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2005 年７月 22 日 

愛知万博スペイン パビリオン 

 
 スペイン パビリオン 

『スペイン・デー公式セレモニー』 
『スペイン・ウィーク』 
開催のご案内 

 

 

愛知万博スペイン パビリオンでは7月25日(月)のスペイン・ナショナルデーに、スペインよりミゲル・アン

ヘル・モラティノス外務経済協力大臣をお迎えし、ＥＸＰＯ ドームにて公式セレモニーを行います。 

これにあわせ、7月 24 日（日）から 7月 31 日(日)まで『スペイン･ウィーク』を開催します。パビリオンの中

央広場であるプラザでのイベントの他、愛知万博内の各会場で以下の通り、各種イベントを行います。 

※なお各プログラムの詳細につきましては末尾の添付資料をご覧ください。 

 

記 

 

日 時間 プログラム 場所 

14:30 ‒ 15:00 カムット･バンド 

（ダンスとパーカッション） 

スペイン パビリ

オン 

16:30 ‒ 17:00 カムット･バンド 

（ダンスとパーカッション） 

スペイン パビリ

オン 

7月24日(日) 

19:30 ‒ 21:00 ペップ･ボウ 

（シャボン玉アートパフォーマンス） 

ＥＸＰＯ ホール 

11:00 ‒ 11:30 スペイン･ナショナルデー  

公式セレモニー 

ＥＸＰＯ ドーム 

11:30 ‒ 12:30 マドリード自治州合唱団コーラス 

清洲小学校ブラスバンド部 

パコ･デ・ルシア 

ＥＸＰＯ ドーム 

14:00 ‒ 14:30 マドリード自治州合唱団 コーラス ＥＸＰＯ ドーム 

7月25日(月) 

スペイン・デ

ー 

18:00 ‒ 20:00 パコ･デ･ルシア コンサート  

『コシータス・ブエナス』（フラメンコギターの公演） 

ＥＸＰＯ ドーム 
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15:30 ‒ 16:30 
飯島千晶 『スペインの心』～愛知万博清洲の日イベ

ント～ 

（日本人フラメンコダンサーによる公演） 

愛知県館 

12:15 - 15:15 
トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー 

(各 30 分のショー) 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

16:30 ‒ 17:00 

   

カムット･バンド 

（ダンスとパーカッション） 

スペイン パビリ

オン 

18:00 ‒ 18:30 カムット･バンド 

（ダンスとパーカッション） 

スペイン パビリ

オン 

19:00 
スペイン舞踊振興マルワ財団 『国境なきフラメンコ』 

（小松原庸子監督、同財団が開催するコンクール受

賞者によるフラメンコの公演） 

EXPO ドーム 

14:30 ‒ 15:00 
ハビエル・ルイバル 

（ワールド・ミュージック） 

スペイン パビリ

オン 

16:30 ‒ 17:00 ハビエル・ルイバル 

（ワールド・ミュージック） 

スペインパビリオ

ン 

7月26日(火) 

13:00 ‒ 15:00

  

  

トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー 

(各 30 分のショー) 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

18:30 ラ・マラ・ロドリゲス、ラ・エクセプシオン、ホタマユスク

ラ 

（ヒップ･ホップコンサート） 

ＥＸＰＯ ドーム 

14:30 ‒ 15:00 
ハビエル・ルイバル 

（ワールド・ミュージック） 

スペイン パビリ

オン 

16:30 ‒ 17:00 ハビエル・ルイバル 

（ワールド・ミュージック） 

スペイン パビリ

オン 

7月27日(水) 

13:00 ‒ 15:00 

  

トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー 

(各 30 分のショー) 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

7月28日(木) 18:00  マルランゴ＆ラ・オレハ・デ・バン・ゴッホ  

（ポップ・ミュージックコンサート） 

ＥＸＰＯ ドーム 
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14:30 ‒ 15:00 
ダニ・パヌージョ  

（ブレイクダンスと舞踏ダンス）  
スペイン パビリ

オン 

16:30 ‒ 17:00 
ダニ・パヌージョ  

（ブレイクダンスと舞踏ダンス） 
スペイン パビリ

オン 

12:00 ‒ 14:00

  

  

トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー 

(各 30 分のショー) 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

18:00   
ブンブリ＆マカコ  

（ラテン･ロックコンサート） 

ＥＸＰＯ ドーム 

14:30 ‒ 15:00 ダニ・パヌージョ  

（ブレイクダンスと舞踏ダンス）  

スペイン パビリ

オン 

16:30 ‒ 17:00 ダニ・パヌージョ  

（ブレイクダンスと舞踏ダンス）  

スペイン パビリ

オン 

7月29日(金) 

12:00 ‒ 14:00 トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー 

(各 30 分のショー) 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

18:00  小松原庸子スペイン舞踊団  

（フラメンコと日本の伝統的な音楽） 

ＥＸＰＯ ドーム 7月30日(土) 

12:00 ‒ 14:00 トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー 

(各 30 分のショー) 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

16:30 ‒ 17:00 
小松原庸子スペイン舞踊団 『クアドロ・フラメンコ』 

 

スペイン パビリ

オン 

18:00 ‒ 18:30 
小松原庸子スペイン舞踊団 『クアドロ・フラメンコ』 

 

スペイン パビリ

オン 

7月31日(日) 

12:00 ‒ 14:00

  

  

トゥナ楽団演奏＆小松原庸子スペイン舞踊団メンバ

ーによるフラメンコショー（各 30 分のショー） 

グローバル･コモ

ン３ イベントス

ペース 

 

スペイン･ナショナルデー 

7月25日（月） スペイン・ナショナルデー公式セレモニーには、スペインよりミゲル・アンヘル・モラティノス外務経済協力大

臣をお迎えし、マドリード自治州合唱団のコーラス・清洲市立小学校ブラスバンド部・パコ・デ・ルシアによる演奏が披露さ

れる。 
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マドリード自治州合唱団コーラス 

スペインの「サルスエラ （オペレッタ形式の伝統舞台芸術）」の作品の中から選び抜かれたレパートリーを上演。 

 

カムット･バンドについて 

アフリカ打楽器とタップダンス、ボイスと砂上ダンスが織り交ざったパフォーマンス。

様々なリズムが混じりあうことにより鮮烈で驚きに満ちた雰囲気を作り上げ、観客

をすっぽり包み込む独特なステージ。 

 

ペップ･ボウについて 

スペインを代表するパントマイム役者。建築家であり技術者である彼の素養と造形･視覚芸術に対する飽くな

き情熱は、シャボン玉のように儚くてすぐに消えてしまうような形や空間に対し、明確で強い繊細さを与えてい

る。 

 

パコ･デ･ルシアについて 

ジャズやサルサを取り入れ、フラメンコの革新に貢献したフラメンコギタリストのパコ・デ・ルシア。

コンサートでは最新アルバム「コシータス・ブエナス」の楽曲を中心とした演目を披露。 

 

飯島千晶について 

1996 年に日本フラメンコ協会新人公演にて特別「努力賞」受賞。2004 年にはヨルダン王国・ヌール・ナッセル・シラフ妃殿

下ご臨席・ヨルダン大使館主催晩餐会にてフラメンコショーに参加する等、フラメンコダンサーとして活躍。 

 

トゥナについて 

トゥナとは各大学学部ごとの学生・同窓生による小楽団の総称。バジャドリッド大学法学部のラ・トゥナは１９８７年以来、

様々な国にて数多くの公式ツアーを行い、総数にして６２のコンクールに参加、８０の賞を獲得、する等精力的に活動して

いる。 

 

小松原庸子スペイン舞踊団について 

1969 年舞踊団創立以来、国内外で公演を行い日本におけるスペイン舞踊の発展に力を注いでいる。

日本全国公演、文化庁芸術活動推進事業のアジア、アメリカ、ヨーロッパ公演等、精力的に活動を続

け、舞踊団創立35周年を迎えた2004年には今日までの文化芸術の功労が認められ、旭日小綬賞を

受賞している。 

 

スペイン舞踊振興マルワ財団 

2001 年文部科学省（文化庁）よりスペイン舞踊、音楽の普及、向上を目的とし、スペインの文化発展に寄与すべく認可さ

れた財団法人。CAF フラメンコ･コンクール、フラメンコ・ワークショップを実施するなど人材の育成フラメンコの普及に力を

注いでいる。 
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ハビエル･ルイバルについて 

１９７8年デビュー。フラメンコをベースにジャズからロックまでグラナダ、イスタンブール、カリ

ブなどあらゆる地方の様々な音楽を融合させ、新たなオリジナルの音楽を作り出す。 

 

ラ･マラ･ロドリゲスについて 

マラ・ロドリゲスによるヒップホップ調のフラメンコは現在、ありとあらゆるマスコミやメディアで好評を博している。 

 

マルランゴについて 

ボーカル、レオノール・ワトリングは将来を有望される実力派女優であり、今ハリウッドに最も近いスペイン女優と言われ、

日本でも着実に知名度と人気が高まっている。ジャズテイストの曲調とアンニュイな雰囲気のレオノ－ルの歌唱が大人の

心を癒す。 

 

ラ･オレハ･デ･バン･ゴッホについて 

世界中で４００万枚のアルバムを売り上げた、今最も熱い国際的なスペインバンド。デビュー以来オンダ(1998- 2003), プ

レミオ・デ・ラ・ムジカ(1999 -2003), アミーゴ・プライズ(1999),インターナショナルMTVプライズ・ベスト・スペインアーティスト

賞(2001)等数々の賞を受賞している。 

 

 
以上 

 
 


