平成23年度(第66回）文化庁芸術祭参加公演

芸術文化振興基金助成事業

平富恵スペイン舞踊公演

2011年11月9日（水）
18:30 開場 19:00 開演
［場所］

草月ホール

港区赤坂7-2-21 草月会館内（B1階）

TEL：03-3408-9113
［料金］

Ｓ席：9,000円 Ａ席7,500円 ジュニア席3,000円
（3F）

＊ジュニア席は、小学生・中学生と同伴者の大人1名まで
（詳細はお問合せください）

［出演者］
平

富恵 ルイス・オルテガ

フェルナンド・アルファロ、奥濱春彦、秦 史乃、河原 朋子
平富恵スペイン舞踊団
カリダ・ベガ、ミゲル・デ・バダホス、ミゲル・リナレス、今田 央

［チケットお申込み・お問合せ］

（有）
マジェスティック
〒115-0055 東京都北区赤羽西4-21-22
TEL.03(3905)7900
Email: info@girasolflamenco.com
webサイト：www.girasolflamenco.com

後援：スペイン大使館 Embajada de España

協賛：江崎グリコ株式会社

平成23年度(第66回）文化庁芸術祭参加公演

芸術文化振興基金助成事業

平富恵スペイン舞踊公演

2011年11月9日（水）
18:30 開場 19:00 開演
草月ホール
今秋“El Sueño”シリーズの決定版

フェルナンド・アルファロ

［バイレ・パーカッション］
フラメンコ、スペイン舞踊全般を
踊りこなす。アントニオ・マルケ
ス、
アイーダ・ゴメス、
ラファエル・
アギラール他の名門舞踊団に
て活動の後、現在ルイス・オル
テガ舞踊団の第一舞踊手とし
て活躍。カルロス・サウラ監督の
映画出演やスペイン国外での
教授活動など活躍の場を広げ、
今後が最も期待されている若手
舞踊家の一人。

として、フラメンコとクラシコ・エスパ
ニョール、モデルノをベースにした “El
SueñoⅢ”公演を開催いたします。
今回ゲストに、昨年共演し好評を
頂きましたスペイン国立バレエ団のゲ
ストプリンシパルであるルイス・オルテ

Fernando
Alfaro

ガと、今回新たに気鋭の若手舞踊家
フェルナンド・アルファロを迎えます。
さらに、映像クリエーターの奥秀太
郎を招き、最新メディアを駆使した斬
新な映像と現代の生き生きとしたフラ
メンコそしてスペイン舞踊とのコラボ
レーションに挑戦いたします。より洗
練され磨かれた夢溢れるステージにご
期 待ください。

平

富恵

奥秀太郎（おくしゅうたろう）
［映像作家］
映像作家、映画監督として活躍。舞台
は1996年より東宝、NODA・MAP、宝
塚歌劇団等に映像プランナーとして参
加。主な参加作品に、東宝ミュージカル
「エリザベート」
「
、MOZART！」
、NODA・
MAP「南へ」
、宝塚歌劇団「カサブラン
カ」
等。映画監督として
「壊音」
「
、カインの
末裔」
(ベルリン国際映画祭正式出品)、
「USB」
等。演出家として
「黒猫」
（'08読売
演劇大賞優秀スタッフ賞受賞)、
「キミド
リ」
「サウス オブ ヘブン」
等、映像を駆使
したステージで話題をよんでいる。

Luis
Ortega
ルイス・オルテガ［バイレ］
セビリア出身。
スペイン国立バレエ団のゲストプリンシパルとして活躍。
現在では、
長身を生かしたダイナミックな踊りでサラ・バラス舞踊団にて主演を務め、世界
中のツアーにて多くのファンを魅了する。また振付や演出においても類まれなる
才能を発揮する実力派男性舞踊手。本年には、自身のカンパニーを率いてロー
マ法王来西記念の特別公演においてプロデュースそして出演を予定している。

Caridad
Vega
カリダ・ベガ

［カンテ］

Miguel de
Badajoz

Miguel
Linares

Syutaro
Oku

Hiroshi
Imada

Haruhiko
Okuhama

ミゲル・デ・
ミゲル・リナレス 今田 央
バダホス［カンテ］［ギター］
［ギター］

奥濱 春彦

［バイレ］

Fumino
Hata
秦 史乃

［バイレ］

Tomoko
Gohara
河原 朋子

［バイレ］

◎平富恵スペイン舞踊団［バイレ］

Yoshie
Taira

【構成・演出・振付】平 富恵
【振
付】ルイス・オルテガ フェルナンド・アルファロ
【舞 台 監 督】渡辺 真二郎（株式会社ザ・スタッフ）
【音
響】黒崎 雅宏（有限会社ゴーオン）
【照
明】日下 靖順（株式会社アート・ステージライティング・グループ）

川島 あい

菊池 和緒子 今野 和美

水谷 美和

【映像プランナー】奥 秀太郎（株式会社NEGA）
【デ ザ イ ン】佐藤 多加志（有限会社デザインサルト）
【写 真 撮 影】スタッフ・テス
【後
援】スペイン大使館、社団法人現代舞踊協会
【協
賛】江崎グリコ株式会社

青 山 通 り（ 2 4 6 ）

草月会館
B1階 草月ホール

●東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営大江戸線

青山一丁目駅4番出口より徒歩5分。
赤坂見附駅 A出口より徒歩10分。

●東京メトロ銀座線・丸の内線

（有）
マジェスティック 〒115-0055 東京都北区赤羽西4-21-22 TEL.03（3905）7900
Ｓ席：9,000円 Ａ席7,500円 ジュニア席3,000円
Email : info@girasolflamenco.com web : www.girasolflamenco.com ［料金］
振込口座 ： 三菱東京UFJ銀行 赤羽駅前支店 普通 1602137 ユウゲンガイシャ マジェスティック

東京メトロ
赤坂見附駅

虎屋

カナダ大使館

「香りのルウ」の中に
「コクのペースト」
を封じ込めた、
2層のカレールウ。
「コク」
と
「香り」が融合した、
こだわりの味わいです。

赤坂御用地

A 出口

当日ご来場いただきましたお客様に、
コクと香りの2層ルウ「ZEPPIN」
を
プレゼントいたします。

赤坂郵便局

チケットお申込み
・お問合せ先

神谷 雅子

4 番出口

1988年小松原庸子スペイン舞踊研究所に入門。以来
国内外公演に多数出演。1997年スペイン留学。帰国
後、人気歌手のMPVやＴＶＣＭ・ラジオ出演など多方面
で活躍。ʼ02年スペイン舞踊振興マルワ財団主催第1回
ＣＡＦフラメンココンクール優勝。ʼ03年本場スペイン第
43回カンテ・デ・ラス・ミナス国際フェスティバルのコン
クールにおいて、日本人初のセミファイナル進出。審査
委員特別賞受賞。2006年小松原庸子スペイン舞踊団
より独立し、現在は他ジャンルのアーティストとのコラボ
レーション、自身の舞踊団を率いての公演活動にも積
極的に取組んでいる。2010年“El SueñoⅡ”公演にて、
平成22年度（第65回）
文化庁芸術祭新人賞を受賞。

稲葉 由希子 平尾 華子

東京メトロ
青山一丁目駅

平 富恵（たいら よしえ）
［バイレ］

山田 美貴子 吉井 弘実

