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Dance Base Yokohama 
広報　田中希

イスラエル・ガルバン『春の祭典』出演者がついに入国！ 
神奈川公演チケットを、5月31日(月)10時より発売 
～横浜市内在住、在学の18歳以下の学生・子供無料ご招待の受付も開始～ 

Dance Base Yokohama (DaBY) は、イスラエル・ガルバン『春の祭典』神奈川公演を2021年6月18日(金)・
19日(土)・20日(日)に、KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉にて開催します。 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により来日公演の開催が困難な中、イスラエル・ガルバン・カンパニー
の5名が昨日5月30日(日)に無事入国しました。 

そして、本日5月31日(月)10時より、『春の祭典』神奈川公演のチケットを発売しました。ご好評につき、
販売開始後約3時間で、『SOLO』先行予約付きSS席 (『SOLO』自由席 +『春の祭典』SS席）は完売となり
ました。尚、6月23日(水)・24日(木)に愛知県芸術劇場で行われる『春の祭典』愛知公演のチケットも現在
販売中です。 

また、6月19日(土)・20日(日)14時からの公演では、横浜市内在住、在学の18歳以下の学生及びお子様を対
象に、3階の一部の席へ無料ご招待を行います。詳細はこちら（https://dancebase.yokohama/main/wp-
content/uploads/2021/05/INFORMATION-20210531.pdf）をご覧ください。 
本日5月31日(月)10時より、こちら（https://forms.gle/J5u6kBnMc2tEoPX36）にて受付を開始しています。 

DaBYでは、神奈川公演初日までの18日間で、より多くの方に情報をお伝えするため、Twitterを始めとした
DaBYのSNSでは本公演に関する情報をハッシュタグ「#奇跡の来日」をつけて発信しています。 
イスラエル・ガルバン『春の祭典』及び『SOLO』公演情報の詳細は、こちら（https://danceconcert.jp/）
よりご確認ください。 

https://dancebase.yokohama/main/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATION-20210531.pdf
https://dancebase.yokohama/main/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATION-20210531.pdf
https://forms.gle/J5u6kBnMc2tEoPX36
https://danceconcert.jp/
https://dancebase.yokohama/main/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATION-20210531.pdf
https://dancebase.yokohama/main/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATION-20210531.pdf
https://forms.gle/J5u6kBnMc2tEoPX36
https://danceconcert.jp/


2021.5.31

イスラエル・ガルバン『春の祭典』神奈川公演概要

公演名 イスラエル・ガルバン『春の祭典』神奈川公演

開催日時
2021年6月18日(金)　18:30開演 (17:45開場) 
　　　 6月19日(土)　14:00開演 (13:15開場) 
　　　 6月20日(日)　14:00開演 (13:15開場)

音楽構成
Le Sacre du Printemps 作曲：イーゴリ・ストラヴィンスキー 
Piano Distance 作曲：武満徹 
Ballade 作曲：増田達斗

上演時間 約70分

初演 2019年11月 Théâtre Vidy-Lausanne スイス、ローザンヌ

会場 KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉　神奈川県横浜市中区山下町281

主催 Dance Base Yokohama

共催 KAAT神奈川芸術劇場

後援 スペイン大使館、横浜アーツフェスティバル実行委員会、横浜市教育委員会

チケット発売

一般発売：2021年5月31日 (月) 10:00～  
　・SS席～B席 
　　チケットかながわ（https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/) 
　　0570-015-415(10:00～18:00) 
　　※KAme会員の方のみ購入いただけます。 
　　KAAT神奈川芸術劇場 2階窓口 
　　チケットぴあ（https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2111875） 
　　イープラス（https://eplus.jp/sf/detail/3400790001） 
 

　・『SOLO』先行予約付きSS席 (『SOLO』自由席 +『春の祭典』SS席) 
　　DaBY Peatix (https://galvan2021-set.peatix.com/)

チケット金額

一般　   SS席8,000円　S席7,000円　A席5,000円　B席3,000円  
U25　    一般の半額 (公演日に25歳以下対象　※要証明書) 
『SOLO』先行予約付きSS席 (『SOLO』自由席 +『春の祭典』SS席) 13,000円 
車椅子席 4,000円 
※U25、車椅子席は、チケットかながわのみの取り扱いです。  
※客席は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み決定いたします。 
 

横浜市内在住・在学の18歳以下の学生、お子様を対象にした無料ご招待あ
り。 
詳細：https://dancebase.yokohama/main/wp-content/uploads/
2021/05/INFORMATION-20210531.pdf 
申込：https://forms.gle/J5u6kBnMc2tEoPX36

ツアー情報
愛知公演　6月23日(水)・24日(木)　　 
会場｜愛知県芸術劇場コンサートホール 
※チケット販売中
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イスラエル・ガルバン『SOLO』公演概要

公演名 イスラエル・ガルバン『SOLO』

開催日時
2021年6月28日(月)  18:30 
　　　 6月29日(火)  18:30

上演時間 約45分 (休憩なし)

初演 2007年

会場
横浜市役所アトリウム　神奈川県横浜市中区本町6-50-10 
※会場は市役所内の公共スペースです。上演中にも、館内アナウンスや一般の施設
利用のお客様の往来がございます。予めご了承ください。

主催 Dance Base Yokohama

後援 スペイン大使館、横浜アーツフェスティバル実行委員会

チケット発売

先行発売：2021年5月31日 (月) 10:00～　　※ご好評につき完売しました 
　『SOLO』先行予約付きSS席 (『SOLO』自由席 +『春の祭典』SS席) 
　DaBY Peatix (https://galvan2021-set.peatix.com/) 

一般発売：2021年6月1日(火) 10:00～ 
　『SOLO』自由席 5,000円 
　DaBY Peatix (https://galvan2021-single.peatix.com/)

©Luis Castilla

関連情報

イスラエル・ガルバン (ダンサー / 振付家)  
スペイン・セビリア生まれ。複雑でスピーディなフットワーク、卓越したリズム感、フ
ラメンコの新たな世界を切り拓く独創性で知られている。著名な舞踊家の両親よりフラ
メンコを学び、幼い頃より舞台に立つ。1994年マリオ・マヤ率いるアンダルーサ・ダン
ス・カンパニーに入団、「天才」「革命児」「アバンギャルド」等の賞賛を欲しいまま
にする。1998年、自身のカンパニーを創立し、既成概念を覆す革新的な作品を次々発
表。スペイン国内で多数受賞のほか、2012年ベッシー賞 (米国) 、2016 年第16回英国イ
ンターナショナル・ダンス・アワードの特別賞 (Special Award for Exceptional Artistry) 
を受賞。パリ市立劇場 (Théâtre de la ville de Paris) のアソシエイト・アーティスト。
近年では、『SOLO』『FLA.CO.MEN』をあいちトリエンナーレ2016で上演、2018年に
は『黄金時代』で再来日し、話題となった。

出演者プロフィール

ワークショップ
6月26日(土)・27日(日)  ※全3回。詳細は近日中にウェブサイトで発表します。 
会場｜Dance Base Yokohama

https://galvan2021-set.peatix.com/
https://galvan2021-single.peatix.com/
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Dance Base Yokohama 
広報　田中希

プロフェッショナルなダンス環境の整備およびダンスに関連するあらゆるクリエイター育成に特化した事業を企画・運営する
ダンスハウス。アーティスティックディレクターを唐津絵理 (愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサー) が務め、複合芸
術であるダンスの発展のため、振付家やダンサーといったアーティストのみならず、音楽家、美術作家、映像作家、照明デザ
イナー、音響デザイナー、またプロデューサーやプロダクションスタッフ、批評家、研究者、そして観客の皆様の交流拠点に
なることをめざしています。Dance Base Yokohamaが、ダンスを巡る多くの人々が垣根なく集える磁場＝プラットフォームと
なるよう、DaBY (デイビー) の愛称をつけました。クリエイションを行うレジデンススペースでありなが ら、地域のアーティ
ストや市民との交流も行い、ワークショップや実験的なトライアウト公演の実施や、ダンスアーカイブ事業など、さらなる多
様な試みを展開予定です。ショップや実験的なトライアウト公演の実施や、ダンスアーカイブ事業など、さらなる多様な試み
を展開予定です。

名称 Dance Base Yokohama (ダンスベースヨコハマ) 
愛称  DaBY (デイビー) 
所在  神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2  
 KITANAKA BRICK&WHITE (北仲ブリック&ホワイト) BRICK North 3階 
オープン日  2020年6月25日(木) 
開館時間  10:00 - 18:00 (火 - 土 / 日・月 休) ※詳細は公式ウェブサイトにてご確認ください。 
公式サイト https://www.dancebase.yokohama 
利用方法　  「DaBYメンバーズ」登録（無料）　 
  公式サイト(https://dancebase.yokohama/members) にてご登録いただけます。 
アーティスティックディレクター　唐津絵理 (愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサー) 
運営  一般財団法人セガサミー文化芸術財団

Dance Base Yokohama

片山 柊 (ピアニスト) 
北海道札幌市出身。小樽市で育ち、東京音楽大学 (ピアノ演奏家コース・エクセレンス) 
を首席で卒業、同大学院修士課程を修了し、現在東京音楽大学演奏研究員、桐朋学園大
学作曲科に在学。全日本学生音楽コンクールピアノ部門全国大会第1位、ピティナ特級グ
ランプリおよび聴衆賞ほか受賞多数。日本各地のほか欧州での演奏会に多数出演し、東
京フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団ほかオーケストラとの共演も重ね、ソロに
限らず室内楽の分野でも積極的に活動している。これまでピアノを武田真理、東誠三、広
瀬宣行の各氏、室内楽を藤原亜美氏に師事し、現在作曲を土田英介、加藤真一郎の各氏
に師事。 

増田 達斗 (ピアニスト) 
愛知県田原市出身。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽研究科ピアノ専攻
修士課程修了。現在、洗足学園音楽大学作曲コース非常勤講師として勤めながら、ソ
ロ・伴奏・作曲の各分野に渡り多彩な活動を展開している。又在学中より自作自演を含
む多数の現代新曲初演及び再演に携わっている。シェーンベルク作曲《月に憑かれたピ
エロ》他収録のセッション録音にピアニストとして参加、日本コロムビアよりCDがリ
リースされる。作曲家団体《NODUS》メンバー。第3回洗足現代音楽作曲コンクール第1
位。これまでに作曲を土田英介氏に、ピアノを藤城敬子、芝本容子、播本枝未子、秦は
るひ、長尾洋史、渡辺健二、他各氏に師事。

『春の祭典』ピアニストプロフィール
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