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川崎麻衣

尼嬌●総合文化センター 総合受付

〒6600881兵庫県尼崎市昭和通2丁 ロワ16 TEL 06 6487 0810

スタッフ

0芸術監督 演口1振付―貞松正一郎
●演出=真松 融/浜日蓉子
0振付助手=長尾良子/小西康子
0構成―小西rt美/ド 1中みずき
0バンエマスター‐堤 悠輔
◆バンエミストレス・・ L村未香
◆音楽クラン‐江原功
0舞台美術デザイン=it村 周作
0大道具―湊謙―(あいま′ランエング)

浦野正行く(●〉アーカスティックネイント,

日里チ早苗(1本ステージ(株))

◆照明プラン=柳原常夫((■ ,ライl● ン/セ ノン)

◆照明助手=加藤美奈子(くな)ラィティンれ アン)

◆衣裳スタラフ‐堀部寓子/松良朋子
●衣I製作―林なつ
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助成 :平成31年度文化庁文化芸術振興費補助金 (舞台芸術創造活動活性化事業)

独立行政法人日本芸術文化振興会 第13回アルカイック定期公演

貞松・浜田バ レエ団公演

《ロミオとジュリエッD
全 3幕

美 しいプロコフィエフの名曲による、シェイクスピア原作の悲劇の恋

■原作 :W・ シェイクスピア ■音楽 :S・ プロコフィエフ ■演出・振付 :貞松正一郎

日 時 :2019年 9月 29日 (日 )午後 3時 30分開演

会 場 :あ ましんアルカイックホール

(阪神尼崎駅下車 北東徒歩約 5分 )

指 揮 :江原 功   演 奏 :びわ湖の風オーケス トラ

料 金 :SS席 ¥7,000/S席 ¥6,000/A席 ¥5,000/B席 ¥4,000
C席 ¥2,000(全席指定)

《みどころ。ききどころ》
2016年初演時に好評を博 した美術・ 衣裳・ デザイン ニ村周作、衣裳製作 林なつ子 。工房い―

ち、指揮 江原 功、演奏 びわ湖の風オーケス トラによる生演奏で、S・ プロコフィエフの名曲と

共にお贈りいたします。

もう一度観たいという声が多く寄せられ、再演にあたり、細部に手を加え、心理描写がより解

りやす くなるように、更なる熟成した舞台をお届けいたします。

バレエ団総出演による「愛と死」がテーマのシエイクスピア原作「ロミオとジユリエツト」を

是非ご覧下さい。

・8・・◆‐●‐・8・・◆‐0‐ ●‐◆・争・0-0‐・8・・◆・0・ やや・8・
‐・0・

―・8・
―●‐゙ ◆̈‐・8・・●‐・8・

―|卜●‐・0・
‐・8・・●‐0・・8・

‐・8・
‐・8・・0‐・0・

-0・や‐゙・0‐・8・
‐゙・◆

ジュリエット :川崎 麻衣

マキユーシオ :末原 雅広
(ソウダバレIスクール)

ティボル ト :武藤 天華

ロミオ :水城 卓載

ベンヴォーリオ :幸村 恢麟

パリス :大門  智
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後援 :兵庫県/(―社)日本パレエ団連盟

(公財)兵庫県芸術文化協会

(―財)兵庫県学校厚生会/神戸新聞社

サンテレビジョン/兵庫県洋舞家協会

主催 :(―社)貞松・浜田バレエ団

(公財)尼崎市文化振興財団

(―社)貞松・浜田バ レエ団 B
貞松 融/浜田蓉子/貞松正一郎/堤
バレエ団―同


