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クラシックバレエ部門
舞踊評論家 山野博大
があります。決選に残った参加者は、ど

る人の判断の正確さには驚くべきもの

出してしまうのですが、予選の審査をす

に偏差値方式でよかったなと思います。

の者が上に行ってしまうので、そんな時

あります。実数で順位をつけていたら下

による順位と食い違いを見せることが

果も示されています。それが時に偏差値

を無事に終えられたことをまずはお喜

脅威にさらされた真夏の７日間 、全日程

例年にも増して厳しい暑さと自然の

クラシックバレエ部門
舞踊評論家 池野 惠

配慮に富んでいる。実際 、参加者一覧の

出者の健闘を称える等 、細部にわたって

均化する、各賞を多数用意して決選進

て各審査員の点数配分のばらつきを平

係者には採点をしない、偏差値を導入し

るとはいえ、この年代でオディールやエ

ことには戸惑った。習熟度に個人差があ

大人でも難しいヴァリエーションを見る

には驚くばかりだが、このカテゴリーで

き届かせたコンクールです。ここで上位

いる。
各地で様々な被害が伝えられる中、

身ともに健やかな生活の上に成り立って

舞台に立つこと、観ること、すべては心

び申し上げたい。

かつ公正に行われ、ストレスを感じさせ

集計から結果の公表まで、非常に迅速に

されたのは全審査修了後だ。また採点の

記載されたプログラムが審査員に配布

る身体運動に終始してしまう。技巧だけ

して登場人物を反映させなければ単な

どんなヴァリエーションも、作品の一部と

要があるのかどうか、
大いに疑問である。

スメラルダのような踊りを習得する必

このコンクールで審査にあたった審査員

最後にひとつだけ注文があります。こ

喜びを実感できた幸福に感謝する次第

若いダンサーの躍動する姿を通じて生の

信念が強く感じられる。その真摯な姿

ンクールであれ、という運営者の熱意と

踊家をめざす若者にとって、より良いコ

ない。こうしたシステムの定着には、舞

りきることが優れた表現に繋がることを

ではなく、役柄を理解し、その人物にな

勢に応えるかのように、全国から集まっ

今回司会者が入賞者の名前を読み上げ

ため、
ある程度長くなるのは理解できる。

表彰式について、たくさんの賞がある

た参加者のレヴェルは高く、採点には苦

必要だ。入賞者の舞台は、そうした意味

それを踊りの言語に昇華させることが

残っているのはそのためだ。

性の問題までもが問われるモダンダン

を表現するわけで、素晴らしいのはそれ

ダンサーは、自信の身体を通して作品

を端的に示した合理的な表現といえる。

戦していく意欲を大切にして欲しい。コ

陥らず 、冒険心をもって新しい動きに挑

る。衣裳やテクニックにおいても定型に

今 、現代舞踊の表現は多様化してい

水準が高かったのも嬉しい発見だった。
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評

埼玉全国舞踊コンクールの審査に長
て、首をかしげるようなことは全くない

の部門も常に一定のレベルが守られてい

に入った人たちの実力の高さは言うま

響力を行使することを防ぐ方法を、い

だ。決選審査の３日間は、これからどん

ーに通った。

に胸を膨らませ、さいたま市文化センタ

どの推進的な役割を担い、信頼される一

クールは、全国的にその名を知られるほ

権威ともなった。将来に望み、さらなる

者である観客に伝える力であり 、
これは

で選考委員を揺り動かす何かをもって

ダンサー名の紹介の箇所に、誰々によっ

られるものである。海外では、しばしば

スで、ダンサーの良し悪しを評価するの

が的確になされた時 、
ダンスは言葉をは

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2009年4月〜10月公演となります。 第27回舞踊協会ニュースの発行予定は2009年4月。 ※申込締切は2月末日といたします、
早めに広報までお知らせください。

「 ご あ い さ つ 」 評

クラシックバレエ部門の決選審査を担

らく関わらせてもらっています。今回は

それから、各審査員の採点を偏差値
でもありません。

ち早く導入したのも埼玉コンクールでし

な演技に遭遇できるのだろうかと期待

これだけ細かいところまで配慮を行

クールが行われるようになりましたが、
低めにつける者に対してより大きな影

によって調整し、
点を高めにつける者が、

の親切な対応が参加者の増加につなが

私は信じます。それを示すために、決選

は、絶対に不正な採点は行っていないと

のです。

応募してくる人の数ではこの埼玉のコン

っているのでしょう。主催者の埼玉県舞
れますので、偏差値の計算も瞬時で、余

た。採点の集計はコンピュータで処理さ

当しました。最近では日本中で舞踊コン

クールがトップなんだそうです。主催者

踊協会のメンバーが献身的に世話にあ

思うと、
心情的にも抵抗感がある。

たる姿を私はずっと見てきました。数字

採点結果を公開したらどうでしょうか。

上で１時間程度に短縮できないかどう

たのは一定の成果があったと思う。その

の入賞者について、誰が何点入れたかの

心した。児童、ジュニアの決選進出者が

計な手間がかかって結果の出が遅くな

回目を迎えたコンクールは、プログ

百五十名というのは多すぎるのではない

るということはありません。

自分の判断に忠実に採点している審査

かと思われたが、実際同程度の技量の持

審査員である我々に対しても親身の

は嘘をつきません。
順位は偏差値で処理した数字の高い

ラムにもあるように参加者に公平であ

対応をしてくれます。てきとうに休憩を

ることが一番の特色である。門下生等関

か。２時間といえば、
ちょっとした公演に

す。

員にとっては、別に不都合はないはずで

も匹敵する。式典として工夫の余地があ

順となりますが、採点結果を示した表

ち主が多数存在するので、現状

賞金、海外留学 、公演への出演依頼等が

副賞については、後発のコンクールで

るのではないか。

らに決選進出者を絞り込むこと

もった手作りの良さはそれとして、参加

目立つ。埼玉舞踊協会会員による心のこ

を言うなら、準決選を設けてさ

も考えられるが、参加者 、運営者

策が講じられることも必要だろう。公民

者のメリットという視点から、何らかの

双方にとって新たな負担増に繋

がることでもあり難しい。

を問わず、提携事業として広くスポンサ

このように、すべて内容の濃い

コンクールではあるが、あえて提

ーを求めることも考えられる。

世紀の今日まで継続してきたコン

案するなら、課題曲の導入 、表彰

式のスピードアップ、副賞の検討

が挙げられるだろう。

充実のため改革を進めて欲しいと心か

まず課題曲については、とくに

クラシック２部（児童）について、

ら願う。

になることが求められる。体操やアクロ

者の体格と技術力の著しい向上

しかし、審査にあたって歴然

生まれでるのか、その高みを追求するこ

バティックな妙技を超えて、いつ踊りが

その必要性を感じた。十代の若

と優劣の差が生まれてきたのも

とが踊り手の使命であり 、醍醐味と言

事実であり 、そこにダンサーに

は是非考えていただきたい重要

えるのである。

ダンサーの楽器は、自分の身体だ。そ

な問題が存在している。差を生

み出したのは、
一般に
「 表現力」
も

モダンダンス部門
舞踊評論家 立木 燁子

ダンサーまで、
舞台人として踊る以上常

児童の部からプロとして舞台を務める

く 、舞踊（ 芸術）としての説得力が生ま

いたと考えていい。技術の巧みさではな

うに多様なテクニックを磨くとともに、

第 回埼玉全国舞踊コンクールのモ

に心がけなければならない問題である。

れていたのだ。

の身体を自在にコントロールできるよ

ダンダンスの部で決選の審査員を務め

ダンスというものは、振付の段階では

いくつかの作品が、今も忘れ難くここに

しくは「 演技の説得力」と呼ばれ

ですが、これは作品ではなく 、ダンサー

させていただいた。全体に、長い歴史を

踊られてはじめて作品として命を与え

まだ完成しておらず 、ダンサーによって

る力だ。言い換えれば、それは他

の能力を評価するコンクールだという

誇る全国コンクールならではの水準の

評

こと、そしてその能力とは特定のスタイ

高さが感じられ、さすがの印象を持っ

精一杯自分を出し切る熱気が感じられ

た。何より 、張りつめた緊張感の中から

また、選外とはなったが、力量も魅力

らの要素は更に細かく分析することが

際には作品とダンサーを切り離すこと

ンサーの評価であることが重要です。実

はなかなか困難な仕事である。モダンダ

るかに超えたものを表現し得ることだ。

の今後の活躍を期待したい。

ンクールに参加した若いダンサーたち

記しておく。男性参加者が増え、かなり

の難しさもあって大変な仕事ですが、審

振付とダンスが一体である場合も多い

ンスは、基本的には自由な表現であり 、

受け止め、その真髄を表現する踊り手

そのためには、
自分の頭と感性で作品を

も賞に匹敵する作品もあったことを付

査員はできるだけ中立の立場で客観的

から、どこからがダンサーの資質である

るが、
これは振付家とダンサーとの関係

にダンサーの能力（これも年代別に）を

か慎重な見極めが必要だ。

て“解釈された”と表記されることがあ

評価する姿勢が求められます。これは

舞踊語彙の独創性や最終的には身体

たのが頼もしい。

ます私自身の問題でもありますが。

ンススタイルの評価でなく 、あくまでダ

できるでしょうが、作品そのものや、ダ

であるということです。もちろんこれか

いことがあります。ひとつは当然のこと

能力 、そして舞台人としての魅力 、特性

ルに限定されない広い身体能力と表現

ただ、これで気をつけなければいけな

では妥当と言わざる得ない。理想

には審査員のつけた実数による集計結

位は３番の男性を加えてそれぞれ全く

チーフプロデューサー 矢野美登里

もっとも多くの人数を審査し、後になる

スタイルが違うダンサーが占めていま

主催◎埼玉県舞踊協会
共催◎（ 財）
さいたま市文化振興事業団
後援◎埼玉県／埼玉県議会／埼玉県教育委員会／埼玉県文化団体連合会
朝日新聞さいたま総局／埼玉新聞社／東京新聞さいたま支局
毎日新聞さいたま支局／読売新聞さいたま支局／テレビ埼玉／チャコットＫＫ
（社）
現代舞踊協会／（社）
日本バレエ協会／（ 財）
橘秋子記念財団
撮影／山口晴久

とりながら審査をするのですが、最初に
に従いだんだんその数が少なくなるよ
うに加減されています。これは審査員の
疲労が段々増していくことを考えての
やり方で、常に正しい判断ができるよう
う気配りがなされているのです。これは

に、後になるほど早めに休憩させるとい
埼玉コンクール独特の方法です。他では
はありません。

こういう親切な方式におめにかかったと

このコンクールでも審査員に新しい
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協会のメンバーが予選の審査をして、
決選の審査員の負担を軽くしてくれて
います。予選は 分間で当落の結果を

評

全く異なったコンセプトの作品を異な

なく 、いわゆる現代舞踊といわれるこれ
まで主流であったスタイルとはみな少
さらに女性たちのところで従来のスタ

しずつ違っています。そして次の男性 、

力をもったダンサーが続いています。こ

イルをベースに個性と高い運動 、
表現能

広がり 、あるいは新しいダンススタイル
が加わるようになりました。
したがって、

の傾向は成人ほどではありませんが、
ジ

タイプの舞踊家 、若い感覚の舞踊家を

す。児童については、将来への育成課程

ュニアにも少しずつ現れてきました。上

まじえるようになりました。それは過去

完成度と２つの基準のもとでの評価結

という点への配慮と児童舞踊的な幼い

位２曲に如実に現れています。

果となったとみることができ、これは上

するという意味で大変に良いことです。
成人の部です。上位３人は、それぞれに

今回これが明確にあらわれたのが、

にこだわらず 、新しいスタイルにも注目

ます。

価するのか、なかなか難しいものがあり

コンクールの審査ではなにを基準に評

出場者の作品や動きのタイプは徐々に

実際、
このコンクールに限りませんが、

イルが創造されてきました。

フリー、
モダン、ポストモダン、
コンテン

７月 23 日〜 30 日 さいたま市文化センター大ホール・小ホール
も、３人とも、単に個性的というだけで

モダンダンス・クラシックバレエ

ったスタイルで表現していました。しか

第 41回 埼玉全国舞踊コンクール
ポラリーなど、
いろいろと呼ばれながら

彩の国さいたま県民芸術文化祭 2008 参加

今日まで、
時代とともにさまざまなスタ

ます。その歴史は１世紀を超え、その間

て生まれた身体表現法であるといわれ

きたい、表現したいという欲求に基づい

完成された形式に拘らずに、自由に動

モダンダンスは、クラシックバレエの

と敬意を表します。

回が盛会のうちに終了したことに祝意

を持つ埼玉全国舞踊コンクールの第

先駆けとして、
日本で２番目に長い歴史

まず 、
舞踊家の主催するコンクールの

モダンダンス部門
舞踊評論家 うらわまこと

1

埼玉県舞踊協会会長 津田郁子

埼玉県舞踊協会では 、６月に
総会を開催 、選挙で選ばれた理
事が承認されました。規約に従
い 、新理事の互選により会長 、
副会長候補が選ばれ 、承認され
ました。小さな組織で 、継続的
に仕事を引き続いていることも
あり 、会長 、副会長などは変わ
らず 、理事も 、従来のメンバー
とそれほど変わりませんが 、協
会で活躍なされた大岩静江さん
が 、多忙のため理事職を辞退な
さり 、笠原理事が 、お仕事を引
き継ぐことになりました。大岩
さんは 、多年にわたり 、ご協力
くださり 、ありがとうございま
した。今後も 、多方面にわたり 、
お力をお貸しくださいますよう
お願い申し上げます。また 、笠
原新理事は 、山本理事と一緒に
広報を担当いたします。会長・
副会長 、理事たちがそれぞれ 、
平成 年 年度の 、新しい視点
での運営を始めることになりま
す 、会員の皆様方のご理解とご
支援を宜しくお願い申し上げま
す。
平 成 年 度 ３月 の「 ダンス
セッション２００８」
は 、二年越
しの大事業でした。国際舞踊創
作コンクールに替わる新企画と
して国際公演 、
実験公演 、
ショー
ケース 、レッスン 、舞踊学会と
の 共 同 制 作 のシン ポ ジ ウ ム な
ど 、多方面にわたり１５００名
近い人々を動員した一大イベン
トでした。埼玉県芸術文化振興
財団よりの支援を頂き 、また竹
内文則理事長が控え室に見えら
れ謝辞を戴くなど 、薄氷をわた
るような毎日でしたが 、無事終
わり 、本当に良かったと思いま
す。同時期に重なったバレエ・モ
ダンダンスフェスティバルもと
もに 、盛会に終始し 年度の事
業を閉じました。
すでに第 回・全国舞踊コン
クール 、ステージ１の公演が終
わり 、次々と埼玉県舞踊協会と
しての行事が 、進行しておりま
す。長年かけて積み重ねられた
基盤のうえに 、新たな創意工夫
を加え 、更なる前進を望んでお
ります。協会員個々のお力や 、
理事の方々の一層のお力をお借
りし 、新しい時代に進みたいと
存じます。
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まいりました。
当協会も津田郁子会長になって四年
経過いたしました。コンクール実行委員
会も充実し、それぞれの役割を全うし
て下さっております。それから、事務局
の新野久美子さんのお力添えに感謝い
たしております。このような縁の下の努
力があってこのコンクールもスムーズ
に運行しております。それとともにコン
クール中種々の仕事をお手伝い下さる
会員の方々の一方ならぬご協力がある
からこそと感謝いたしております。
第 41回コンクールを終え、このコン
は ばた
クールを経て世界に羽撃いた沢山のダ
ンサーの方々がいらっしゃること、そし
て41年の重さを噛み締め誇りに思い、
埼玉全国舞踊コンクールの意義を痛感
いたしました。

今年は 、全国高校・インターハイが
埼玉県で行われて 、宿泊の件で遠方の
参加者の方々に大変ご迷惑をお掛け致
しました。その関係で 、今年は1661 組
と平年より下回ってしまいました事は
残念でした。
外部審査の先生方は、モダンダンス
部門は批評家から、うらわまこと、立木
燁子、舞踊家は金井芙三枝 、金井桃枝 、
北村真実 、二見一幸 、本間祥公の先生
方 、クラシックバレエ部門は批評家の
池野惠 、山野博大 、舞踊家はイルギス・
ガリムーリン 、遠藤展弘 、木村公香 、
早川惠美子 、堀登の先生方で厳正な審
査を賜りました。当協会の外部審査の
先生方は 、新しい目でご審査を毎年必
ず何人か新しい先生方にお願いしてお
ります。
第 39回よりインターネットの申し込
みを実施しておりますが、大変浸透して
41

41
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TEL:048-882-7530 FAX:048-882-7549

埼玉県舞踊協会

年 度

第

者

回 埼 玉 全 国 舞 踊 コ ン ク ー ル

賞

２００８年

月〜 ２００９年 月

協会員催し物ご案内

： 14
00

平 成

入

【 新年度の各部担当一覧】

○協会運営責任者

会 長：津田郁子

副会長：藤井利子・由井カナコ

○総務

担当理事：高野尚美・中村友美・河上正子

事務局員：新野久美子

○経理

担当理事：新野正代・河上正子

○広報
（ 協会ニュース）

： 17
00

選

よこ）今一つふくらみが欲しい。『 魚は水

担当理事：山本教子・笠原千珂子

12

◇１部成人の部
富士奈津子
海保文江
大竹千春

創造性を。『 朱い霧』（ 振付：野川真理子）

人は人の中』（ 振付：佐藤優子）変化ある

○研究部

担当理事：佐多達枝・藤井香

○フェスティバル企画・運営

担当理事：中村友美・栃沢寿美

4

矢野美登里エコール・ドウバレエ
第 回発表会
◎ ／ （ 日）
県立熊谷会館
☎048
（ 522）
4883 矢野美登里
……………………………………………
山路瑠美子バレエ新人の会
《 有料》
◎ ／ （ 日）
東京メルパルクホール
☎03
（ 3469）
1468 山路瑠美子
……………………………………………
第 回 間瀬バレエスタジオ発表会
◎ ／ （ 日・祝）
県立熊谷会館
☎048
（ 521）
3500 野呂修平
……………………………………………
ベトナムチャリティー２００８《 有料》
◎ ／ （ 日・祝）
・
ソニックシティ 小ホール
☎048
（ 222）
1535 矢嶋麻律絵
……………………………………………
グランジュッテ発足 周年記念
第 回チャリティバレエ公演
◎ ／ （ 日）
さいたま市民会館 おおみや
☎048
（ 685）
3550 新野正代
……………………………………………
山本教子バレエスタジオ第 回発表会
◎ 年 ／ （ 月・祝）
《 有料》
さいたま市文化センター 大ホール
☎048
（ 852）
3517 山本教子
……………………………………………
第 回 若松美黄・津田郁子
《 有料》
自由ダンス公演
「 乙女の姿しばし留めん」
◎ 年 ／ （ 木）
彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
☎048
（ 853）
9410 若松美黄
……………………………………………
ザ・ネリマ現代舞踊展 Vol. 《 有料》
◎ 年 ／ （ 金）
練馬文化センター つつじホール
☎03
（ 3995）
2218 藤里照子
……………………………………………

19

決
廣岡奈美
半井聡子
茂木恵一郎
岩濱翔平

理事 佐多達枝
私事からで恥ずかしいのですが 、私は

『 秋の夜の会話』（ 振付：海保文江）動と静

作風は今迄見てきた感じのもの。『 王宮

創りになっていた。『 世界劇場』（ 振付：

れは草なり』（ 振付：藤井公・利子）
素直で

○ステージ１企画・運営

担当理事：松崎すみ子・高野尚美

○埼玉全国舞踊コンクール

総合プロデューサー：矢野美登里

16

美・岡村えり子・川名今朝美・小林和加枝・

穴水かおり・和泉加甫留・市川華代・上田仁

感じます 、舞踊協会も大きな変化 、進歩を考

ました。日本の政治の行く末に大きな不安を

ピックに暑い夏がアッという間に過ぎていき

舞踊協会のコンクール 、そして北京オリン

（順不同）

広報部 山本教子

えるときがきているように思います。

北原弘子・木村美佳・佐々木祐子・志保野ひ

信子・青木りえ・原島マヤ

絵・山中有子・吉田久木子・堀部明里・若野

ろみ・すゞきさよこ・谷乃梨絵・矢嶋麻律

広報部 笠原千珂子

どうぞ宜しくお願い致します。

今期より広報を担当させていただきます 、

◎編集後記

： 14
00

00

北野友華
小林 泉
高橋あや乃
蛯子奈緒美
池田美佳
伊東由里
加藤千明
木原浩太
森本なか

の対比が生きていて良かった。『 そっと 、

女歌』（ 振付：小川麻里子）本人含めて４

藤井香） 人の若い方を使い込んで旺盛
作品になってる。『 SMOKe
』（ 振付：斉
藤理香）男性１人女性２人構成面白く照

ホッとする 、彼女に似合っていた。『 die

が見たかった。

出演団体：大岩静江バレエスタジオ 、カヨ イチカワ ダンススタジオ 、
すずきさよこモダンバレエ教室 、谷 乃梨絵モダンダンススタジオ 、
中村友美・上田仁美モダンバレエ教室 、バレエサークル ピルエット 、
バレエサークル アラベスク
（ チーフ担当：藤井 香）

担当理事：河上正子・高野尚美・手島かつ

こ・栃沢寿美・中村友美

16

10

渡邊峻郁

第１位
橘秋子賞・県知事賞
第２位の１
県議会議長賞
第２位の２
県教育長賞
第３位の１
県文化団体連合会長賞
第３位の２
県文化団体連合会長賞
第３位の３
県文化団体連合会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

小さいときから踊ることが好きで好き
で 、そして今観るのが大好きで大変楽し
ませて貰いました。
紙面の都合もあって 、はしょった言い方
になるのと批評家ではないので私の感想
にしかならないことをお許しください。

あの冷たさに触れた』（振付：さくどう葵）

人の踊り 、スピード感もあり楽しませる

でも一生懸命拝見させていただきました。

格好良く決めようと思いすぎ。『 かぜ』
てよかったのでは。特に出だし 、曲の終わ

りのＦ・０もう少しゆっくりはどうでしょ

な感じ 、只音楽の終わり方に一寸？ 『 わ

り方が惜しい。『 ９月の風』（ 振付：田中

う。『 悪夢』（ 振付：田中ひとみ）創りき

』（ 振付：松村千花）
８人
puppe tanzen
の女性 、後半もっとリズムをとった踊り

（ 振付：松崎すみ子）もっとかぜに徹底し

ひとみ）色々な意味で今一つ。『 新月のう

れていないもどかしさが残る。
『 tao
』（振
付：北野友華）
イメージするものはあった

偉そうなことを書きましたが若い方々か

（JR 南浦和駅西口徒歩 7 分）

○コンサート・ダンスセッション

23

： 16

井植翔太
政本絵美
鳥羽麻里子
八島香奈恵
新保綾那
増田亜希
鹿又陽子
塚本士朗
牧村直紀

◇ジュニアの部
正木いづみ
柴田茉実
安田一斗
森山結貴
川合十夢
渡部悠子
渡辺はるか
たけだ有里
立野礼奈
水野多麻紀
西川瑞紀
山之口理香子
佐々木奏絵

関係が？と思ったりしました。『 夢の名

さぎ』（ 振付：中村あかね）音楽と振りの

のでしょうが 、創りが中途半端に感じら

ございました。

らエネルギーを貰いました 、ありがとう

※雨天の場合は 1 階センターホール

総合プロデューサー：若松美黄
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◇１部成人の部
第１位
橘秋子賞・県知事賞
第２位の１
県議会議長賞
第２位の２
県教育長賞
第３位の１
県文化団体連合会長賞
第３位の２
県文化団体連合会長賞
第３位の３
県文化団体連合会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

堀沢悠子

第１位
橘秋子賞・県知事賞
第２位の１
県議会議長賞
第２位の２
県教育長賞
第３位の１
県文化団体連合会長賞
第３位の２
県文化団体連合会長賞
第３位の３
県文化団体連合会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

残』（振付：眠眠）
インパクトの強い作品に

詩織）
単純に兎も角 、面白い。欲を言えば

れた。『 少女コレクション』（ 振付：吉川

さいたま市文化センターホール噴水広場

担当理事：窪内絹子・佐藤良寛・手島かつ

こ・山本教子

30

50

： 19
00

16

2008 年10月19日
（日） 12：10〜13：10

○各部公演事業部員

1

15

： 16

峯岸伽奈
福田侑香
アクリ瑠嘉
伊藤瑞穂
田村彩恵
前田紗希
小野麗花
江口絵梨
秋葉みちる
藤田菜美
中村 悠
石崎双葉

◇２部児童の部

なっていたけど言い方変えると一寸大げ
4 4 4 4

さな創りかな。『 花ふる宵』（ 振付：小林

香）おもねらない創りが好き『 ランチの

もう一山欲しい 、もっと見ていたいと思わ

出来事』（ 振付：藤井香）終わりが余り効

和加枝）
決め決めがありすぎ 、
もう少し素

覚めたら雨』（ 振付：山口菜摘）中身と振

せた故かな。『 yesterday
』（ 振付：稲
富優香）
３人の若い方 、今発展途上中とい

りが今一つ一致してないような。『 ピュ

いてないと思う。『 nabamera
』（ 振付：
伊藤一枝）見入っちゃいました。『 格闘す

うところ。『 午前中の不在』（ 振付：藤井

シス』（ 振付：桜井陽）乾いた良さが私は

る青 、輝く断片』（ 振付：藤井香）題名は

少し洗練されてくると良いかなと。『 目

好き。もう少し発展させたらどうかな。

直な感じでどうかしら。『 Movement
』
（ 振付：山口弓貴子）三人の若い方 、もう

『 見矢って…』（ 振付：山口弓貴子）もう少

2

： 19
30

◇ジュニアの部
第１位
橘秋子賞・県知事賞
第２位の１
県議会議長賞
第２位の２
県教育長賞
第３位の１
県文化団体連合会長賞
第３位の２
県文化団体連合会長賞
第３位の３
県文化団体連合会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

◇２部児童の部
阿部裕恵
齋藤花恋エリーナ

歩

加藤三希央
奥原
岡田結衣

第１位
武内奈央
橘秋子賞・県知事賞
第２位の１
植木晴花・関 千尋
県議会議長賞
第２位の２
天野真希
県教育長賞
第３位の１
県文化団体連合会長賞 藤澤果央
第３位の２
県文化団体連合会長賞 安田莉子
第３位の３
県文化団体連合会長賞 中野真李
関 優歌
朝日新聞社賞
中島帆乃香
埼玉新聞社賞
関口花梨
テレビ埼玉賞
佐藤花野・鍵和田玲奈・
東京新聞賞
白井未希・佐々木かおる

大げさだけど何気ない良さで個性的な作

11

： 15
30

撮影／池上直哉

品。『 真夜中の洗たく』（ 振付：すずきさ

11

27

彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
２００８年９月 27 日

し起伏があったら、
ダンサー表情が硬い。

コンクール撮影／山口晴久

バレエ・モダンダンスフェスティバル

第 35 回 ステージワン

『 Aqua
』（ 振付：西村葵）振りにもう少し

11 59

2

00

23

11

： 19
00

この度は１位という素晴らしい賞を頂
き、本当にありがとうございます。この
賞を頂けたのは小堀先生の熱心なご指
導のおかげだと思っています。これから
も、一生懸命レッスンに励んでいきた
いと思います。

田中幸乃
向井日奈子
西川優果

《会場》
川口 リリアメインホール ■Aプロ 2009.3.7
（土） ■Bプロ 2009.3.8
（日）〈時間未定〉

10

11

09

41

09

モダン
２部児童の部

バレエ団ピッコロ附属研究所（松崎すみ子）
深田・島村バレエスタジオ
藤井 香モダンバレエスタジオ
文月 玲バレエスタジオ
細川初枝モダンバレエスタジオ
マヤバレエスタジオ（原島マヤ）
マリエバレエ（矢嶋麻律絵）
山路瑠美子バレエ研究所（新座・飯能教室）
山中有子モダンバレエスタジオ
吉田久木子モダンバレエ研究所
和加技舞踊研究所（小林和加枝）

■参加団体名（アイウエオ順）
井上美代子バレエスタジオ
河上正子バレエ研究所
川名今朝美モダンバレエスタジオ
窪内絹子モダンバレエ研究所
佐藤バレエ（佐藤良寛・多恵子）
すずきさよこモダンバレエ教室
寿美バレエスタジオ（栃沢寿美）
田中ひとみモダンバレエスタジオ
谷 乃梨絵モダンダンススタジオ
中村友美・上田仁美モダンバレエ
西 永子モダンバレエスタジオ

10

モダンダンスコンサート09

可愛い子どもたちの野外ステージに乞うご期待！

思いがけず頂いた賞に信じられない気
持ちでいっぱいです。自分らしく精一杯
踊ることに焦点をあて、取り組んでまい
りました。これを励みに一歩ずつ努力し
てまいります。
本当にありがとうございました。

『DNA・さいたま動物の謝肉祭』
『 自由作品』
『 委嘱作品
（ 振付：堀登）』

夢のような賞を頂き、驚きと喜びでいっ
ぱいです。幼い頃からただただ踊る事
だけが大好きだった私を、母として教
師としてご指導下さった先生、支えて
下さった方々に感謝し、今後とも日々精
進して参りたいと思います。

毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

埼玉県舞踊協会が春一番に
皆様にお届けする
フレッシュダンスコンサート
2009 年 2 月 1 日（ 日）午後 6 時 開演
埼玉会館 大ホール

富士奈津子

早春のバレエ・

モダン
1 部成人の部

阿部夏香
矢内千夏
小林万利佳
柳澤実佳
大沢莉穂
中村朝香
酒井麻結
鎌田早伎

今回この踊りを初めて踊りました。先生
に注意されていた音を感じて光り輝く
ように踊ることを意識しながら踊りまし
た。反省点もあるのでこれからもっと練
習したいと思っています。ありがとうご
ざいました。

ジュニア バレエ フェスタ 2008

正木いづみ

モダン
ジュニアの部

アメリカンダンスフェスティバル（ADF）75 周年の記念すべき公演
（7 月 18 日・19 日）に参加させていただきました。ADF はノースカロ
ライナ州ダーラムにあるデューク大学内で 、毎年 6 月から 7 月にかけ
て 6 週間にわたり開催され 、アメリカ随一といわれる大規模なダンス
フェスティバルです。
当初は 、マーサグラーム・ハンニャホルム・ドリスハンフリーらに支
えられて次第に大きくなり今に至っているそうです。今回の公演は 37
団体・60 作品がレイノルズインダストリーズシアターとページオウ
ディトリゥムで行われました。75 周年を記念し特にジャパニーズフェ
スティバルの特集が最後の 4 日間に組まれ 、前二日間は大駱駝艦の舞
踏で最後の二日間（ 三回公演）がナチュラルダンスシアター・ダンスシ
アタールーデンスの 2 団体及びケイタケイさん・私「 心中天の網島」よ
り〈 おさんのくどきの場〉の 4 作品で 、連日ソルドアウトの中で観客の
温かい総立ちの拍手を戴き感動のステージでした。
私と同じ誕生の ADF に参加できたことは 、節目として大変嬉しいこ
とでしたが 、何よりもリモンダンスカンパニー・マーサグラームダンス
カンパニー・ポールティラーダンスカンパニー・ビルティジョーンズダ
ンスカンパニー・メレディスモンクほか国際的にも有名なカンパニー
及びダンサーが作品を発表している中で 、私が参加させていただいた
ことをとても光栄に思っております。また他の校舎では 6 週間にわた
り講習が行われており 、モダンダンス・インプロビゼーション・コンポ
ジション・アフリカンテクニーク・バレエなど広範囲にわたり取り入ら
れておりました。
りすが遊び夕べにはカジカの合唱が聞かれる広大なキャンパスで 、
6 週間ダンス三昧に浸れる若者たちを羨ましく思う日々でした。
後日ニューヨークタイムズに載った批評です。
「 藤里照子の『 心中天
の網島』では 、原作に描かれた男に裏切られた女の悲しみと怒りの葛藤
についてはさほど直接的には表現されていない。しかしながら 、藤里
の存在感は大きく 、哀歓に満ちた繊細な振付けにより原作の持つ情感
を見事に表していたと思われる。」
この機会を与えていただいた（ 株）アンクリエイティブの方々に感謝
しています。

阿部裕恵

伸びゆく彩の国さいたまの子どもたちによる

藤里照子

A DF に参加して
バレエ
2 部児童の部

第42 回

STAGE1
今回、ジュニア部では初めての挑戦で
した。このような歴史のあるコンクール
で評価して頂き、とても自信になりまし
た。これからは踊りをもっと良くするた
めに、このことをきっかけに頑張ってい
こうと思います。

モ ダ ン バ レ エ

41

今回は練習があまりできず “ 今の自分の
ベストを” と舞台に立ったので１位と聞
いたときはとても嬉しかったです。踊り
は満足ではないけど、日々の積み重ね
が受賞に繋がったと信じてこれからも
日々努力していきたいです。

20

第１位
橘秋子賞・県知事賞
第２位の１
県議会議長賞
第２位の２
県教育長賞
第３位の１
県文化団体連合会長賞
第３位の２
県文化団体連合会長賞
第３位の３
県文化団体連合会長賞
朝日新聞社賞
埼玉新聞社賞
テレビ埼玉賞
東京新聞賞
毎日新聞社賞
読売新聞社賞
チャコット賞

廣岡奈美

09

武内奈央

バレエ
ジュニアの部
堀沢悠子

クラシックバレエ
バレエ 1 部成人の部
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