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荻野麻衣
齊藤美結
藤島美乃里
堀内 翼
堀内朔良
佐藤未晏
杉本舞花
小林このみ
安森
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豊村唯杏
田元楓夏
池田 叶
伊藤未唯
松岡あさひ
山口花菜
徳山紗希
坂田伶奈

■ 新 役 員 構 成 ■

佐々木奏絵

渡辺はるか

「新任のご挨拶」

木原浩太
山本 裕
鈴木いづみ
高橋純一
藤田茂時
新保 恵
増田陽子
久住亜里沙

名誉会長：津田郁子

北野友華

小沢金四郎

斉藤友美恵

顧 問：野呂修平

海保文江
幅田彩加

相談役：若松美黄

会 長：藤井利子

○埼玉県舞踊協会役員

中村友美

副会長：由井カナコ

笠原千珂子・河上正子

理 事：アキオキムラ・上田仁美

窪内絹子・佐多達枝

佐藤良寛・高野尚美

栃沢寿美・新野正代

藤井 香・松崎すみ子

矢野美登里・山本教子

吉田久木子

監 事：山路瑠美子・志保野ひろみ

〈 担 当 一 覧 〉

藤井利子・由井カナコ・中村友美

芳美

２ 部 児童 の部

２ 部 児童 の部

目標にしていた１位になれて、とても嬉し
かったです。月のさばくを王子とひめが旅
している様子を、心をこめて大切におどり
ました。これからも先生におどりを教えて
もらって上手になりたいです。

第１位
橘秋子賞・県知事賞・津田郁子賞
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
県文化団体連合会会長賞
第３位の２
県文化団体連合会会長賞
第３位の３
県文化団体連合会会長賞
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

○協会運営責任者

モダンダンス
2 部（児童）

○総 務

翼・朔良

佐藤良寛・新野正代

堀内

担当理事：高野尚美・河上正子

この度はこのような夢のような賞を頂き、
喜びでいっぱいです。今まで練習してきた
ことを認めて頂き、とても嬉しいです。こ
れまでご指導くださった先生方、そして仲
間に感謝し、これからも頑張っていきます。
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事務局員：新野久美子
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クラシックバレエ
1 部（成人）

クラシックバレエ

１ 部 成 人 の 部

この度は、身に余る賞を受賞させていただ
き、本当にありがとうございました。素晴ら
しい作品をご指導くださった先生方に、心
から感謝しています。今後も、日々の努力
を怠らず 、舞踊の幅を広げていきたいと思
います。

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
（株）
（社）
現代舞踊協会／（社）
日本バレエ協会／（財）
橘秋子記念財団

モダンダンス

１ 部 成 人 の 部

芳美

担当理事：河上正子・吉田久木子

モダンダンス
1 部（成人）

○経 理

担当理事：山本教子・笠原千珂子

７月 22 日〜 29 日 さいたま市文化センター大ホール・小ホール

○広 報（協会ニュース）

○ コレオグラファーの目・ジュニアフェスタ

（企画担当）

担当理事：佐多達枝・藤井香

担当理事：栃沢寿美・上田仁美

○フェスティバル

担当理事： 松崎すみ子・アキオキムラ

○ステージ１

○埼玉全国舞踊コンクール

実行委員長：矢野美登里

副委員長：河上正子

栃沢寿美・アキオキムラ

担当理事：窪内絹子・高野尚美

担当理事：佐多達枝・佐藤良寛

○コンサート

藤井 香・吉田久木子

○ダンスセッション

松崎すみ子・山本教子

担当理事：窪内絹子・高野尚美

笠原千珂子

青木りえ・穴水かおり

○各公演協力員

和泉伽甫留・市川華代

岡村えり子・川名今朝美

北原弘子・木村美佳

腰塚なつ子・小林和加枝

佐々木祐子・すゞきさよこ

谷乃梨絵・原島マヤ

堀部明里・矢嶋麻律絵

山中有子・若野信子

モダンダンス・クラシックバレエ

埼玉県舞踊協会会長 藤井利子

埼玉県舞踊協会は 、一九六七年
創立より 、大きな視点と先見の目
で、
芸術活動・育成・事業の三本柱
を建て 、意欲的な取り組みで 、現
在まで継続されて来ました。東京
都に隣接する埼玉県は 、独自性を
発揮した活動がむずかしい県だと
云われる中 、誇れる活動をとげて
来た県舞踊協会に思いを馳せる
時 、先任の方々に感謝の気持ちが
溢れます。
この度 、若輩者の私が会長に就
任いたしましたが 、微力ながら 、次
代にしっかり志を手渡すことが出
来る様 、努力をさせていただこう
と思っております。
会員の皆様には 、健康に留意さ
れ、
ご自分の信念を大事にされ 、
舞
踊協会の発展にも御尽力賜ります
様、
何卒お願い申し上げます。時の
流れで 、転機の必要に迫られるこ
とも生じると思いますが 、どうぞ
気軽に御意見や情報をお寄せいた
だけます様 、多角的視点から話し
合いを重ねて 、少しずつでも良い
方向に進んで参りたいと念じてお
ります。
先ずは 、新任のご挨拶とさせて
いただきます。

「新理事として」

アキオキムラ
全国的にも支持を得ている事業
を多数展開する当協会の仕事に参
加させていただく機会を得たこと
を身の引き締まる思いで受け止め
ております。
先ずは小間使いからお手伝いで
きればと考えます。宜しくお願い
致します。

上田仁美
埼玉県舞踊協会は 、私の人生の
学校です。コンクール 、フェスティ
バル 、ステージワン、早春コンサー
ト他公演など 、年間を通じて数々
の素晴らしい行事や企画に恵まれ、
協会の先生方の情熱と温かさに支
えられ 、
育てて頂きました。
ただ踊りが好きという理由で続
けてきましたが 、
舞踊を学ぶ一個人
としての課題への追求だけでなく 、
続けるほどに 、新たな勉強の場と
出会いが広がっていくことに感謝
しています。理事にふさわしい一員
となれるように努めて参りたいと
思います。どうぞ宜しくお願い致
します。

第43回 埼玉全国舞踊コンクール

林

発行所：埼玉県舞踊協会
発行者：藤井 利子
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 1-16 鳥昇ビル 3F
TEL:048-882-7530 FAX:048-882-7549
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石黒優花
玉浦

誠

伊藤瑞穂
中ノ目知章
木暮絵梨子
武藤桜子
鏡 有希
秋山千加子
有水俊介
石谷志織
山下実可
角田絵未里
桑名航平
鈴木梨央
高谷

石黒優花
シルヴィアは私の大好きなｖａなので１位
を頂いてとても嬉しく思います。久しぶり
のコンクールだったので新鮮な気持ちで踊
ることができました。これからもこの気持
ちを忘れずに頑張りたいと思います。

クラシックバレエ
ジュニアの部

遼

内野玲香
藤田菜美
中村緋女
中村ひとみ
堀内唯那
五十嵐愛梨
前原佳奈
正木 萌
兼元佑季
高田 響
池本ひかり
畑戸利江子
渡邊

鈴木梨央
今回、
歴史あるこのコンクールで受賞でき、
とても嬉しいです。ご指導下さった先生や
支えてくれた家族には、感謝の気持ちで
いっぱいです。これからも日々努力し、頑
張りたいと思います。

畑戸利江子

クラシックバレエ
2 部（児童）

綾

松井美優
翠川

栞

矢嶋寧音
田代幸恵
軽部智子
スターク玖麗
戸澤ほのか
寺澤菜名
長野ななみ
小泉祐奈
皆川七海

この歴史の長いコンクールの舞台に立ち、
一位を頂くことが出来てとても嬉しく思っ
ています。先生を始め、
私を支えてくださっ
た方々に感謝をし、今後も努力し続けてい
きたいと思います。本当にありがとうござ
いました。

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
◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2011年4月〜10月公演となります。 第31回舞踊協会ニュースの発行予定は2011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。
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クラシックバレエ部門

ごとに分散して参加者の負担が少な

8

◎編集後記
あの猛暑から一転しての秋の長雨。雨
降って地固まる！新編成での協会が始ま
りました。協会の発展に 、皆様の協力をお
願いいたします。
広報部 山本教子 笠原千珂子

30

評

モダンダンス部門

結果として 、確実に舞踊人口の裾野

くなるのであれば結構なことと思う。

山路瑠美子バレエ 新人の会公演《有料》
◎ ／ （日）
メルパルクホール
☎03
（3469）
1468 山路瑠美子
……………………………………………
野呂修平 創作バレエリサイタル《有料》
「棟方志功わだばゴッホになるじゃ」
◎ ／ （火・祝）
熊谷市立文化センター文化会館
野呂修平
☎048
（521）
3500
……………………………………………
《有料》
アキコ・カンダ・モダンダンス公演
◎ ／ （金）
◎ ／ （土）
・
◎ ／ （日）
青山円形劇場
☎048
（645）
6551 アキコ・カンダ
……………………………………………
文月玲バレエスタジオ第 回発表会
熊谷会館
◎ ／ （日）
文月 玲
☎048
（527）
5445
……………………………………………
「われは草なり」
藤井公 追善公演
・
《有料》
◎ ／ （土）
彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
藤井利子
☎048
（885）
2789
……………………………………………
周年記念
第 回 大岩静江バレエスタジオ発表会
リリアメインホール
◎ ／ （日）
☎048
（283）
9587
大岩静江
……………………………………………
Ｏ・Ｆ・Ｃ 合唱舞踊劇
「カルミナ・ブラーナ」
佐多達枝 演出・振付
《有料》
◎ ／ （火）
東京文化会館 大ホール
☎03
（3367）
2451 Ｏ・Ｆ・Ｃ事務局
……………………………………………
山路瑠美子バレエ研究所 発表会
メルパルクホール
◎ ／ （金・祝）
☎03
（3469）
1468 山路瑠美子
……………………………………………
◎おめでとうございます！
・平成 年度 文化ともしび賞
山中有子氏 受賞
・川口総合文化センター リリア開館
周年記念式典において
大岩静江バレエスタジオ
和加枝舞踊研究所
窪内絹子モダンバレエ研究所
へ感謝状が贈られました
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00

か。もしかすると 、自分の不得意と
するパが使われていないものを探
して 、それに決めるのかもしれませ
んね。選考委員は 、たいていのヴァ
リエーションの振付を熟知していま
す。登場する前に 、どこを見せよう
と思っているのか 、ある程度の予測
はつけられるものです。
得意とするところは 、勿論ちゃん
と見るようにします。しかしその他
のところにも目を配ることを忘れ
ません。得意なところが過ぎてしま
うと安心するのか 、とたんに調子を
落としてしまう人もいます。良いと
ころだけで点をつけるわけにはい
かないのです。

象」です。これは全ての出場者に共
何を踊るかということも 、 点を
通するところなので 、選考委員にと
つける上ではひとつの判断の材料
になります。グランド・バレエには 、 っては 、別々のヴァリエーションを
バレリーナの踊るパート 、
ソリスト・ 見較べる前に優劣を判断すること
のできる 、見逃すことのできないチ
クラスの人が踊るパートなどのい
ャンスとなります。どことなく品格
ろいろな踊りがあります。たとえば
きりりとした立ち居振る舞
『白鳥の湖』
ですと 、３幕には
『黒鳥』 がある 、
いがここでうかがえたら 、踊りの中
のヴァリエーションがあり 、１幕に
のちょっとしたミスなどは大目に見
はパ・ド・トロワのヴァリエーション
てしまおうとさえ思うほどです。そ
があります。やはりバレリーナのた
日常の生活からにじ
めに作られたヴァリエーションは 、 ういう風格は 、
み出るものなので 、バレエは日頃の
ソリストのためのものよりも 、かな
行いがとても大事な踊りなんです。
り難しくできています。同じような
第 回埼玉全国舞踊コンクール
仕上がりだったら 、それはもう『黒
のバレエ部門の受賞者は 、どの部門
鳥』の方に良い点を入れることにな
もこのような選考委員ひとりひと
りますね。ソリストの踊るヴァリエ
りの心の葛藤の結果として選ばれ
ーションで目立つためには 、どこを
ました。とても良い選考ができた
とってみても仕上がりがしっかりし
と 、私は選考委員のひとりとして大
ている上に 、どこかにキラリと光る
いに満足しています。ご出場の皆さ
部分がなければいけません。
お疲れさまでした！
そしてもうひとつの大事なのは 、 ん 、
最初に舞台に出てきた時の「第一印

評

舞踊評論家 池野 惠

ら。とりわけ学童期の世代には 、楽し

は広がり 、底上げとなっているのだか

く踊ることだけではなく 、目標を持つ

記録的な猛暑にも関わらず 、本年

さて 、そのような状況下でのモダン

ことが上達に繋がるのは目に見えて

ダンスの児童部である。決選に残った

功裡に終えられたことを喜びたい。こ
があったとのこと。その内の約４割を

のは１００曲。いずれも限られた時間

もまたコンクールが無事開催され 、
成

第Ⅱ部
（児童の部）
が占めている。この

いる。

部門は 、初期から参加者が多いとは

るだけではなく 、作品の本質をしっか

の中で 、与えられた振付を上手に踊

としは全体で１３９６曲のエントリー

ず盛況である。これは近年多様化の一

いえ、昨今の少子高齢化にも関わら

が何より幸いだった。けれんもなく 、

りと見極め 、素直に表現していたこと
や体育といった従来型の教育だけで

常に丁寧な指導の下 、熱心な稽古の

テクニックを誇示することもなく 、非

途を辿る複雑な社会のなかで 、知育

実が求められていることに繋がってい

様子が窺える。この世代で 、これほど

は成し得ない感性を磨く表現力の充

の成果が見られるとは正直思っても

は自ずと結果に繋がるものだ。こうし

るように思う。また 、一般にコンクー

てみると 、日常的に再演を観る機会
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： 19
00

舞踊評論家 山野博大

クラシックバレエ部門

出場者の中で最も心を動かされ
た二人は残念ながら選外だった。生
方さくらは気品があり 、神経の行き
届いた完成度の高い金平糖の精 、後
藤涼香は踊りに香りがあり 、パも明
晰 、スピリット溢れるキューピット
だった。二人とも舞台に立つことの
意味を良く理解している。
審査中に気づいたことは 、児童期
におけるポール・ド・ブラ 、
膝、
爪先
への意識の徹底である。正しい技術
習得や音楽性の開発は当然全指導
者が心掛けていると思うが 、正確で
美しい腕使いと意識化された脚の力
は 、バレエを芸術に昇華させる最大

の要素である。成人してからでは身
につけることができない重要な教育
項目と考える。さらに音源の問題。
極端に遅いテンポや不鮮明な録音
は、
踊りの印象を損ねるものだった。
評論家の審査員は一人。他の舞踊
家審査員の方は 、年齢に合わせた教
育的見地から審査されたことだろ
う。自分にはその力がなく 、これま
で公演評を書いてきて気づいたこと
や 、己の美的基準に沿って審査する
しかなかった。バレエほど観客とダ
ンサーが切り離されている舞踊ジャ
ンルは他にはない。到底バレエダン
サーを理解することはできないのだ
が 、客席からどう見えるかを伝える
ことはできる。今後も修練を積んで、
見る目を養いたい。

いなかった。
指導者の力量はもちろん、

のないモダンダンスにも 、秀作や名作
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コンクールのバレエ部門の出場
者は 、
クラシック・バレエのグラン・
パ・ド・ドゥのヴァリエーションなど
を選んで踊り 、自分の技を選考委
員に示すわけです。選考にあたる
者はそれぞれ自分の基準に従い採
点を行い、その総合したもので評価
の数字が出てきます。違うヴァリ
エーションがいろいろと出てくる中
で、
個々の選考委員はその内容の違
いをどのように調整して優劣をつ
けているのか 、そのあたりのことを
書いてみようと思います。
申込の段階で 、まず何を踊るの
かを決めなければなりません。指
導の先生と相談して 、得意なテク
ニックが使えるようなところの多い
ヴァリエーションを選ぶのでしょう

評
舞踊評論家 児玉初穂
他に畑戸利江子（スワニルダ）
、松井
美優（オーロラ一幕）
、軽部智子（オー
ロラ一幕）
、寺澤菜名（キトリ三幕）に
高得点を付けた。
興味深かったのが 、チャコット賞
の皆川七海
（タリスマン）
と協会奨励
賞の安達洸（パキータ）
。若年にして
強烈な個性を発揮している。皆川の
優美な脚のラインとギエム張りの開
脚 、安達のゴージャスな上体と雄弁
なポール・ド・ブラは 、
すでに舞台芸
術の香りを放っている。また同じく
奨励賞の武田侑子
（オーロラ一幕）
は、
詩情という得難い資質を身につけて
いた。

近年の子どもたちの優れた感受性の

ルの全国的な広がりに関しては 、
地域

顕れであろう。審査は困難を極めた。

作品を通じて師から弟子へと確実に

受け継がれていくものがあることを

というべき小品群が存在し 、
そうした

か。クラシックのような課題曲がない

このようにコンクールを通じて得

理解した。

振りに神経質になりすぎているので

は 、と思われる節もあったが 、その細

たものは少なくない。時に身振り手

では１人の肩に過不足のない技術と

性のひとつだろう。何故踊るのか 、と

やかな心配りも日本人ならではの個

を痛感した。それに加えて 、バレエに

表現が求められるのに対し 、群舞は

感じられた。他者との競い合いより

も、
自らを高めるための修行の場とし

いう本質的な問いかけがそこここに

ての役割を担っていることが 、このコ

やダイナミズムという点ではソロよ

としての才能を見出すことが目的で

に目が傾きがちになる。また舞踊家

あろう。

りも見栄えがするし 、
つい技術的な面

アンサンブルが大事。一糸乱れぬ動き

はない群舞をどう評価すべきか。ソロ

モダン作品を比較することの難しさ

分 、多種多様なテーマを取り上げた

どのような基準で差別化していくの

原島マヤ 作
『根』
『ジプシー・ダンス』アレクサンドル・ミシューチン 作／佐藤良寛 監修
中村友美 作
『ヌピアの印象』

予選を経て 、
一定の成果を収めた者を

〜中堅舞踊家による三つの作品〜

ンクールの最大の特徴であり美点で

華麗なるバレエ・モダンダンスの祭典

作／青木りえ・和泉伽甫留・荻江瞳・近藤碧・白石喜久枝
谷乃梨絵・新野正代・吉田久木子
（五十音順）

作品の評価ではない、ということが分

次代の舞踊家育成を目指しての一大イベント

日時／2011年2月11日（金・祝）開演17:00
会場／埼玉会館大ホール
チケット料金／3,500円（全席自由）
『仮想美術館』

12

ジュニアの部 上位入賞者抜露

（JR 南浦和駅西口徒歩7分）

4

作品B／埼玉県舞踊協会会員の子どもたちによる

早春バレエコンサート2011

かっていても 、やはり振付の良し悪し

11

20

さいたま市文化センター
東側広場（特設会場）

10

11 11 11

40

29
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［ジュニアの部］ここはさらに交替
が著しく 、一長一短の激戦。その中
で佐々木奏絵が動き 、作品表現の
バランスで一人頭抜けています。あ
とは渡辺はるか 、たけだ有里 、高橋
玲美 、中野真李ら一線。男性は新進
の川合十夢が若さで頑張るだけ 、
成人よりさらに寂しい状況 、今年
だけの現像であってほしい。
ダンサーの評価とは直接関係の
ない個人的な心情なのですが 、ひめ
ゆりの塔（沖縄）
、ヒロシマの声（原
爆）をテーマとした作品を踊った荻
野麻衣 、齊藤美結が入賞したこと
は 、社会的 、政治的なものに無関心
という風潮のなかで 、これらを忘れ
ずに取り上げ 、表現しようとした
舞踊家がいることを示し 、
心強く感
じました。

入場料／1,995円（前売・当日売）
お問合せ／048-885-2789（高野まで）
主催／埼玉県舞踊協会

埼玉全国舞踊コンクール（クラシ
ック２部）の審査員を初めて務めさ
せていただいた。審査を終えた最初
の感想は 、指導者の方々のバレエ芸
術に対する認識が深いということで
ある。国立バレエ学校がなく 、統一さ
れたメソッドをもたない状況で 、出
場者の三分の一は押し並べてバレエ
の優美を実現していた。
上位入賞者の中では矢嶋寧音（ド
ルシネア姫）を高く評価した。技術 、
明晰なパ、気品と揃っている。また
翠川栞（スワニルダ一幕）の足技の切
れとシンメトリーな体も印象深い。

評

もともと十分力をもっており 、当然
の結果。北野友華もジュニアから長
いキャリアを積み重ねています。男
性では進歩を続けている若手の木
原浩太 、
見せ場を心得たベテラン山
本裕 、それに個性的な高橋純一が続
きますが 、
上位に鈴木いづみなど新
顔がひしめく女性に比べると 、
全体
としてはやや寂しい。コンクールが
全てではないにしても 、挑戦を期待
したいところです。

会場／彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
日時／2010年11月7日（日）
13：00・19：00開演予定

子どもたちによる
バレエ・モダンダンスの
野外パフォーマンス
2010年10月17日
（日）12：00〜

りません。
モダンダンス部門
その意味で今年のモダンダンス
部門（成人 、ジュニア部）は 、レベル
舞踊評論家 うらわまこと
的にも内容的にも 、着実な変化を
示していると言ってよいと思いま
わが国で 、東京新聞全国舞踊コ
す。その要点は 、まず世代の交替が
ンクールに次ぐ長い歴史をもつ埼
明確になってきたこと 、参加者の減
玉全国舞踊コンクール。乱立するコ
少のなかでレベルはむしろ上がり 、
ンクールのなか 、こちらも影響を受
とくに成人の部では個性 、アピール
けざるを得ませんが 、変化は無視
する力がより重視されるようにな
できませんが右顧左眄することな
ってきたことです。
く 、信頼度をさらに高めていくこと
［成人の部］
一位は林芳美 、まだ若
が必要です。とくにモダンダンス分
手の部類ですが 、明快な技術とと
野ではコンテンポラリー、ヒップホ
もに高いアピール性をもっていま
ップなどの新しいスタイルが注目
す。続く海保文江は動きのスタイ
されていますが 、これらを排除する
ルは変えずに作品イメージを一新 、
のでもなく 、またそちらに傾斜する
こともなく 、
ダンサーの素質 、
能力 、 表現を強めたのが高く評価されま
した。幅田彩加 、斉藤友美恵は少し
とくに表現力を評価するという原
ずつかわってきてはいるとしても 、
点を忘れないようにしなければな

はつらつとした若者による創造・活動の祭典にご期待を！
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長男を身ごもり、
やっと10回目の抽選に当たり狭い東京のアパー
トから春日部の団地に移転した頃、藤井公先生から埼玉県舞踊協
会設立にあたり入会しませんか？のお電話を頂きました。出産を終
えすぐ入会を伝えました。その年の協会主催公演でソロを踊らせ
ていただいたのですが…それが第一回フェスティバルだったかも
しれません。協会に在籍し
「目から鱗」
とは正にこの事!! 創作力溢れ
る先輩先生方に接して私の世界は広がりました。念願の教室を開
設し独自の発表会を開く時は先輩方々の発表会を拝見して感激し
たようにプログラムには創作バレエファンタジーを創ろう！未熟な
がら実現して、次は教室で育った生徒達とリサイタルを開設したい
等々、夢を持たせてその夢を実現に導いてくださったのは協会で
仲間として接して下さった先生方です。何から何まで生徒指導の
心得、発表会や公演開催の手順、プログラム原稿作りまで協会の
仕事を手伝う度に学ばせていただきました。舞踊家として指導者
としても萎縮していた私に少しずつ自信をつけ勇気を与えてくだ
さったのも協会の先生方です。
若い会員が切望していた舞踊大学講座が開講され講座の準備を
手伝いながら生徒と共に学びました。嵐山での合宿体験はかけが
えのない思い出です。
20余年前、
担当を受け継いだフェスティバル第43回を無事終え、
次代の担当にバトンタッチ、来春は新しい担当でフェスティバルが
開催されます。
時代が変わり何事もパソコンで得ることが出来ると云われます
が、人と人との交わりでこそ得られる宝があります。下手でも良い
行動しなければ発展はない!!この言葉を胸に今やりたいことを作
品にしている私がここにある。大切な舞踊仲間を与えてくださった
埼玉舞踊協会に感謝です。

第37回ステージⅠ

ジュニア バレエ
フェスタ 2010

中村友美

今 ここにある
彩の国さいたま芸術劇場での競演 バレエ・モダンダンスの会
平成22年度

12

主催／埼玉県舞踊協会

川口市立アートギャラリー ATLIA
KAF（川口アートファクトリー）
入場無料

1

作品A／第43回埼玉全国舞踊コンクール児童の部

2010.10.9（sun） 17：00〜

2 27

月日／2011年3月5日
（土）
・6日
（日）
会場／川口市総合文化センター
リリア メインホール（入場無料）

〜ダンサー・パフォーマー・ミュージシャンと
二つの
「場」
が織りなすコラボレーション〜

3

ダンスフェスティバル

コレオグラファーの目vol.7
「夜会」

4

第44回 バレエ
・モダン

S.M.F 事業 平成22年度文化庁美術館
歴史博物館活動基盤整備支援事業

2010.10.10（日） NO.30

埼玉県舞踊協会ニュース
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