「 ダンスセッション２００８
は大成功でした」
埼玉県舞踊協会会長 津田郁子
前年度の合同公演「 呼吸」では詩人
の池下和彦先生をゲストに、コンクー
ルの優勝者披露と、
県下の舞踊団が競
演し、成果を上げました。これを踏ま
えて、今年度は、大きな新企画を立ち
あげました。さいたま芸術劇場という
恵まれた会場を、総合的に使用した
「 ダンスセッション２００８」
です。
埼玉県芸術文化振興財団と共催し、
舞踊学会例会を誘致し、中国から現
代舞踊団を招聘すると共に、講演、講
習会、研究会、自由作品発表など、多
面的に舞踊と接する、大掛かりな企
画でした。
３月１日は、
情報プラザを会場とし
た若手の自由参加による「コレオグラ
ファーの目」※ 、引き続き小劇場に
おいては、研究的実験劇場「 牧神の午

ヌさん、若手の大岩淑子さん、松崎え
りさんの指導で、人気を博しました。
同時間帯に、映像ホールでは、舞踊学
会による、舞踊学位論文の研究会が
行われました。１時からは、情報プラ
ザで、埼玉大学、早稲田大学、筑波大
学、東京女子体育大学、日本女子体育
大学などの５大学の 人に及ぶ、競
演ショーケースと勅使川原三郎教授
のワークショップが一般公開されまし
た。２時半からは、勅使川原教授 ※

え 室に 見 え
ら れ、舞 踊
学 会 な どの

わ ざ協 会 控

の協力なしに成立しない。従って、こ
の企画は、この協力を得られるもの、
つまり、ある程度国際的であり、時代

で、あっても規模の小さいものか、個
人的プロダクションにならざるを得
なかった。良い施設があり、かつ、そ

ら主催の組織、
財源などが関連するの

東京の JADE
では、カナダのマリ・シ
ユィナールの牧神を二度ほど取り上
げた。女性が角をペニスにしたてて踊

レエでは、ロビンス振付の稽古場のダ
ンサーのデュオウが素晴らしかった。

ヨークで踊った牧神の午後、 年代末
に初来日したニューヨーク・シティバ

招 聘、情 報
プ ラ ザ での
盛り上がり、
のニーズに合い、かつ、地元の埼玉県
の文化に益する内容が求められた。
企画の根幹にあったのは、バレエ、

大 変 喜 び、

各 種の 企 画
公 演 な どに

たが、ともあれ手堅くまとめ、超満員
の盛況をもたらした。
前夜祭公演としては、
「 牧神の午
後の前奏曲」を取り上げた。これは、
１９０９年５月、ロシアバレエがパリ

ロップやセットを置いてみると、バレ
エには手狭なホールという印象はあっ

ダンサーの宮内真理子さん、貞松正一
郎さんをゲストに佐藤良寛さんの振
付による
「パキータ」
が上演された。ド

ある芸術劇場を生かした
振付で楽しませた。
バレエでは、
スター

責務を果たした。埼玉県
発信の現代舞踊は、上田
仁美さん作で、奥行きの

新作も北京の現状を伝え
るもので、十分に交流の

族舞踊と、劉益鋒さんの新作「回憶・
随風」の２作品を上演してもらった。
滑らかな身体表現と高度な技術は、
特に民族舞踊に現れたが、

公演と、そこにいたる実験劇場、ワー
クショップ、研究会、実技指導などで
ある。
②ダンスセッション２００８
本公演では、中国より北京雷動天
下現代舞踊団を招聘し、蒙古舞の民

外国招聘作品と、埼玉県舞踊協会の
バレエ部門、現代舞踊部門の作品を構
成するもので、
国際的な成果を示す本

具体的には、従来の国際交流の蓄
積による公演、
すなわち、
国際コンクー
ルなどで築いたノウハウを生かした

現代舞踊ともに、
「 現代芸術として、
舞台に立つ身体に何が求められてい
るか？」
であった。

る牧神は、やはり迫力があった。 年
代には、ロンドンでは、ラバノーテー
ション学者とバレエダンサーが共同し
て作品を復活したのも話題だったが、
私的には、評価できず、ニジンスキー

藤井公名誉
会長を含み、
其 処 に居 合
わ せ理 事 ら
に謝 辞 を述
べら れ ま し
た。また舞踊
関 係の ディ
レクター 佐
藤 まゆみさ
んなどは、
学

会を含む、
ほ
ぼ全企画に顔を出していました。
大勢の出演者、スタッフ、お手伝い
くださった協会員の方々のお力を頂
き、このような大きな企画が推進でき
たことは、大変喜ばしく誇らしく思い
ました。

総合プロデュース 若松美黄

ダンスセッション２００８
舞踊の根〜舞台に立つ身
体を求めて
①企画
埼玉県舞踊協会は、バレエ、現代舞
踊分野の融合した組織で、その活動

を囲み「 ダンサーが教壇に立つ時」と
題した若松美黄理事らの鼎談が行わ
れました。
３時半からは、埼玉の若い舞踊学生

は、
両分野での共通した問題意識が無
くてはならない。時には、バレエ作品
に現代舞踊家達が出演したり、現代

に共同制作したり、
色々な企画が行わ
れてきた。ダンスセッション２００８
は、諸外国のダンスフェスティバルに
匹敵するものを、さいたま芸術劇場で

舞踊にバレエダンサーが出演したり、
両分野の合同公演だったり、児童作品

が踊り、先生方に指導を受ける企画、
ダンス＆トークが行われました。協会
の佐多達枝・大岩静江・高野尚美理事
らと、うらわまこと先生のトークがあ
りました。
５時半からは、大ホールで、北京雷
動天下現代舞踊団による男性４人の
蒙古の民族舞踊と、
劉益鋒さん振付の
女性を交えた５人の新作
「回憶・随風」
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を越えたものとは思えなかった記憶
もある。
鈴木晶教授の講演は、映像を巧み
に使い、一般の人に興味深いものと
なった。小ホールなのに、舞台は、思

いのほか変化に富んでいた。まず、ひ
な祭りを女性群舞で華やかに表現し
た新野正代さん作品に驚き、
強い女性

を演じた美しいデュエットの松崎えり
さんに和み、
制限した身体表現に情念
を語らした時田ひとしさんに若者像
を見、朝鮮舞踊をベースにチャンゴを

脈を感じ、そして最後は、アフリカ民

打ち鳴らし、仮面劇を展開した手島
かつこさんと李美南さんに民族の鉱

族音楽をバックにセットを組み、巨大
ベッドを思わせ
る台に煩悶する

た。
ダンサーの
疑問などを公
開したダンス

＆ ト ー ク は、
佐多達枝さん、
大岩静江さ
ん、高 野 尚 美
さんらの経験

ある指導者がダンサーと対話するも
ので、普通の観客には見ること出来な
い得がたい機会であった。そして実技
のスペシャル講習会も、バレエに、ウ
イーン生まれのクリスティアン・マル
ティーヌさん、現代舞踊に、大岩淑子

さん、松崎えりさんを迎え、若い参加
者も多く、
活況だった。
③多様なダンス、
舞踊を問う身体

ポストモダニズム時代、舞踏、ヌーベ
ルダンス、ストリート系、コンテンポ
ラリー、ヒップホップなど次々と、新
しい形式のダンスが登場し、バレエも

になり、
映像・音楽・舞台機構などのテ

現代舞踊も領域が混沌とし、多様化
している。劇場を離れるものが多く、
コラボレーションも多く見られるよう

クノロジーの発展が、いやおうなしに
作品に影響を与えている。
だが、舞踊家はおそらくは、舞踊技

術が優れているから舞踊家になれた

ともあれ、研究と実演は両輪で、諸

するなど、
見所満
載だった。

岩淑子さんの高
度な身体に感心

と、時代の多様化は、ある意味で、反
省や努力の傾注を拡散させ、
技術の向

して成果が出れば、自己満足する側
面がある。若い舞踊志望者を見ている

衣装や、音楽など外部に求め、結果と

外側から見ると、自分は変えず、自身
を生かすアイデアを、台本や、美術・

に、より関心あることは理解できる。

のであり、自身の技術に自信を持ち、
評価された自身の技術を見せること

外国ではあたりまえのことが、日本で
は難しい。今回は、他に、舞踊学会例

上や深化を、ぼけたものとする傾向も

女性を描いた大

氏のワークショップ、鼎談「 ダンサー

もたらしている。
舞踊家であるかぎりは、舞台に立つ

会を招致した。ここでは、立教大学心
理学部の教授でもある勅使川原三郎

が教壇に立つ時」などが行われた。学
会の協力は、活気を呼び込んだ。６つ

身体を考え、あるいは時代の新技術の
獲得、その技術の維持も必要だろう。

くことなど、舞踊家以外、誰が出来る
のであろうか。舞台に立つ身体とは何
か問い続け、磨き続け、深化させ続け

根源からの表現の幅を広め、深めてい

の大学のダンス・ショーケース出演者

だけで、 名、研究発表・鼎談に 名
を越す賑やかなイヴェントともなっ
た。

埼玉県舞踊協会では、最近、若手自
由創作の「コレオグラファーの目」を
発足させた。彼らは、美術館などで公

２００８年 月〜

月

協会員催し物ご案内

山中有子モダンバレエスタジオ発表会
◎ ／ （ 土） ：
文京学院大学 仁愛ホール
☎048
（ 542）
1377 山中有子
……………………………………………
津田若松モダンバレエ研究所
第 回生徒発表会
◎４／ （ 日） ：
埼玉会館大ホール
☎048
（ 853）
9410 津田郁子
……………………………………………
周年記念 マリエ＆TK合同バレエ公演
◎ ／ （ 火・祝） ：

10

川口総合文化センター リリアメインホール

アミ・ドゥ・バレエ スプリングコンサート

☎048
（ 222）
1535 矢島麻律絵
……………………………………………

◎ ／ （ 火・祝）
板橋区立文化会館 大ホール
☎03
（ 3469）
6782 峯 美保
……………………………………………
第 回大岩静江バレエスタジオ発表会
◎5／ （ 日）

川口総合文化センター リリアメインホール

☎048
（ 283）
9587 大岩静江
……………………………………………
誉田清子バレエスタジオ 第 回発表会
◎ ／１
（ 日） ： 開演予定
川越市民会館大ホール
☎049
（ 224）
8420 誉田清子
……………………………………………
中村友美・上田仁美モダンバレエ
開設 周年記念 第 回発表会
◎ ／ （ 日） ：
春日部市民文化会館大ホール
☎048
（ 734）
5004 中村友美
……………………………………………

18

◎ ／ （ 日） ： 埼玉会館大ホール
☎049
（ 233）
6244 伊藤京子
……………………………………………
第 回由井カナコバレエ研究所
フカヤ・バレエ教室発表会
◎ ／ （ 月・祝）

第８回伊藤京子バレエスタジオ定期発表会

35

熊谷文化創造館さくらめいと太陽のホール

☎03
（ 3729）
7746 由井カナコ
……………………………………………
フジサトバレエスタジオ
周年記念＆第 回発表会
◎ ／ （ 土） ：
練馬文化センター大ホール
☎03
（ 3995）
2218 藤里照子
……………………………………………
マンナバレエスタジオ発表会
◎ ／ （ 日） ：
北とぴあ
（ さくらホール）
☎03
（ 3902）
9830 マンナバレエ
……………………………………………

「 カルメン」
◎ ／ （ 日） ：
熊谷文化創造館さくらめいと太陽のホー【
ル 有料】
☎048
（ 524）
6582 文月 玲
……………………………………………
アキコ・カンダモダンダンス公演
◎ ／ （ 金） ：
（ 土） ： 、 ：
（ 日） ：
青山円形劇場
【 有料】

文月玲バレエスタジオ・パフォーマンスvol･３

50

……………………………………………
DO COLORS
「 YELLOWs」
◎ ／ （ 土） ：
（ 日） ： 、 ：
新宿全労済ホール
（スペース・ゼロ）【 有料】
☎048
（ 837）
2507 市川華代

☎048
（ 645）
6551 アキコカンダ事務所

18

後を踊る」
が開かれました。これは、
５
人の振付師、新野正代 ※ ・松崎えり

公演してから１００年となる由来か
ら、世界各地で行われる催しに一足早
く踏み込んだものでもある。個人的に
は、１９５０年代に見た東勇作先生の

15

15 15 19

の二作品が演じられ、伝統と創作の両

実施できないかという懸案に答える
ものであった。
実技講習会、
ワークショップ、
公演、
研究会・学会、トークショーなどが同

54

00

00

ることを主題にしなくてはならない。
実行委員となって、日夜走り回った
大岩静江さん、窪内絹子さん、佐藤良

00

00

00

30

00

00 00 00

00 30

牧神の午後も忘れがたい。ヌレエフが
ジョフリーバレエと共同して、ニュー

16

30

00

00

16

13 40

17

16

50

26

7

14 19

一会場で、
一日中、行われる企画は、確
かに、日本では少ない。会場の施設か

29

11

22

6

21

17

21 20 19

26 25

※7

寛さん、手島かつこさん、山本教子さ
ん、会長、副会長、理事の先生方、そ
して協力いただいた埼玉県舞踊協会
の方々、出演ダンサー、スタッフ、
コー
ディネーターの森荘太さん、共催の財
団、舞踊学会など多くの個人や団体
に、
感謝を捧げたい。

４

12

16

26

27

29

4

25

4

4

25

6

6

7

13

70

60

7

7

9

70

演を積み重ねてきたが、
中央に透明ア
クリル板のある情報プラザでは、踊り
も見栄えがして、
新奇性もあり、
一
般観客の度肝を
ぬいた。参 加 者
には、
ベテランの
舞 踊 家 も 多 く、
結果として、そ
れ自体で、質の
高い公演となっ
※6

※ ・時田ひとし ※ ・手島かつこ ※ ・

玉県芸術文化振興財団の竹内文則理
※5

00

19

17

ン）
に、佐藤麻弥さん、上島里江さん、
末松大輔さんのトロワ、総勢 名のカ
ラフルな舞台でした。二日目には、埼
事長と大野春夫専務理事らが、わざ

※4

4

撮影／木上晃実［スタッフ・テス㈱］

※3

1

70

2008年3月1日（土）
・2日（日）

面で現代中国の息吹が感じられまし
大岩淑子 ※ さん等の個別な創作に
た。これに対し、
舞踊協会を代表して、
よるドビュッシーの同一曲に振付した
現代舞踊からは、
上田仁美さんの作品
ものと、牧神の午後についての新旧の
と、バレエでは、佐藤良寛理事演出に
映像を交えた鈴木晶教授 ※ の学術講
よる
「パキータ」
が上演されました。上
演でした。
３月２日は、 田作品では、振付者の他、関口淳子さ
ん、増田由希子さん他６名の出演、パ
時から小
キータでは、ゲストの宮内真理子さん
ホ ール、大 練
、貞松正一郎さん
（リュシア
習室を使用し （パキータ）
たバレエ、
モダ
ンのスペシャ
ル 講 習 会 で、
クリスティア
ン・マルティー

※2

8

9

10

6

4

2

10

3

※3

2008 年３月１日（土）
●前夜祭公演
小ホール 19:00 開演
「牧神の午後を踊る」
●プレ公演
情報プラザ 17:30 開演
「コレオグラファーの目」
───────────
2008 年３月２日（日）
●本公演
大ホール 17:30 開演
「回憶・随風」「パキータ」「向往神鷹」
「Tabula rasa −限りなき永遠−」
●スペシャル講習会
小ホール（A、B）10:00 開講 12:00 開講
大練習場（C、D）10:00 開講 12:00 開講
●ダンス＆トーク
小ホール 15:30 開講
●舞踊学会第 11 回定例研究会
修論・博論発表会
映像ホール 10:00 開会
デモンストレーション・大学競演ショーケース
情報プラザ 13:00 開演
「ダンサーが教壇に立つとき」
映像ホール 14:00 開会
───────────
主催：埼玉県舞踊協会
（財）埼玉県芸術文化振興財団
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パキータ

庁の海外舞踊研修生
中国の現代舞踊
となって一年 現 代 舞
手島かつこ
踊を学んだ劉益鋒は 、
日 本の先 生 方 、友 人
曹誠淵芸術監督の北京雷動天下
現代舞踊団の五人のメンバーが 、 たちに感謝をこめて 、
今回の作品を創った。
作品
「回憶・随風」
で中国の現代舞踊
初めての試みである
を披露した。この舞踊団は 、団員た
ちが自由に創作して公演できるシ 〝 ダンスセッション〟
の企画 、担当者は 、歴
ステムなので 、中国では多くのファ
史からくる文化の違
ンを持っている。今回来日したメン
い 、風習の違いに戸惑
バーは 、北京に戻ると次は 、全団員
と合流し 、３月６日からはドイツ 、 うことが多く 、ビザの取得のため
の書類のやりとりだけでも本番間
３月 日からはアメリカへと公演
近までかかった。然しその中でも 、
を続ける。
埼玉県国際創作コンクー
日本に在住している舞踊家 、顔安
ルで大賞をとり 、翌年日本の文化

上田仁美

氏の 多 大 な ご協 力 によ
り 、中国の現代舞踊を日
本に紹介することができ
た。
国 際 交 流 は 簡 単では
ない。多くの人たちの情
熱と努力によって実現す
るものだと思う。上昇気
流に乗っている若い舞踊
家劉益鋒は 、埼玉県舞踊
協会の公演成功に向って
ご尽力くださったみなさまのお陰
で 、今 、日本と中国の舞踊交流に 、
新たな一本の線をつなぐことがで
きたように思う。

クラシックジュニア部 決選
クラシック1部 決選
第40回 1部入賞作品披露
表彰式

モダンジュニア部 決選
モダン1部 決選

●舞踊協会からのお知らせ
①埼玉県舞踊協会２００８年総会

６月 日
（ 日）

http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp

詳しくは後日 、別紙にてお知らせ
いたします。

矢野美登里理事 熊谷市文化功労賞

●協会員報告
おめでとうございます

若松美黄理事 第 回江口隆哉賞

小林和加枝氏 埼玉県文化ともしび賞

受賞のお祝い申し上げます

広報部 山本教子

◎編集後記
役員改選の年がきました。時代の移
り変わり 、多くの協会員の皆様のご
意見を取り入れて 、協会を運営して
いただきたいと感じています 、皆様
どうぞ協会の仕事に興味を持って
接していただきたいと思います。協
力よろしくお願いします。

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2008年10月〜2009年4月公演となります。 第26回舞踊協会ニュースの発行予定は2008年10月。 ※申込締切は8月末日といたします、
早めに広報までお知らせください。

埼玉県舞踊協会ホームページ http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp ◇ Eメール saitama-dance@blue.ocn.ne.jp

りがたかった。
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（火）

第 回バレエ・モダンダンス

ホームページからのみ受付いたします

【埼玉舞踊協会ホームページ】

担当理事 栃沢寿美

・これくらいの団
体数なら最後に
全員で簡単な踊
りが出来たら楽
しいだろうなと
思った。

・今回吊り物を持ち込みましたが
スタッフの方々が快くお手伝い
して下さり感謝。

まだまだ風邪も流行っており各団
体の先生方も大変だったと思います
が、本当にお疲れ様でした

「いつも楽しく参加させて戴いていま
す。
」
「今回も参加出来て良かった。
」
というお言葉に有難く疲れも癒さ
れ、これからも皆様のご要望を少し
でも叶えられる様努力してゆきたい
と感じました。

小ホール
モダン1部 予選
クラシック1部 予選
モダン2部 予選
モダン2部 決選
モダンジュニア部 予選

30
（水）

・リノリウムがす
べりやすいので
考えてほしい。

埼玉県民芸術文化祭 2008 参加

・今回初めての参
加、子供達はいろいろな踊りが
観れてとても楽しかったようで
すが、指導者は緊張しました。
フィナーレは全スタジオが乗っ
ているのにとてもスムーズに運
び、勉強になった。

・プログラムは１
部５００円にし
ても良いのでは
ないか。

《会場》さいたま市文化センター 大ホール・小ホール（入場無料）
《日時》2008 年 7 月 23 日（水）〜 30 日（水）

《主催》埼玉県舞踊協会 《共催》
（財）さいたま市文化振興事業団

フェスティバル公演を無事終えて！

３月８・９日、第 回バレエ・モダ
ンダンスフェスティバルが開催され
ました。
Ａプロ９団体、
Ｂプロ 団体、
６００人余りの参加でいつもより少
し少なめでしたが、年々各団体のグ
レードＵＰを感じております。これ
からも益々皆様に親しまれ、且つ有
意義になる手助けが出来ます様に、
今回参加の先生方及び出演者の方々
にアンケートをお願い致しました。
お答え戴いたご意見、ご要望を要
約させて戴きました。

・今回は２週間続いてのイベント
があり、どちらも協会主催なの
だから公演期日のバランスは第
義的に考えなければ、結果・
相互の運営が行き詰まりかねな
い危惧さえ感じる。

・コンクール入賞披露は好評。全
ての子供達がコンクールを目指
すわけではないが、少なくとも
舞踊に対する父母の理解が深ま
る機会となり出演者にも夢が持
てると思う。

・ 年以上もの長い間続いている
このフェスティバルはとても意
味のある会だと思う。協会の歴
史的催事の１つとして後世に残
すべきだと思う。

10

・今回は参加団体が少なく少し寂
しかったが、丁度な適正数だっ
た様な気がする。ゲネ、本番、
楽屋等いつもより余裕が持てあ

大ホール
クラシック2部 予選
クラシック2部 予選
クラシックジュニア部 予選
クラシックジュニア部 予選
クラシック2部 決選

25

ダンスセッション２００８
を終えて

ます。今回発表した「 Tabula rasa
─限りなき永遠─」は 、そのシリー
ズの４作目です。舞台を終えて色々
な気付きがあり 、自分の勉強不足
を痛感していますが 、今回の貴重
な体験を糧として 、今後は少しず
つ大きな作品を創れるよう課題を
追求をしていきたいと思っており
ます。今後ともどうぞ宜しくお願
いします。どうもありがとうござ
いました。

期日
7／23
（水）
24
（木）
25
（金）
26
（土）
27
（日）

29

佐藤良寛

と観客 、観て下さる方に楽しんで
もらえる様 、コールドのパワーを
上げる事 、そろえる事 、各スタジ
オで習ったバレエの意 、カラーを
失う事なく踊る意味 、パの動きの
意味 、大切さを一緒に考え学ぶ 、
とても良い機会でした。
たくさんのお客様に観て頂き 、
（ 補助席まで出し）舞台を踏めた事
に感謝しております。

講習会 B

41

40

埼玉全国舞踊コンクール 2008

第41 回

!!

撮影／木上晃実［スタッフ・テス㈱］
3月9日
（日）
Bプロ
3月8日
（土）
Aプロ
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私は若い時、
老大家のエッセイ等が嫌いだった。
自然の、
庭の、
め
一寸した草花だとか季節のことだとか。愛でる、拾う、すくいと
る——それが若い私には嫌だった。今の中高生の言葉の「うざ
い」と云う感覚だったのかも知れない。若い時年をとってからの
こと一応は想像していた、五十代六十代七十代親をみていて想
像出来てたつもりでいた。廻りがみえて物事わかって穏やかで
いられるものだと思っていた。私だけだろうか、やはり人それぞ
れなんだろうとは思うのだけど今の私は、ねーなんで？、どうに
かして、助けてと不安感が一杯と云うか押し寄せてくる。勿論若
い時不安がなかったわけではない、でも遠慮会釈なくと云うか
傲慢なのかなり振り構わず突っ走ることで不安を知らん顔して
押しやっていた。
一寸横道それますが振付したい作品創りたいと云う人からど
うやったらと聞かれるのですが、創りたいと云う気持があるな
らとも角、やってみることを勧めるのですが創ろうと思う時は
生意気でいいんだと思います。自分の中で「私は何様なんだぞ」
と思わないと一歩踏み出せない。だからなるだけ若い内に始め
た方がいい様に思う。
今の私は何とだらしのないことか、私の性格は気が小っちゃ
いくせに負けん気だと思うのですが年をとってその負けん気が
弱まり、気の小っちゃい故に不安が倍増と云う何とも始末に負
えない有様、そしてこんな風に書いて来た様に愚痴っぽくなり
……、読んでいる人に申し訳ありません。年とって来た話のつい
でに未だあるのです。作品創るのをやめる時は何日か、聞こえて
来ます。
「あんたの勝手でしょ、やりたくなければやめればいい」
そうなんです、頼まれて創ってるわけでなく自分でリサイタル
もってやってるので、その分気は楽です。若い時、死ぬ迄創り続
けると思っていました。でもそれも気力体力があればの話、観て
貰うにふさわしい作品が創れればの話。恥を多少なりとも知る
と云うことは辛いですね。でも永いこと恥を恐れず創り続けて
これたこと感謝したいと思います。助けてくれた多くの方たち
に感謝しないとバチが当りそう。ありがとうございました。

先日のダンスセッション
２００８では 、先生方 、お疲れ様で
した。この度 、本公演に作品発表と
いう大変ありがたい機会を頂きま
して 、協会の先生方には深く御礼
申し上げます。また本番１週間前
からほぼ毎日 、舞台でのリハーサ
ル 、先生方からもご指導賜わりま
して 、恵まれた環境の中で 、勉強さ
せて頂けましたことに 、感謝の気
持ちでいっぱいでございます。
以前から 、この劇場の奥行きの
ある舞台が 、とても面白い空間だ
と思っていました。今回 、作品発表
のお話しを頂いた時 、奥行きを強
調した作品を創りたいと思い 、発
想しました。ある時点から 、私の中
で 、ある一つのテーマを 、メッセー
ジとして発信し続けたいと思うよ
うになりました。そして現在 、同じ
テーマを表現方法を変えて追求し
ていくことを自分の中で試みてい

佐多達枝

ダンスセッションに御協力頂い
た協会の理事の先生方 、参加して
下さった各先生方にこの場をお借
かりして 感 謝 しお 礼 申 し 上 げ ま
す。
パキータと言う作品はメジャー
でありながら 、メジャーでない作
品です。基本レベルの差を乗り越
え 、２拍子３拍子などの音楽に対
す るステップの 違いを 考 えてみ
ようと提案し 、個々の踊り手がそ
の意味に向って双方コミュニケー
シ ョ ン を 取 り 、踊 り 手 が 自 信 を
持 って 舞 台 に の ぞ ん だ と 思 い ま
す。
マズルカ（ バガリャ）の子供達もリ
ハーサルを重ねる度に自信を付け
ていく人 、人に引っぱられて上達
していく人 、踊る事の喜びを作る
事が出来たと思います。これから
が楽しみです。
主役 、ソリスト 、コールド 、当然の
事ですが演出側としてはダンサー

担当理事 窪内 絹子

た。そして 、バレエのレッスンもモ
ダンのレッスンも受けてみたいと考
えている人達が多く 、講習会の時間
組みが重ねて作った事によりどち
らかしか受けられないという結果
が出た事は残念な事だったと思い
ました。もっともっと若い人達が企
画から参加しそれを何かの形でサ
ポートしたりアドバイスをしていけ

る様な協会のシステムを作りあげ
ていかないと 、なかなか若い人達が
進んで参加するという事にはなら
ないと思いました。一つの企画が終
わっても課題が山積みの公演だった
様に思います。残る課題は収支決算
です。どうなることやら！次の公演
はどの位若い人達が参加してくれ
るのでしょう。期待を込めて
皆様本当にい
ろいろ有難うご
ざいました。最
後にこの企画を
総合プロデュー
スして下さいま
した若松先生に
は深く感謝致し
ます。
!!
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舞踊家を目指すというパターンの
若者は少なく 、とにかくダンスをと
ても楽しんでいる若者が多かった
様に思います。今はバレエの時代で
モダンダンスは低迷しているといわ
れていましたが 、こんなにフリーで
ダンスを楽しんでいる若者がいると
いう事には驚きました。彼等にとっ
ては 、自分を主張する場がダンスで
あって 、どこででも踊ってみるとい
う形式が好まれている様に感じま
した。舞台で改めてダンスを観ても
らうという考え方ではないので 、公
演の企画を立てても参加者が少な
くなってきているのも納得です。企
画者も劇場を借りて作品を出して
もらい一つの公演にするという形も
考え直す必要が有る様に思いまし

講習会 C D

1

エ ッセイ…

ダンスセッション２００８
を終えて
何とか無事に二日間のダンスセッ
ションを終えることが出来ました。
協会の先生方には多彩のプログラ
ムという事も有り 、連日の御協力に
大変感謝致して居ります。一年半か
けての準備も始まってしまえばあっ
という間に終わってしまい、今回の
プログラム進行はどうだったかも考
える暇なく 、又次のプログラムに突
き進んで行かなくてはならないとい
う状況を迎え 、それでも終えられた
事にホッとしている所です。
今回の企画では今までの様にガ
ムシャラにテクニックの稽古をして

講習会 A
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バレエ・モダンダンス フェスティバル

川口リリアメインホール

