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11月 1日（金）
11月 2日（土）草月ホール
18:30 開場 19:00 開演

17:00 開場 17:30 開演

S席：9,000 円 A席：7,500 円

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-2-21 03-3408-9113

［チケットご予約・お問合せ］
（有）
マジェスティック TEL&FAX 03-3905-7900（月〜木 10：00 〜 17：00 ）
Email: info@girasolflamenco.com
後援：

スペイン大使館

webサイト：www.girasolflamenco.com Facebook：facebook.com/GirasolFlamencoStudio

一般社団法人 現代舞踊協会

一般社団法人日本フラメンコ協会

CDAJ / Contemporary Dance Association of Japan

インスティトゥト・セルバンテス東京

協賛：江崎グリコ株式会社 POWER PRODUCTION

協力：

公益財団法人スペイン舞踊振興MARUWA財団
スペインクラブ・グループ
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令和元年度
（第74回）文化庁芸術祭参加公演
たいら よし

え

平富恵スペイン舞踊
30 周年記念公演

ザ・クラシコ

〜

フラメンコの礎、
〜
スペインのエレガンス

平富恵スペイン舞踊 30 周年の記念は、
スペインのクラ
シック音楽で踊るスペイン舞踊の決定版！スペインを代表す
る作曲家サラサーテとファリャにフォーカスした、
エレガンス
と情熱の舞台です。
とは、
「クラシックの /
公演タイトル の『Clásíco クラシコ』
古典の / 伝統的な」
という意味のスペイン語。 古典には、
時の試練に耐えた“ 本質 ”が備わっています。
自身のスペイ
ン舞踊 30 年を振返り、“いま”この古典に真正面から取組
みたいと考えました。
そして、作品の独自性とユニバーサル性
を表すため、Clásícoというスペイン語にあえて英語の定冠
詞 The を組合わせました。
クラシコ・
スペイン舞踊には、4 つのジャンルがあります。
エスパニョール、
ボレラ、
ホタ、
フラメンコ。
その中のクラシコ・
エスパニョールは、歴史的に古く、主にスペインクラシック音
楽で踊られる型の美しい踊りで、
フラメンコ舞踊に多大なる
影響を与え、
その礎となりました。近年それは、
モダンな発展
を遂げ、
スペイン国立バレエ団の来日等で、
日本でも多くの
ファンを獲得しています。

ヘスス・ペローナ［踊り］

永田 健［踊り］

巨匠カルロス・サウラ作品に抜
擢、複数のカンパニーで世界ツ
アー出演。ヘレスフェスティバル
で振付/演出にも才能を発揮。

アントニオ・アロンソ舞踊学校出
身。ANIF奨励賞、エルスール
財団賞受賞。映像作品「恋フ
ラ」制作等に力を注ぐ。

ラ・
トゥリニ［歌手］

アントニオ・レイ
［ギター］

ジャズ、ラテン、スウィング、フラ
メンコ、クラシック等 幅 広く活
躍。ミュージカルもヒットし、欧州
や北米南米でも多くのファンを
獲得。

現在スペインを代表するトップギ
タリスト。コルドバ、ラ・ウニオン
等6大コンクール全て優勝。ゲ
ストとして世界各国に招かれ演
奏を展開。

原点回帰−自身のスペイン舞踊集大成として、今回は 4
ジャンルの全要素を駆使し、現代的新解釈を加え上演しま
す。
スペインクラシック音楽の素晴らしさとともに、
フラメンコ
ファンはもちろん、踊りと音楽を愛する全ての方にお届けする
渾身の舞台！どうぞご期待ください。
スペインからは、注目の実力派舞踊家ヘスス・ペローナ
を迎え、
また現代フラメンコギターの最高峰アントニオ・レイ
がスペインクラシック音楽に挑戦、昨年好評を博した歌姫
ラ・トゥリニの再来日も実現。
そして、国内からも素晴らしい
アーティストが集結し、平富恵スペイン舞踊団と共に珠玉の
舞台をお贈りします。

平 富恵（たいら よしえ）
［踊り］
小松原庸子スペイン舞踊団出身。スペイン舞踊全般を学
ぶ。NHK教育等TVやグリコCMで活躍。第1回 CAFフラ
メンココンクール優勝。第43回カンテ・デ・ラス・ミナス国際
コンクール準決勝進出（日本人初）
。10年「エル・スェニョⅡ」
にて芸術祭賞受賞。
「RyojinHisho」
「Hokusai Flamenco
Fantasy」にて、河上鈴子スペイン舞踊賞受賞。
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柴田 亮太郎［ギター］

95年よりスペインに5年間留
学。
スペイン各地で演奏活
動をし帰国後、数々の公演
やレコーディングにて演奏、
楽曲提供を行う。

容 昌［パーカッション］

米、バークリー音 楽 大 学 卒
業 。O u t s t a n d i n g
Percussionist Award受賞。
帰国後CM、劇団四季、ギタ
リスト沖仁ツアー等で活躍。

植村 太郎［ヴァイオリン］

第74回日本音楽コンクール
第1位。受賞歴多数。東京
藝術大学准教授、芸大フィ
ル・ソロコンマス、名古屋フィ
ル客演コンサートマスター。
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瀬崎 明日香［ヴァイオリン］ 平井 美羽［ヴァイオリン］

東 京 藝 術 大 学 首 席 卒 業。
第64回日本音楽コンクール、
トリエステ国際コンクール等
最高位多数受賞。読響、ミュ
ンヘン放送響他多数共演。

第26回全日本ジュニア音
楽コンクール全国第1位。
入賞歴多数。第13回リピン
スキ・ヴィエニャフスキ国際
コンクールセミファイナリスト。

中村 潤［チェロ］

末松 茂敏［ピアノ］

東京芸術大学卒業。同大 東京芸術大学卒業。同大
学院修士課程修了。室内 学院修士課程修了。ハン
楽、オーケストラ等多数出 ブルグ音楽大学卒業。コ
演。現在バッハ協会管弦 ンクール審 査員。フェリス
楽団首席奏者。
女学院大学講師。

■平 富恵スペイン舞踊団

佐渡 靖子［踊り］

秦 史乃［踊り］

舞台経験多数、スペイン舞踊全
般をレパートリーとし、昨年10周
年を迎える。主要メンバー 稲葉
由希子、菊池和緒子、平尾華
子、能重葉山に続く若手団員た
ちは、日々平富恵の厳しい指導
のもと研鑽を重ねている。
稲葉 由希子

菊池 和緒子

13年スペインヘレスフェス 小松原庸子スペイン舞踊
ティバル参加。ANIF新人 団出身。平富恵スペイン舞
公演奨励賞受賞。
踊研究所講師。オーケスト
ラとの共演などで活躍。

小黒 瑞紀

秋山 千草

榎本 祐子

遊佐 しのぶ

東京メトロ
青山一丁目駅

東京メトロ
赤坂見附駅

草月会館
B1階 草月ホール

A出口

監物 栞

虎屋

田中 英恵

青 山 通 り（ 2 4 6 ）
カナダ大使館

縣 奈都

赤坂御用地

赤坂郵便局

4番出口

当日ご来場の
お客様に、
グリコ商品を
進呈いたします。

浅賀 夏希

能重 葉山

■スタッフ
瀬戸雅美（アテネ・ミュージック＆アーツ）
［舞台監督］伊藤郷生（株式会社ザ・スタッフ）
［構成・演出・振付］
平富恵
響］甲谷享嗣（東京音研）
［企画制作］
（有）
マジェスティック ［音
明］
山本英明（有限会社劇光社）
［協
力］佐藤とし子（TM企画） ［照

チケットお申込み・お問合せ先

（有）
マジェスティック TEL&FAX.03-3905-7900
（月〜木 10:00〜17:00）
Email : info@girasolﬂamenco.com
web : www.girasolﬂamenco.com
［料金］
Ｓ席 : 9,000円 Ａ席 : 7,500円
振込口座 ： 三菱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

平尾 華子

●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。●東京メトロ銀座線・丸の内線／赤坂見附駅 A出口より徒歩10分。

