演者等が変更になる場合がございます。

東京
歯科大

ふれあい橋

部 スタントン・ウェルチ振付作品

千葉西警察署

検見川浜駅

JR 京葉線

JR 京葉線 検見川浜駅より 徒歩８分
JR 総武線 新検見川駅より バス 10 分「美浜区役所前」下車

チケット

［土］10:00〜
チケット発売日 5 月 27 日

前売券

一般 ¥5,000
千葉市民・ヒューストン市民 ¥4,500
学生以下 ¥4,000
当日券

共通 ¥5,500
＊全席指定・税込み ＊未就学児童のご入場はご遠慮ください。
＊市民、学生券の方は当日会場にてご提示をお願いいたします。

チケット取り扱い・お問い合わせ
5 月 27 日〜7 月 18 日

千葉市美浜文化ホール 043-270-5619
千葉市若葉文化ホール 043-237-1911
便利なオンラインチケット予約サービスをご利用ください。

☞ http://chiba-aw.jp/mihama/ticket
7 月 19 日〜公演当日

姉妹都市提携 45 周年記念バレエ公演実行委員会

070-5545-1678（10:00〜17:00）

総監督｜小㞍健太 監督｜楠崎なお 舞台監督｜尾崎聡 照明｜伊藤雅一［株式会社 RYU］ 音響｜金子伸也 記録映像｜遠藤龍 広報デザイン｜内田圭 WEB 制作｜川村祐介

KENTA
KOJIRI

. 7.22-23

2017

Sat

Sun

千葉市美浜文化ホール メインホール

［主催・企画制作］姉妹都市提携 45 周年記念
［共催］千葉市［協力］

［協賛］全日本空輸株式会社（ANA）、
［後援］

市姉妹都市協会、

公演実行委員会、Creative Minds Collaborative

団、CLAYProduction “
日米協会

日米協会、

金川

”、野口翠子
・

、

DANCERS from

HOUSTON
chiba-houston-ballet.com

ヒューストンバレエ団ダンサー
×

美浜
区役所

京成線

美浜区役所前
バス停

美浜文化ホール

花 見川

3

けみがわ陸橋

新検見川駅

『ドン・キホーテ』第三幕よりグラン・パ・ド・ドゥ

第

JR 総武線

新検見川駅

音楽 A. アダン
出演 藤原青依、木ノ内周

音楽 L.ミンクス
出演 武田恵実、速水渉悟

開演

千葉市美浜文化ホール メインホール

部 古典バレエ作品

『海賊』第二幕よりグラン・パ・ド・ドゥ

／ 18：00

会場

（打楽器奏者 會田瑞樹による録音）
音楽 権代敦彦「光のヴァイブレーション」
出演 小㞍健太

2

45

7 月 22 日［土］19：00

小㞍健太
×

音楽 J.S バッハ「シャコンヌ（Partita for Violin Solo No. 2 in D Minor, BWV 1004）」
演奏 パトリック・モアー（チェロ）
出演 楠崎なお、吉山シャール・ルイ、速水渉悟、木ノ内周

第

STANTON
WELCH

千葉市・ヒューストン市 姉妹都市提携 周年記念バレエ公演

小㞍健太と元ヒューストンバレエ団ソリストダンサー楠崎なおが中心となり、ヒューストンバレエ団プリ

スタントン・ウェルチ

千葉市とヒューストン市の姉妹都市提携 45 周年目を迎える 2017 年に、千葉市出身の世界的ダンサー

『TSURU』より抜粋 日本初演
振付・演出｜小㞍健太
初演｜ 2015 年 6 月27日 アジアソサエティ・テキサスセンター
（ヒューストンバレエ団共同制作）

照明｜レネ・ブロウド
音楽｜ J.S. バッハ「シャコンヌ（Partita for Violin Solo No. 2 in D Minor, BWV 1004）」
衣装協力｜ヒューストンバレエ団

「鶴の恩返し」
をベースにした全幕創作バレエ作品。
2015 年に
本公演では、物語のクライマックスパート、おんなが鶴（楠崎なお）
Courtesy of Asia Society Texas Center（Lynn Lane Photography）

（吉山シャール・ルイ）
に変化し、
ヒョウ
の元を去ってゆく様を、バッハ
（パ
ト
リ
ッ
ク
・
モアー）
（上演時間約15分）
のシャコンヌの演奏
と共に物語る。

『光のヴァイブレーション』世界初演
振付・照明コンセプト・出演｜小㞍健太

NHKBSプレミアム「クラシック倶楽部」収録・放映作品の舞台
改訂版初演。権代敦彦作曲「光のヴァイブレーション」に、打
楽器奏者・會田瑞樹氏の演奏と小㞍健太のダンスが創造を
写真：斎藤秀一

第

2

（上演時間約 16 分）
織り合わせ、時の流れと人の変化を伝える。

部 古典バレエ作品

『海賊』第二幕よりグラン・パ・ド・ドゥ

『ドン・キホーテ』第三幕よりグラン・パ・ド・ドゥ

音楽｜ A. アダン

音楽｜ L.ミンクス

をモチーフにした
リウス・プティパが 1899 年に改訂し近年に知られている形式 ンテスの小説『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』
となっている。本公演では第二幕よりグラン・パ・ド・ドゥを披露。 バレエ作品。本公演では第三幕よりグラン・パ・ド・ドゥを披露。

第
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部 スタントン・ウェルチ振付作品
Courtesy of Houston Ballet（Amitava Sarker）

『Sons de L'âme』&『Clear』より抜粋 日本初演
振付・演出｜スタントン・ウェルチ
（『Sons de L'âme』）、
「夜想曲」
より
音楽｜ F. ショパン
（『Clear』）
J.S. バッハ「Violin Concerto in G minor. Largo」

照明｜リサ・ピンカム 衣装｜マイケル・コース

本公演では、スタントン・ウェルチの代表作『Sons de L'âme』
と
『Clear』の
抜粋を組み合わせたオリジナル上演で、ヒューストンバレエ団のダンサーとピ
（上演時間約 25 分）
アニスト三牧可奈の共演となります。

『Sons de L'âme』
初演｜ 2013 年 10 月 シャンゼリゼ劇場（Théâtre des Champs-Élysées）

コンセプトを世界的ピアニストのランランが担い、2013 年パリ・シャンゼリゼ劇
場にて、
ヒューストンバレエ団とのコラボレーション作品として初演。
「
『Sons de
と話題を呼んだ傑作。
l'âme（魂の音）』は、ショパンの音楽を見事に可視化した」

『Clear』
初演｜ 2001 年 10 月 25日 アメリカン・バレエ・シアター

2001 年 9 月11日のアメリカ同時多発テロ事件の 2 週間後に、アメリカン・バ
レエ・シアターに手がけた作品。1 人の存在が他者の存在の明瞭さをもたらし、
感情と情景で存在する世界の中でお互いを導いていく。

ヒューストンバレエ団ダンサー
×

『ジゼル』
を担当した J・サン＝ジョルジュなどが台本を書き下ろ 振付家マリウス・プティパの代表作の一つで、1869 年にモス
し、1856 年にパリで初演されたバレエ作品。のちに振付家マ クワボリショイ劇場にて初演。スペインの作家ミゲル・デ・セルバ

振付家・出演者

スタントン・ウェルチ

Stanton Welch

小㞍健太

Kenta Kojiri

ヒューストンバレエ団芸術監督・常任振付

45

小㞍健太
×

（打楽器奏者 會田瑞樹による録音）
音楽｜権代敦彦「光のヴァイブレーション」

千葉市・ヒューストン市 姉妹都市提携 周年記念バレエ公演

部 小㞍健太振付作品

スタントン・ウェルチ

1

STANTON WELCH×KENTA KOJIRI×DANCERS from HOUSTON BALLET

プログラム紹介
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ダンサー、コレオグラファー。千葉市美浜

家。オーストラリア・バレエ団常任振付家。

区出身。野口翠子バレエスタジオで 3 歳

オーストラリア出身。2003 年よりヒュース

からバレエを始める。1999 年ローザン

トンバレエ団の芸術監督に就任し、古典

ヌ国 際バレエコンクールにてプロ・スカ

バレエのステップ、テクニックを用いた振

ラーシップ賞を受賞後、モナコ公国モン

付で『蝶々夫人』や『マリー』などのオリジ

テカルロバレエ団、ネザーランド・ダンス・

ナル全幕作品を発表し高い評価を得る。

シアターに在籍。2010 年よりオランダと

『 Tapestry 』
『 Indigo 』
『Diver『 Clear 』

楠崎なお

日本を拠点にフリーランスとして公演・創

『Velocity』
も手がけ世界各地の
gence』

作活動を始める。世界的振付家イリ・キ

バレエ団でも上演されている。現在アメリ

リアンの推薦によりシルヴィ・ギエムの世

カで注目されている振付家のひとり。

界ツアーに出演するなど国内外で活躍。

コナー・ウォルシュ

Nao Kusuzaki

Connor Walsh

愛媛県に生まれ、八束バレエ研究学園で

ヒューストンバレエ団プリンシパル。7 歳

バレエを始める。
１０歳でワシントン D.C. へ

よりバレエを始める。キーロフ・アカデミー・

渡米後、
ワシントンバレエスクール、ボスト

オブ・バレエ、ヒューストンバレエ・べンス

ンバレエスクールで学び、1999 年ボスト

ティーブンソン・アカデミーなどで学び、在

ンバレエ団入団。2004 年ヒューストンバレ

学中から数多くの賞を受賞。2006 年 3

エ 団 に移 籍、2009 年ソリストに昇 進。

月にソリストに昇格し、2007 年 9 月プリ

2011 年東日本大震災支援コンサートをプ

ンシパルに昇格。日本、ニューヨーク市、

ロデュース、2015 年アジア協会主催ダン

メキシコ、マレーシアでのガラ公演に出

スプロジェクトのコンセプトを任され、現代

演したほか、新国立劇場、アルゼンチン、

を上演し高い評価を
バレエ作品『TSURU』

オーストラリア、フィリピン等、ゲストとして

得る。現在ヒューストン大学に在籍。

招聘される。

吉山 シャール ルイ・アンドレ

武田恵実

Charles-Louis Andre Yoshiyama

Megumi Takeda

ヒューストンバレエ団プリンシパル。5 歳
からヒラキバレエスクールにおいて開良
和、芝江泰恵子に師事。英国イングリッ

藤原青依

シュナ ショナルバレエスクールに留学。

Aoi Fujiwara

2007 年ローザンヌ国際バレエコンクー
ル、ユースアメリカグランプリにて受賞。

速水渉悟

2007 年ヒューストンバレエ II、その翌年

Shogo Hayami

にヒューストンバレエ団入団。2016 年

6 月プリンシパルに昇格。古典バレエか

木ノ内周

らコンテンポラリー作品の主要パートを踊
り、最も注目されている若手ダンサー。

三牧可奈

Shu Kinouchi

パトリック・モアー

Kana Mimaki

Patrick Moore

ピアニスト。埼玉県出身。東京芸術大学

チェリスト。The Axiom String Quartet

を卒業後、サンフランシスコ音楽院で修

の創設メンバー。ルーズベルト大学を卒

士号を得て、ライス大学で博士号取得。

業後、ライス大学で修士号を取得。現在

ロサンジェルス・リストコンクール、国際ロ

はヒューストンを拠点にソリスト、オーケス

シア音楽コンクール、カターニャ・ラフマニ

トラ・ミュージシャン、ジャズ・インプロヴィ

ノフ協奏曲コンクールで優勝。またロバー

ザーとしてアメリカをはじめ、アジア、ヨー

ト・スパノ指揮によるアスペン・コンサート・

ロッパで演奏を行う。ラテンフィルハーモ

オーケストラ、曽我大介指揮による RIAS

ニー管弦楽団、オペラ座高等部の主任

ベルリン・ユース・オーケストラと協演する

チェリスト奏者。またセントトーマス大学と

など、ヒューストンを拠点にソリスト、室内

アメリカ芸術祭の教員を務める。

楽奏者として演奏活動を行っている。

