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アンドリュー・エルフィンストン　　　陳　　秀介　　　伊藤　大地　　　和田健太郎
西川　　慶　　　田中　　惇
𠮷岡ちとせ　　　藤川　雅子　　　池田　梨菜　　　朝野　菫子　　　榊原　奈美
北野　優香　　　前野　詩織　　　酒井　美穂　　　佐々木朝彩　　　東本　深月
藤井くるみ　　　髙橋　　萌　　　仁井田陽菜　　　平古場菜穂　　　相原　清花
川端　彩日　　　冨山なつ美　　　濵田　陽菜　　　山田　実侑　　　上田　夕花
髙田　季歩　　　森脇　涼日　　　堤　　彩衣　　　角川明日香　　　金子　愛理
中口亜紗花　　　二瓶　愛美　　　今居　美咲　　　川上明日那　　　庄野　陽花
松本陽菜乃　　　水野　みく　　　上森　千紗　　　梅本　ゆら　　　神田里穂奈
坂口　舞華　　　眞田　　遥　　　橋本　七海　　　廣嶋　梨月　　　堀　亜里沙
美濃原　咲　　　山下　萌絵
髙橋　弘典　　　鷲尾　佳凛　　　福島　元哉　　　菊岡　優舞　　　稲垣　真汐
𠮷岡　遊歩　　　松原　魁星　　　林田　　陸　　　田中　　元　　　妹尾　充人
林　さくら　　　五十嵐慎翔　　　岸　　言和　　　寺田　弦介　　　佐藤　生織

出演者

■一般社団法人 京都バレエ団
　 京都バレエ専門学校内 TEL 075-701-6026  FAX 075-712-8303 
　 http://www.kyoto-ballet-academy.com/　E-mail：attend@kyoto-ballet-academy.com
　（平日・土10：00～17：00　休／日・祝）〒606-8267 京都市左京区北白川西町73 

■ロームシアター京都チケットカウンター  TEL 075-746-3201
　（10：00～19：00／年中無休　※臨時休館日を除く）

■e+ イープラス ［PC／携帯］https：//eplus.jp　［直接購入］ファミリーマート

チケットお申し込み・お問い合わせ
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細見美術館

鳥取県生まれ。東京学芸大学音楽科卒業、同大学院修了。
2003年から来日オペラ団体の公演に制作助手として携わり、ミ
ラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場、東
京のオペラの森などで小澤征爾、ズービン・メータのアシスタントを
務める。2004年、江戸開府400年記念東京文化会館事業「あ
さくさ天使」に副指揮者として参加。2007年11月、Ｋバレエカン
パニー『白鳥の湖』公演でデビュー。以降、Ｋバレエカンパニーの
多くの公演を指揮するほか、国内外のバレエ公演を指揮。2018
年4月にはNHK『バレエの饗宴』で指揮を務めている。現在、Ｋバ
レエカンパニー音楽監督、シアターオーケストラトーキョー音楽監
督、エリザベト音楽大学講師、桐朋学園大学特任講師。

井田　勝大
Katsuhiro Ida

藤川　雅子
Masako Fujikawa
京都バレエ団

（京都バレエ専門課程27期生）

幼少よりバレエを始める。有馬えり子、工藤大貮、
Michael Denard、Simona Nojaらに師事。
1998年　埼玉全国舞踊コンクール奨励賞受賞
2000年　板橋区洋舞コンクール最優秀グランプリ

受賞
2000年～2002年　日仏舞踊センターに留学
2001年　パリ国際コンクールセミファイナリスト、フ

ランス・カン国際コンクール2位受賞
2002年　フランス・カルポー賞国際コンクール1位

受賞
2004年　京都バレエ専門学校卒業
2006年　平成18年度文化庁新進芸術家海外留

学制度研修員に選出されハンガリー、ドイ
ツ、 ウィーンにて研修の後海外にても
様々なパフォーマンスに抜擢される。
京都バレエ団公演にて、パリ・オペラ座
カール・パケットと主役共演多数。

2019年　11月4日全京都洋舞協議会60周年記
念公演にて石井潤振付「カルミナ・ブ
ラーナ」の〝運命〞を踊り高い評価を受け
る。現在京都バレエ専門学校教師、京都
バレエ団にて活躍。多くの主役を踊る。

鷲尾　佳凛
Karin Washio
京都バレエ団

（有馬バレエ エトワール科卒業）

8歳より有馬バレエでバレエを始める。有馬えり子、髙橋弘典
らに師事。
2012年　ジャパングランプリでリスボン国立コンセルバトワー

ルスカラシップを受賞。
2013年　リスボン国立コンセルバトワールに留学。

ミハエルザビアロフ、ペドロカルネイロらに師事。
2014年　ベルリン国際コンクールTanzolympで銀賞受賞。

同年ニーナアナニアシヴィリが監督を務めるジョー
ジア国立バレエ団に入団。
ニーナアナニアシヴィリ、アナトリクチェルク、アンド
レイバタロフらに師事。
入団後はソリストとして「くるみ割り人形」王子、「眠
れる森の美女」青い鳥、「白鳥の湖」パドトロワを始
め多くのバレエ作品で主役、ソリストを務めた他イ
リキリアン振付の「Petite mort」、「Sarabande」
やメディワレルスキ振付の「Petite ceremony」な
どコンテンポラリー作品も多く踊る。
芸術監督ニーナアナニアシヴィリとは薔薇の精で
共演した他、モスクワボリショイ劇場、東京文化会
館、ベラルーシボリショイ劇場などでの同人のガラ
公演でソリストとして踊る。

2016年　読売テレビ「グッと！地球便」に出演。
2018年　京都バレエ団公演ラコット版「パキータ」2幕主役

を踊る。
2019年　京都バレエ団公演「ジゼル」でヒラリオンを踊る。
2020年　ジョージア国立バレエ団を退団し京都バレエ団に

拠点を移す。

日本唯一の自治体直営オーケストラとして1956年創立。楽器講
習会や音楽鑑賞教室、福祉施設への訪問演奏等にも積極的に
取り組み、2007年「第25回京都府文化賞特別功労賞」「京都
創造者大賞2007」受賞。2008年４月第12代常任指揮者に広
上淳一が就任。2014年４月からは常任指揮者兼ミュージック・ア
ドヴァイザーに広上淳一、常任首席客演指揮者に高関健、常任
客演指揮者に下野竜也が就任。2010～13年広上淳一指揮の
定期演奏会ライブ録音CD「名曲ライブシリーズ」を３枚リリース。
2015年「第27回ミュージック・ペンクラブ音楽賞」及び広上淳一
と京響で「第46回サントリー音楽賞」受賞。2015年６月、広上淳
一の指揮のもと、18年ぶりのヨーロッパ公演をプルゼニ（チェ
コ）、ケルン（ドイツ）、アムステルダム（オランダ）、フィレンツェ（イタ
リア）の４都市で開催して成功を収め、2016年には創立60周年
という節目を迎えて、名実ともに文化芸術都市・京都にふさわしい
「世界に誇れるオーケストラ」を目指して更なる前進を図っている。
オフィシャル・ホームページ http：//www.kyoto-symphony.jp/

演 奏

京都市交響楽団
Kyoto Symphony Orchestra 

ⒸAyumu Gombi



お申込みは、FAX、メール、お電話にて承ります。【FAX：075-712-8303】 
 

 
 

有馬龍子記念 京都バレエ団 「白鳥の湖」全幕 

※下記必要事項に正確にご記入ください。                    記入日：   月   日  

フリガナ  

お名前(漢字)  

チケット送付先 (□は☑を付けてください。) □自宅   □会社   □その他(         ) 

住所 
〒                                

 

電話･携帯番号  FAX 番号  

E-mail 
※ブロック体にて 

  お願い致します。 

                        
 

※いずれかに○を付けてください。→ 今後も京都バレエ団よりの DM を【 希望する ・ 希望しない 】 

 

チケット券種 枚数 金額 備考欄 

S 10,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 

 
A 8,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 

B 6,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 

C 4,000 円(税込) ×    枚 ＝        円 

合計        枚 円 + 送料 500 円 

支払金額  円 

 

 

□ファックスの場合 

申込書をファックスください。 

公演事務局より受付確認書をファックス致します。 

(座席をお選びになりたいお客様は、お申込み後お電話ください。) 

□京都バレエ専門学校ホームページお問合せフォーム(メール)、電話でお申込みの場合 

 上記お申込み内容をお知らせください。 

 ※メールの場合、公演事務局より受付確認内容をメール致します。 

※【attend@kyoto-ballet-academy.com】こちらのメールアドレスよりご返信致します。アドレスの指定受信設定をして

ください。 

(座席をお選びになりたいお客様は、お申込み後お電話ください。) 

確認書記載のゆうちょ銀行口座にチケット代金と送料 500 円を合わせてお振込みください。 

※手数料は、ご負担くださいますようお願い申し上げます。 ※クレジットカード決済は行っておりません。 

代金確認後にチケットを発送いたします。 

 

 

 

 
 

 

【重要事項】 

・膝上入場はお断りいたしております。・３歳以上入場可能ですが、チケットが必要となります。・２歳以下は入場不可です。但し

親子室内であれば２歳以下も入場可能です。・病気、怪我等、やむを得ない事情により出演は変更となる場合があります。最終的な

出演者は当日発表とさせていただきます。・公演中止の場合を除き、キャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、券種の変更はお

受けできません。・公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいたしかねます。・会場整理の都合上、病気やけが・障がいに

よりお身体の不自由なお客様のお席へのご案内が前後する場合がございます。お客様の安全を第一に考え、会場内をスムーズに行

き来できるよう心掛けますので、何卒ご了承くださいませ。・演出上開演後の入場は制限させていただく場合があります。・館内で

の写真撮影・録音・録画・携帯電話等の使用は、固くお断りいたします。 

チケット購入申込書 

※北海道・沖縄県については、 

さらに別途料金が必要となります。 

＊お問い合わせ＊ 

一般社団法人 京都バレエ団・京都バレエ専門学校 北白川スタジオ 

〒606‐8267 京都市左京区北白川西町 73 TEL(075)701‐6026 FAX(075)712‐8303 

E-mail:attend@kyoto-ballet-academy.com URL:http://www.kyoto-ballet-academy.com/ 

～申込からチケット発送までの流れ～ 

http://www.kyoto-ballet-academy.com/
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