
大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業 

 

 

 

東京バレエ団全国ツアー 

〈HOPE JAPAN〉2021 
東日本大震災 10年 コロナ禍復興プロジェクト 

 

不安の時代にバレエの力で勇気と希望を！ 

経済的な理由で舞台芸術にふれることが難しい方々を無料招待 
 

 

2011 年、東日本大震災が日本を見舞った年に、東京バレエ

団はバレエ界の大スター シルヴィ・ギエムの呼びかけに応え

て、HOPE JAPAN と題した「ボレロ」（ベジャール振付）を

含むツアーで、被災地東北を含む全国各地を巡演しました。 

あれから 10 年。今度は新型コロナウィルス感染症が世界中

に蔓延し、私たちの暮らしと社会を、そして舞台芸術の存在ま

でを脅かしています。 

そのような中、東京バレエ団は、日本と東京バレエ団を心か

ら愛してくれた巨匠振付家モーリス・ベジャールの傑作を含む

3 つの作品を携えて再び立ち上がり、全国 11 都市をめぐる全国ツアーを展開します。 

今回上演するのは、人々を鼓舞する象徴的な「ボレロ」、地中海を舞台に、ダンサーたちが爽やかに舞う

「ギリシャの踊り」という 2 大人気演目。そしてクラシック・バレエの粋を味わえる華やかな「パキータ」。

いずれもご覧になった方の心が満たされるような、エネルギーに溢れた作品ばかりです。 

また、今回のツアーでは、経済的な理由等で舞台芸術に触れることが難しい方々（施設で生活している未

成年の方、ひとり親家庭の親子など）を公演に無料でご招待し、本物の舞台芸術に触れていただく機会をご

提供したいと、広く関連団体に呼びかけを行いました（6 月 16 日現在、全国で合計 968 名の方が来場を予定）。 

コロナ禍で不安の尽きない今だからこそ、芸術が精神的な癒やしとなり、明日へと向かう活力になることを

東京バレエ団一同切に願っております。 

 

つきましては、今回の公演・取り組みについて、貴媒体にて取材をご検討いただければ幸いです。ダンサ

ー、スタッフへの個別のインタビューもできる限り調整いたします。また、公演の詳細や写真素材等のお問

い合わせは下記にて承ります。 
 

 

 

 

公益財団法人 日本舞台芸術振興会 

〒153-0063 東京都目黒区目黒 4-26-4 

TEL 03-5721-8102（広報宣伝 直通） 

（ 岩本 iwamoto@nbs.or.jp  田里 tasato@nbs.or.jp 渡邉 watanabe@nbs.or.jp ） 

＊この公演に関するプレス写真等のお問い合わせは上記までお願いいたします。  

-プレスリリース- 

file://///TERASTATION/nbs共有20/広報/06_プレスリリース&記者会見/2017年/17-03パリ・オペラ座バレエ団/iwamoto@nbs.or.jp
mailto:tasato@nbs.or.jp
file:///C:/Users/D17-7/Desktop/watanabe@nbs.or.jp
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東京バレエ団全国ツアー 〈HOPE JAPAN 2021〉～東日本大震災 10年／コロナ禍復興プロジェクト～ 
 

【全国ツアー 概要】 

都市／公演会場 
公演日、開

演時間 
上演演目（順不同） 主催、共催、後援、協力 お客様の問い合わせ先 

【東京】 

東京文化会館 

7/3（土） 

14：00 

7/4（日） 

14：00 

「ボレロ」（上野水香／柄本弾） 

「ギリシャの踊り」 

「舞楽」 

「ロミオとジュリエット」 
（パ・ド・ドゥ） 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会   

■共催：日本経済新聞社 

■後援：TOKYO FM 

●NBSチケットセンター 03-

3791-8888（平日10:00-16:00 

土日祝・休） 

【大阪】 

フェスティバルホ

ール 

7/6（火） 

19：00 

「ボレロ」（上野水香） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会  

■協力：フェスティバルホール／読売テレ

ビ 

●キョードーインフォメーショ

ン 0570-200-888（平日・土

11:00～16:00） 

【名古屋】 

愛知県芸術劇

場 

7/7（水） 

19：00 

「ボレロ」（柄本弾） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会  

■共催：CBC テレビ  

■協力：クラシック名古屋 

●CBCテレビ事業部 052-

241-8118（10:00～18:00 土

日祝休） 

【岩国】 

シンフォニア岩

国 

7/9(金) 

19：00 

「ボレロ」（柄本弾） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会／

シンフォニア岩国 指定管理者サントリー

パブリシティサービスグループ  

■後援：山口朝日放送／山口県／山口県

教育委員会／山口県文化連盟／岩国市

／岩国市教育委員会／岩国市文化協会 

●シンフォニア岩国 0827-

29-1600（受付時間10：00～

19：00） 

【福岡】 

アクロス福岡 

7/10（土） 

16：00 

「ボレロ」（上野水香） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会／

公益財団法人アクロス福岡 

■共催：九州朝日放送 

●アクロス福岡チケットセン

ター 092-725-9112（10：00

～18：00）  

【前橋】 

昌賢学園まえば

しホール（前橋

市民文化会館） 

7/12（月） 

19：00 

「ボレロ」（柄本弾） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会 

■共催：公益財団法人前橋市まちづくり公

社 

●昌賢学園まえばしホール

（前橋市民文化会館） 027-

221-4321（火曜休館 受付時

間9：00～17：00） 

【富山】 

オーバード・ホ

ール 

7/13（火） 

19：00 

「ボレロ」（上野水香） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会／

公益財団法人富山市民文化事業団  

■共催：北日本放送 

●サンライズプロモーション

北陸 025-246-3939 （火〜

金12:00～16:00／土10:00〜

15:00) 

【京都】 

ロームシアター

京都 

7/14（水） 

19：00 

「ボレロ」（柄本弾） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会  

■共催：ロームシアター京都（公益財団法

人京都市音楽芸術文化振興財団）  

■協力：読売テレビ 

●キョードーインフォメーショ

ン 0570-200-888（平日・土

11:00～16:00） 

【岡山】 

岡山シンフォニ

ーホール 

7/15（木） 

19：00 

「ボレロ」（上野水香） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会 
●山陽放送企画事業部 

086-225-7300(10:00～17：00

平日のみ) 

【津】 

三重県文化会

館 

7/18（日） 

14：00 

「ボレロ」（上野水香） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会／

三重県文化会館（指定管理者：公益財団

法人三重県文化振興事業団） 

●三重県文化会館チケットカ

ウンター 059-233-1122（営

業時間 10:00～17:00／月曜

休館 ※月曜日が祝日の場

合は翌平日) 

【いわき】 

いわき芸術文化

交流館アリオス  

7/19（月） 

19：00 

「ボレロ」（柄本弾） 

「ギリシャの踊り」 

「パキータ」 

■主催：一般社団法人日本バレエ団連盟

／公益財団法人日本舞台芸術振興会／

株式会社福島中央テレビ  

■共催：いわき芸術文化交流館アリオス 

■後援：いわき市教育委員会／福島民報

社／福島民友新聞社／いわき民報社株

式会社／ラジオ福島／ふくしまFM／FMい

わき 

●アリオスチケットセンター 

0246-22-5800（受付時間

10:00～20:00 毎週火曜定

休） 

本公演は新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインを考慮し、細心の注意を払って開催するものです。今後のコロナ禍の影響

により公演の開催に変更が生じることもあります。ご来場前には必ず弊財団公式ホームページや弊財団からのご案内メール等で

ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

NBS 公式サイト（公演サイト）https://www.nbs.or.jp/stages/2021/hope/index.html 

東京バレエ団公式サイト https://thetokyoballet.com/    

https://www.nbs.or.jp/stages/2021/hope/index.html
https://thetokyoballet.com/


 

  東京バレエ団〈HOPE JAPAN 2021〉 

p. 3 

 

 

◆〈HOPE JAPAN 2021〉メインビジュアルについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈HOPE JAPAN〉のイメージロゴ及びイメージヴィジュアルは、アーテ

ィスト・デザイナー髙田賢三氏によるものです。髙田賢三氏は 2011 年の

東日本大震災の後、シルヴィ・ギエムが立ち上げた〈HOPE JAPAN〉公

演のためにこのヴィジュアルを提供されました。髙田氏は昨年 10 月に逝

去されましたが、今回の〈HOPE JAPAN 2021〉開催にあたり、“復興の

シンボル”として再び使用することを髙田氏の事務所にご快諾いただきま

した。 

 
 
 

◆上演作品解説 

 

「ボレロ」 Boléro 
音楽：モーリス・ラヴェル  

振付：モーリス・ベジャール  

 

装飾的な要素をいっさい排除し、

赤い円卓の上の“メロディ”と周囲を

とりかこむ“リズム”とがラヴェルの

音楽を大胆に象徴するこの作品は、

その簡潔さゆえに、踊り手によって

作品自体が形を変える。あるときは

美の女神とその媚態に惑わされる

男たちの繰り広げる“欲望の物語”、

あ る と き は 異 教 の 神 の 司 る “ 儀

式”......。聖と俗の間を自在に往き来し、踊り手の本質をさらけだすこの作品は、初演以来半世紀の間に、

多様な姿を見せてきた。 

演出もさまざまであり、初演の際は、“メロディ”の女性を取り巻いて“リズム”の男性たちが配された。

やがて男性の“メロディ”と女性の“リズム”、そして“メロディ”“リズム”ともに男性が踊る演出が生まれて

いる。 

 

 

髙田賢三(1939-2020) 

©MASARU MIZUSHIMA 

 

上野水香 柄本弾 
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「ギリシャの踊り」Danses Grecques  
音楽：ミキス・テオドラキス 振付：モーリス・ベジャール  

 

地中海に面した港町、マルセイユに生まれたモーリス・ベジャールは、古代より幾多の文明を育んで

きたこの母なる海に魅せられ、自らを“地中海人”と捉えると同時に、自作の中でもたびたびテーマとして

取り上げている。そのベジャールが地中海への憧憬ともいえる思いをストレートに託したのが、1982 年

にフランスのアルル闘技場で初演した「タラサ、われらの海(ギリシャの踊り)」である。 

万物を生み出した生命の源としての海の、ふくよかな存在を表わすような女性たちの群舞。その上に

広がる青い空ときらめく陽光、吹き渡る風を感じさせる、躍動的な裸体の若者たちの踊り。つぎつぎに繰

り広げられるダンスは、古代からそこに営まれてきた人間の生そのものをも高らかに謳う。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パキータ」Paquita 
※東京以外で上演 

 
音楽：レオン・ミンクス  

振付：マリウス・プティパ   

 

1846 年、パリで誕生したバレ

エ『パキータ』は、ジョセフ・

マジリエの振付、カルロッタ・グリジとリュシアン・プティパ（マリウス・プティパの兄）が主演したこ

とで知られるが、マリウス・プティパによる『パキータ』は翌 1847 年９月、彼のサンクトペテルブルク・

デビュー作として初演された。舞台はスペイン、フランス将校リュシアンはジプシーの少女パキータに

出会い、惹かれ合う。嫉妬による陰謀で毒酒を盛られたリュシアンがパキータの機転で救われると、リュ

シアンはパキータに求婚。実は彼女は貴族の娘であったことが判明し、二人はめでたく結ばれる。今回上

演する、ソリスト、群舞の見せ場がふんだんに散りばめられた終幕の結婚式の場面は、プティパがのちに

付け加えた場面で、しばしば抜粋で上演される人気演目として定着している。  

Stage photos: Kiyonori Hasegawa 
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「ボレロ」メロディ 

（東京 7/3、大阪、福岡、富山、岡山、津） 

「ボレロ」メロディ 

（東京 7/4、名古屋、岩国、前橋、京都、いわき） 

  

 

プリンシパル 
上野 水香（うえの みずか） 

 

1993年にローザンヌ国際バレエコンクールでスカラ

シップ賞を受賞後、モナコのプリンセス・グレース・ク

ラシック・ダンス・アカデミーに2年留学。2004年東

京バレエ団にプリンシパルとして入団。早々に「ドン・

キホーテ」、ベジャール「ボレロ」など大役を射止め

た。以後も「眠れる森の美女」「白鳥の湖」「ジゼル」

「ラ・バヤデール」「海賊」等の古典全幕に主演。ベジ

ャールの「第九交響曲」「ザ・カブキ」、プティ「アルル

の女」、ロビンズ「イン・ザ・ナイト」等でも活躍。長身

で柔軟な身体を生かした華麗な踊りでスターのオー

ラを放つ。 

 

プリンシパル 

柄本 弾 （つかもと だん） 

 

2008 年入団。2 年後、若くして「ラ・シルフィード」

「ザ・カブキ」で主役を射止める。力強さと華やかさ、

優れた演劇的感性を備え、「ロミオとジュリエット」（ノ

イマイヤー版）、「くるみ割り人形」「ドン・キホーテ」「眠

れる森の美女」「ジゼル」「ラ・バヤデール」「白鳥の湖」

「海賊」等の古典全幕、ベジャール作品では「ボレロ」

「ザ・カブキ」「第九交響曲」等に主演。他にプティ「ア

ルルの女」、ロビンズ「イン・ザ・ナイト」、勅使川原三郎

「雲のなごり」、ベジャール「M」等にも主要な役で出演

している。 

京バレエ団全国ツアー 〈HOPE JAPAN 2021〉～東日本大震災 10年／コロナ禍復興プロジェクト～ ※表記の配役は 2021 年 6 月 16 日現在の予定です。 

斎藤 友佳理 （さいとう ゆかり）  東京バレエ団芸術監督 

6歳よりバレエを始め、ロシアに短期留学を繰り返し、名教師に

師事。1987年東京バレエ団入団。詩情あふれる踊りとドラマテ

ィックな表現力で多くの名演を残す。ダンサーとして活躍する

他、ロシア国立舞踊大学院バレエマスターおよび教師科を首席

で卒業。2015年に東京バレエ団芸術監督に就任。以後、「イ

ン・ザ・ミドル・サムホワット・エレヴェイテッド」、「イン・ザ・ナイ

ト」、「アルルの女」、「小さな死」、ブルメイステル版「白鳥の湖」、

「海賊」、「くるみ割り人形」など、数々の作品のバレエ団初演を

成功に導き、高評を博している。芸術選奨文部科学大臣賞、第

27回服部智恵子賞、舞踊芸術賞、横浜文化賞、紫綬褒章など

受賞歴多数。 



柄本 弾 

つかもと だん - Dan Tsukamoto 

京都府京都市出身 184cm 

 

 5 歳よりバレエを始める。2008 年に東京バレエ団に入団。入団

からわずか 2 年後に『ラ・シルフィード』で主役を射止め、同年 4

月にはモーリス・ベジャール振付『ザ・カブキ』に若干 20 歳で主

演した。以後も古典から現代作品まで多数の作品で主役をつとめ、

2013 年にプリンシパル（最高位ダンサー）に昇進。昇進後の活躍

もめざましく、2015 年にはモーリス・ベジャール振付『ボレロ』メロディ役を初めて踊る。現在同

役を踊ることを許されている唯一の日本人男性ダンサーである。これまでに東京バレエ団の海外公

演でパリ・オペラ座、ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場をはじめとする欧州の名だたる歌劇

場で主役をつとめた。2016 年にはヴァージニア・アーツ・フェスティバルにゲスト出演するなど、

海外からも注目を集めている。 

2019 年から 2020 年にかけて NHK の『旅するゴガク』にレギュラー出演。また TAE ASHIDA に

よる 2021 年の SPRING SUMMER COLLECTION への出演など、近年はバレエ以外の分野にも活

動の幅を広げている。 

 

 

【おもなレパートリー】 

『白鳥の湖』のジークフリート王子、ブルメイステル版『白鳥の湖』のジークフリート王子（16 年、バレエ団初演）、

ロットバルト、『ジゼル』アルブレヒト、マラーホフ版『眠れる森の美女』デジレ王子、『くるみ割り人形』くるみ

割り王子、ドロッセルマイヤー、『ラ・シルフィード』ジェイムズ、マッジ『ドン・キホーテ』のバジル、エスパー

ダ、『ラ・バヤデール』のソロル、ベジャール『ボレロ』主役、『ザ・カブキ』の由良之助、師直、『火の鳥』のフェ

ニックス、『春の祭典』の二人のリーダー、『中国の不思議な役人』の無頼漢の首領、ジークフリート、ノイマイヤ

ー『スプリング・アンド・フォール』の主役、バランシン『テーマとヴァリエーション』エトワール、アシュトン

『真夏の夜の夢』オベロン、『タムタム』のパ・ド・ドゥ、『エチュード』エトワール、『白の組曲』テーム・ヴァリ

エ、アダージュなど 

 

【バレエ団初演作品】 

『ライモンダ』（第３幕より）の主役（18 年）、『第九交響曲』（14 年）、ノイマイヤー『ロミオとジュリエット』ロ

ミオ（14 年）、キリアン『小さな死』（17 年）、ロビンズ『イン・ザ・ナイト』（17 年）、プティ『アルルの女』フレ

デリ（17 年）、エック版『カルメン』のエスカミリオ（13 年）、フォーサイス『イン・ザ・ミドル・サムホワット・

エレヴェイテッド』（15 年）、『海賊』コンラッド（19 年）、勅使川原三郎振付 新作世界初演『雲のなごり』（19 年）

などがある。 

 


