
2017年2月 吉日  

ワシントン日本商工会  

ワシントン日本商工会 

ワシントン・バレエ団鑑賞会の御案内 
会員各位  

 

今回、商工会による芸術系イベントとして、ワシントンDCに拠点を置くワシントン・バレエ団（The Washington Ballet）

によるクラシックバレエの名作「ジゼル」の鑑賞会を、下記の要領で開催致します。 

 

ワシントン・バレエ団は、昨年よりニューヨークのアメリカン・バレエ・シアターで輝かしい実績を持つジュリー・ケント

氏を芸術監督に迎えました。また、ワシントン・バレエ団には、プロフェッショナル・カンパニー・ダンサーとして大貫真

希さん、木村綾乃さん、宮崎たま子さん、スタジオ・カンパニーとして2014年のローザンヌ国際バレエ・コンクールで優

勝した仁山治雄さんが所属しています。日本人のバレエダンサーは近年、国際コンクールの上位に入り、海外のバレ

エ団で活躍される方も増えていますが、ワシントン・バレエ団の日本人ダンサーの陣容は世界有数といえます。なお、

バレエ団のスクールには、日本から過去3年間に75名の中高生がバレエ留学をしています。 

 

当日のキャスティングは急遽変更となる可能性がありますが、日本のバレエダンサーが出演された場合は、是非皆

様と応援できればと思います。定員は3０名に達した時点で、オンライン上のシステムにて自動的に締め切らせて頂き

ますので、ご了承下さい。 

 

記 

 

○日時：  2017年3月4日（土）７：20PM〜10:30PM（公演は8時開始） 

※ 7:20PMに、Millennium Stageの前（Eisenhower Theater側）に集合願います。 

※ 第一幕50分、休憩20分、第二幕45分です。 

 

○場所：  ジョン・F・ケネディ・センター The John F. Kennedy Center for the Performing Arts、Eisenhower 

Theater  

 2700 F Street, NW Washington, DC 200566 (Phone: (202) 467-4600) 

※ 地下鉄Foggy Bottom駅から徒歩または15分毎に無料のKennedy Center シャトルバス（地下出

口、エスカレーターの左側にバスのサインがあります。）があります。 

※ 車の場合はKennedy Center Parking（当日＄23、事前予約（Kennedy Center Pre-Paid Parking 

Portalで＄20）または付近の駐車場等をご利用ください。 

 www.kennedy-center.org/pages/visitor/directions#parking 
 

○費用：  会員   40ドル/人  

 非会員 50ドル/人  

※ 未成年の場合は、大人の同伴が必要です。 

 

○応募・支払：  こちらのサイトからお申込みの上、お支払い願います。 
                       https://secure.acceptiva.com/?cst=bc5c8b  
 

定員30名に達した時点、または2月23日(木)深夜のいずれか早い方で締切となります。  

※ 登録が完了した際には、confirmation messageが申込者に自動配信されます。 

※ 一旦申し込まれるとキャンセル・返金できませんので、ご留意願います。 

 

○緊急時等の連絡先： 企画担当理事 安井 202-507-1945 

http://www.kennedy-center.org/pages/visitor/directions#parking
https://secure.acceptiva.com/?cst=bc5c8b


February 2017 

Japan Commerce Association of Washington DC 

 

FIRST JCAW The Washington Ballet Performance Event 
 

Dear JCAW Members:  

 

JCAW members and family will have a chance to watch The Washington Ballet (TWB) present Giselle 

at Eisenhower Theater, The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. 

TWB is celebrating the historic 40th anniversary of the company and remarkable contribution to the Washington 

DC metropolitan area. 

 

Giselle is the quintessential romantic ballet and a major highlight of the season.  All three Japanese company 

dancers, Maki Onuki, Ayano Kimura, Tamako Miyazaki will perform leading roles in the show. 

 

The Washington Ballet is the highest population density of Japanese dancers among top tier ballet 

companies in US. Along with three company dancers, Haruo Niyama, the 42nd Prix de Lausanne joined 

studio company from this season and 75 Japanese students were trained at the world class TWB school 

over the last three years. 

 

JCAW is organizing a group to see their treasured romantic ballet, Giselle on March 4th, 2017 and hope 

members will be able to join us for this wonderful event. The following are the details: 

 

 

Date:  Saturday, March 4, 2017 7:20 PM -10:30 PM (The show starts at 8pm)  

 - Please meet us at 7:20pm, in front of Millennium Stage near Eisenhower Theater. 

 - Performance Timing: Act One - 50 min., Intermission - 20 min., Act Two – 45 min. 

 

Place:  The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Eisenhower Theater  

   2700 F Street, NW Washington, DC 200566 (Phone: (202) 467-4600) 

   

Fee  US $40 / person for JCAW member 

  US $50/ person for non-member  

   *NOTE* - Minors must be accompanied by an adult. 

 

Registration: Please register and pay for the event using the following link: 
           https://secure.acceptiva.com/?cst=bc5c8b 

 
*NOTE* -Registration will be closed if applicants reach 30 people or due date, February 23th, , 

whichever comes first. 

-This event is non-refundable. 
 

Questions and Emergency Contact:  
Cell: Yasui (202-507-1945) 

 
 

https://secure.acceptiva.com/?cst=bc5c8b

