Saitama Dance Association
NO.32

池本ひかり

波多野渚砂

１ 部 成 人 の 部

綾
渡邊

11

今回、このような賞をいただくことができ、
とてもうれしく思っています。黒鳥はテク
ニックや表現が難しく、まだ出来ていない
のでもっと練習していきたいです。これか
らも周りの人への感謝を忘れず踊っていき
たいです。
加藤菜々海

直塚美穂

ジ ュ ニアの 部

評

ジゼルはずっとあこがれていた曲です。練
習の時からあまりうまくいかず 、テクニッ
クの面では反省点が多いですが、気持ちよ
くおどれました。結果にはおどろいていま
すが、先生方に感謝の気持ちでいっぱいで
す。

柴田実樹
宮澤華奈絵
小川理恵
住山美桜
戸澤ほのか
土川世莉奈
湯本沙季
スターク玖麗

栗原ゆう

竹津栞奈

中野伶美

２ 部 児 童 の 部

台に立つ意欲が非常に旺盛で 、
どのコンクールも小学生と中学
生の参加がほぼ最多という賑わ
いです。それは悪いことではあ
りませんが 、問題は大人の踊り
を大人に教わったとうりに子供
が踊っている点です。優れた振
付家が子供の精神的 、肉体的成
長に応じた作品 、名作をどんど
ん送り出してくれれば 、子供達
は 、みずからの感性で表現力を
磨き 、思春期には思春期を自然
に表現出来 、大人になったとき
には 、内から湧き出る人物像が
自然に表現できるようになるの
ではないでしょうか？成長に応
じた感性と知性の発育こそが 、
優れた表現力とエネルギーを生
み出すはずです。子供にしかで
きない表現を 、その時期に思い
っきりやらせておくことを 、コ
ンクールが手助けできればどん
なに素晴らしいことでしょう
か？ 大人の真似ではない「子
供の表現」を引き出す優れたバ
レエ小品を 、心ある作家にどん
どん生み出してもらいたい 、と
思うことしきりです。
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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

第 回 ステージⅠ によせて

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2012年4月〜10月公演となります。 第33回舞踊協会ニュースの発行予定は2012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。

松崎すみ子

さいたま市文化セン
ター・小ホールにおいて華
やかに行われた「ステージ
Ⅰ」
。
優 雅 な ダ ンス モ ダ ン ダ ンス
あ り 、ポ ッ プ な ダ ン ス。そ
し てコン テ ン ポ ラ リ ー、創
作 バレエと 、それ ぞれ 意 欲
的かつ個性的な作品が
曲。開 演 か ら ２ 時 間 弱 、満
員の客席からは暖かい拍手
が続き 、終 演 後は皆さん満
足して帰られたようです。
今回は 、ダンサーとして
活躍している人が後輩に振
り 付 けをした曲 もあり 、ス
テージⅠの“新人育成”の目
的が広がったことを嬉しく
思います。
来 年は 、彩の国 さいたま
芸術劇場・小ホールでの開
催となりますが 、今回出演・
振 付 をした皆 さん 、特にバ
レエ関 係の皆 さん 等 、今回
とは一寸違った空間に挑戦
してみませんか。
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武田侑子
クラシックバレエ
2 部（児童）
武田侑子

中島映理子

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

健塁
友子
幸恵
龍之介
瑞香
佳那子
優美
めぐみ

五十嵐愛梨

柳澤実佳
翠川 栞
近藤合歓
石原朱莉
西尾美香
秋葉みちる
菅井円加
鈴木詠翔

10

安西
中村
仙波
石川
鈴木
石向
佐藤
久世

長い間挑戦し成長させていただきましたこ
の歴史あるコンクールで受賞出来ました事
大変嬉しく思っています。支えて下さった
方々に感謝しより深みのある質の高い踊り
を目指しこれからも励んでまいりたいと思
います。

優

木暮絵梨子
浮島

クラシックバレエ
ジュニアの部
五十嵐愛梨

二山治雄

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

中ノ目知章

82

「ご挨拶」

11

クラシックバレエ
1 部（成人）
木暮絵梨子

第１位
橘秋子賞・県知事賞・藤井公賞
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
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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／（公社）日本バレエ協会／（財）橘秋子記念財団

いように感じました。
名 、ジュニア３５８名。１部は決
クラシックバレエ部門
クラシックバレエ部門
接 戦の 上 位 で は 木 暮 絵 梨 子 、
選進出 名 、とくに男性が参加
池本ひかり 、浮島優など 、堅実に
８ 、決選４名はやや寂しく感じま
舞踊評論家 うらわまこと
舞踊評論家 伊地知優子
まとめたタイプが多いなかで 、波
した。これはジュニアも同じ 、男
大震災を超えて立派な運営内容に敬意
多野渚砂はみごとなスタイルで
性参加 、決選７名は比率から
今回 、私の審査はクラシック
クラシックバレエ 部 ジュニア部
アピール派 、中村友子も同様。男
みてももう少しほしいところ。男
バレエ部門２部の決選でした。
性では丁寧にまとめた中ノ目知
性は最後にまとめて演技するこ
東北震災の影響で 、会期中に停
３月に発生した大震災は 、舞
章 、見せ場を心得た安西健塁。
とになって 、演技も審査もやりや
電もあり得るとの予測から 、人
踊界にも甚大な被害をもたらし
すくなりましたが 、さらに男女別
数を例年より減らしたとのこと
ました。亡くなられた方もおられ
に順位を付けるようにすると 、参 〔ジュニア部〕 この年代は伸び
ですが 、決選だけに 、さすがに
ますし 、自宅やスタジオが被災 、 加もしやすく 、男女の公平さも高
盛り 、身体条件にも恵まれ 、全体
技術的なレベルは高く 、容姿も
また原発事故で心ならずも避難
に勢いがあります。一方体型も変
まります。賞品の準備など大変
申し分のない子が今年も少なく
しなければならなくなった方も。 だと思いますが 、検討してみたら
わりやすい時期。ただ決選進出
なかったことは 、幸いでした。
また活動もいろいろと影響を受
者は 、ほとんどがスタイルを維持
ど う で し ょ う か。
クラシックバレエは基礎だけ
け 、コンクールもいくつかが中止
していました。
で 年かかるといわれ 、小学生
となりました。そのなかで２番目 〔１部 、成人の部 〕 この部はプ
出来上がっているもの 、伸びし
の間は難しい技を獲得すること
ロ予備軍 、あるいはすでにプロ。 ろのあるもの 、さまざまですが 、 より 、基礎の完成度を高めるこ
に長い歴史をもち 、規模でもトッ
たしかに決選進出者は 、基礎や技
プを争う埼玉全国舞踊コンクー
若々しいしなやかさがこの部の
との方が大切ですから 、成長の
術レベルはある程度のところま
ルが 、いろいろな困難を乗り越え
魅力。全体に高いレベルの中 、ジ
段階に応じた技術 、表現を獲得
できています。この場合でも 、素
て開催されたことは 、舞踊界 、そ
ュニアらしい伸びやかさをもって
して行くのが理想です。子供に
直にしっかり 、国内外の大カンパ
して各地域に大きな勇気を与え
好感のもてる五十嵐愛梨。続く
は「子供の表現」というものがあ
ニーのコール ド
ました。ご関係者の努力に深い敬
渡邊綾 、加藤菜々海はまとめ方の
り 、日本には児童舞踊という素
･ バ
･レエ候補と
いう視点と 、個性的なアピールポ
意を表します。いろいろな理由で
うまさ。見事なスタイルの直塚美
晴らしい伝統があるのですが 、
イントをもっているものという
参加者は少し減りましたが 、それ
穂 、秋葉みちるも華があり 、とも
クラシックバレエの名作には
視点があります。いずれの場合に
でも全体で１３５０名を超え 、被
に印象的。菅井円加はジュニアを 「子供が踊る作品」がほとんどあ
も作品の解釈 、表現は重要です。 超えています。二山治雄は技術で
災地からも多数の参加をえたこ
りません。海外のコンクールで
もちろん 、実際には総合的に評価
とは 、大変に嬉しいことです。
見せ場をつくりましたが 、男性は
児童部がない理由のひとつがそ
するわけですが 、全体として中庸
クラシックバレエ部門は全３
一長一短 、一層の努力を期待した
こにあります。
にまとまっているダンサーが多
部８２１名 、うち一部（成人）
いところです。
日本の豆バレリーナ達は 、舞

評

─────────────── クラシックバレエ ───────────────
1
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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

第44回 埼玉全国舞踊コンクール

埼玉県舞踊協会会長 藤井利子

２０１１年度は 、埼玉県
舞踊協会創立 周年を迎え、
６月の総会では 、自粛の意
もあり 、出席会員でささや
かな祝賀の一時を過ごしま
した。その折 、創立以来 年
間御尽力下さいました 氏
と 、長年理事として 、副会長
として御尽力下さいました
３氏に 、協会員一同より感
謝状を贈呈させていただき
ました。年度末には 、 周年
発行「舞芸」の 、その後 年
間の記録を発行する準備に
入 っ て お り ま す。夏 の 埼 玉
全国舞踊コンクール 、秋の
ステージ１、
冬のダンスセッ
ション 、春のフェスティバ
ル。そ の 間 を 縫 っ て コ レ オ
グラファーの目 、ジュニア
フェスタ等 、今年も事業の
充実を計る為 、理事会・各事
業部会を重ね 、企画運営を
煮 詰 め て お り ま す。３ 月
日の大震災により 、特にコ
ンクールでは 、参加数の制
限（計画停電を想定）
、プロ
グラム売上金を義援金に計
上する等 、気のもめる特別
な 運 営 と な り ま し た。津 波
で家を流される等 、被災さ
れた４名の舞踊家個人と 、
５県の洋舞協会には 、埼玉
県舞踊協会会員一同として、
８月 日見舞金を送付させ
ていただく事が出来ました。
元気を取り戻して戴く応援
歌となればと 、心より祈念
い た し て お り ま す。第 回
埼玉全国舞踊コンクールは、
沢山の方々の御支援 、御協
力のお蔭により 、素晴らし
い成果を揚げ終了出来まし
た。御報告と 、皆々様に心か
らの感謝を申し上げます。
９月 日
「ステージ１」
は、
舞踊家としての活動を目指
す方々の 、自由な発想・創造
と 、作品表現を熱思したダ
ンスを発揮する貴重な体験
の場として 、次代育成に力
を 注 い で い る 公 演 で す。悩
みながら 、前向きに自己を
切り開いて下さる事を願い、
楽しみにいたしております。
最後になりましたが 、会員
の皆様の御健康をお祈り申
し上げます。
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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

埼玉県舞踊協会
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さいたま市文化センター 小ホール
2011年9月30日
（金）

第38回 ステージⅠ

STAGE1

2011.10.25（火） NO.32

S･D･A･NEWS

埼玉県舞踊協会ニュース

S･D･A･NEWS

この度は、このようなすばらしい賞を受賞
させていただきとても光栄に思っておりま
す。そして、指導してくださった母である
先生にとても感謝しています。今後もこの
賞を励みに、ダンサーとして頑張っていき
ます。

モダンダンス
細井瑞希
内田彩月

2 部（児童）
本郷仁珠

木場裕紀
津田ゆず香
海保文江
竹中優花
山本 裕
伊東由里
川合杏奈
水野多麻紀
北野友華
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川合十夢
千田沙也加
久保愛梨
渡辺はるか
宮本悠加
脇坂優海香
岸野奈央
古川真央
名越晴奈
原口美沙
長谷部萌絵
薄田真美子
阿久津理央

85
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井村恭子

日韓 アジアの華麗なる競演

アジアの熱い風
2月5日（日） 17:00 開演 大ホール
入場料：5,000円（全席自由）

レクイエムから未来へ
駆ける 翔る 架ける!!
−歌は昊を舞、踊りは心を歌った−
2月4日（土） 18:00 開演 小ホール
入場料：3,000円（全席自由）

■コレオグラファーの目 vol.9

～美術家・浅見俊哉氏との異色のコラボレーション～
2月3日（金）18：00〜19：00 ／ 2月4日（土）16：00〜17：00 ／情報プラザ周辺（無料）

■講演「演出家の目」 ～演出発想の裏側を探ってみよう！～ 講師：斉藤譲一
2月3日（金）19：30〜20：30 ／映像ホール 受講料：1,000円

■ピラティス講習会

～まだまだあるよ。ダンスと身体の新世界！～

（A）1月31日
（火）18：00〜19：30 ／（B）2月4日
（土）10：00〜11：30 ／大練習室
（地下2階）受講料：1レッスン2,000円

■キャラクターダンス

～まだまだあるよ。ダンスと身体の新世界！～

（C）1月31日
（火）19：45 ～ 21：15 ／（D）2月4日
（土）11：45 ～ 13：15 ／大練習室
（地下2階）受講料：1レッスン2,000円

チケット
及び
受講のお申
込み

◆ファックスでお申込み⇒お名前 、ご住所 、ご希望のチケットと枚数を
048-866-7366 （藤井）へ送信
◆メールでお申込み⇒お名前 、ご住所 、ご希望のチケットと枚数を
dancesession2012@gmail.com へ送信
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月〜 ２０１２年 月

■Bプロ
第44回埼玉全国舞踊コンクール上位入賞者披露
（ジュニア部）
井上美代子バレエスタジオ
和加技舞踊研究所
（小林和加枝）
谷 乃梨絵モダンダンススタジオ
ブラッサム
（白石喜久枝）
HAGAバレエアカデミー（芳賀のぞみ）
細川初枝モダンバレエスタジオ
穴水かおりバレエスタジオ
川名今朝美モダンバレエスタジオ

主催：埼玉県舞踊協会／提携：
（公財）埼玉県芸術文化振興財団

２０１１年

■Aプロ
第44回埼玉全国舞踊コンクール上位入賞者披露
（二部児童）
中村友美・上田仁美モダンバレエ
藤井舞踊研究所
（藤井利子・上原尚美・藤井 香）
山路瑠美子バレエ研究所 新座教室
すゞきさよこモダンバレエ教室
マヤバレエスタジオ
（原島マヤ）
山本教子バレエスタジオ
吉田久木子モダンバレエ研究所
窪内絹子モダンバレエ研究所

2012.1.31
（火）
・2.3
（金）
〜5
（日） 彩の国さいたま芸術劇場

4

協会員催し物ご案内

《会場》川口リリアメインホール
■Aプロ 2012.3.3（土）17：00開演予定 ■Bプロ 2012.3.4（日）15：00開演予定

彩の国ダンスセッション 2012

おおみや洋舞協会 第８回公演 《有料》
◎ ／ （日）
さいたま市民会館おおみや
☎048
（645）
6551 アキコ・カンダ事務所
……………………………………………
第 回 間瀬バレエスタジオ発表会
◎ ／ （水・祝）
県立熊谷会館
☎048
（521）
3500
間瀬桂子
……………………………………………
市両芸術空間プロデュース 第２回公演
ライフ イズ ア ダンス vol.11 《有料》
◎ ／ （土）
全労済ホール スペース・ゼロ
☎048
（837）
2507
市川華代
……………………………………………
寿美バレエスタジオ 第 回 発表会
◎ ／ （土）時間未定
板橋区文化会館 大ホール
☎090
（8856）
6209 栃沢寿美
……………………………………………
山﨑麻矢モダンバレエスタジオ
２０１２年発表会
◎ ／ （日）
川越市市民会館 中ホール やまぶき会館
☎049
（234）
3947
山﨑麻矢
……………………………………………

バレエ・モダンダンスフェスティバル

◎編集後記
東日本大震災 、猛暑 、台風と 、大きな災
害を被った日本 、新しい国づくりに進ん
でいます。
埼玉県舞踊協会では催し物を通して 、皆
様に協力をいただきました。一日も早く元
気になり 、楽しくダンスが出来ますよう
に…と 、願っております。
広報部 笠原千珂子 山本教子

伸びゆく彩の国さいたまの子どもたちによる

2

2

ずいぶんの年月を過ごしました。45年もです。協会創立の頃の事が話題に出ると、とても懐かしく、まるで木もれ陽の風
景を見るようです。
藤井公先生から協会設立についてのお誘いを受け、浦和の喫茶店に集まりました。膝を揃えて背筋を伸ばして、ともかく
緊張してお仲間に入れていただきました。
結成されてその年に、発足記念公演が催され 、一年後には驚異のコンクールが始まりました。コンクールは“東京新聞”
と
云う中で舞踊家が立ち上げ 、世の中を変えたのですから、これは事件であったと思います。でもこのコンクールのパイオニ
アも初めは手創りでした。モゾー紙を何枚も貼り合せて集計表を作り、読み上げられた点数を5・6人で一斉に計算機を叩い
て記入し、後半に差し掛かると入賞競いが見えてきます。こちらのテンションも上がり、つい声が大きくなって、何しろ密
室での集計ではありませんでしたから「聞こえるわよッ」と叱られながら、協会員全員での大仕事でした。集計表を床いっぱ
いに広げて、しゃがみ込んだり、膝をついて這うようにして点数を書き込み 、こんな作業が将来に夢を賭け、何の利益も打
算も持たない藤井公先生をはじめ、諸リーダー先輩方の情熱やお人柄と合体して、協会の成り行く方向は既に決っていたの
だなあと思います。
振り返って自分の勝手を云ってしまいますが、
一身上の都合とはおこがましくも、
協会の行事に余り参加出来ず、
今となっ
ては申し訳なく思っています、そして残念にも思っています、それでも感謝状を頂戴してしまいました、恐縮の限りです。
総会の会場の雰囲気は花が咲いたようでした。叡智ある次世代はもう走り始めていましたし、埼玉県舞踊協会はいつも“こ
う”です。明るく、優しい―――、私が今さら出来る事などありませんが 、一番身近な活動として、サポーターの役目くらい
はと思い直しました。その日帰ってから35周年の記念誌を手にしました、立派な歴史が刻まれていました。それから10年が
過ぎていました。若い人達が心を弾ませてこそ、すべてが弾むのだと思います。
新体制・会長 利子先生大丈夫!! 協会のこれからの人達は甚だ自然体で伸びやか、と、私には見えましたから。
改めて、こんなに長くお仲間にしてただいて感謝致します。

第45 回

1

3

伊藤ひとみ振付）
は 、後ろ向きで登
場 、よじれたり 、捻ったりとデフォ
ルメを駆使した振付をよくこなし、
シュールな感覚さえ感じさせる独
自の表現に仕上げていて頼もしい。
『微生物バロック』（久保田祥貴 、服
部明子）は 、メタリックなノイズに
のって少年が踊る。構成 、主題への
視線が面白く 、難しいテーマの振
付を掘り下げて個性豊かな作品に
仕上げていた。
各新聞社や他の賞に輝いた作品
のなかでも印象に残った作品が幾

第１位
細井瑞希
橘秋子賞・県知事賞・津田郁子賞 内田彩月
本郷仁珠
第２位の１
県議会議長賞
伊藤未唯
第２位の２
県教育長賞
宇野鈴音
第３位の１
県文化団体連合会会長賞
名雲有希
第３位の２
県文化団体連合会会長賞
佐藤うらら
第３位の３
県文化団体連合会会長賞
久保田祥貴
朝日新聞社賞
タルマン磨野
埼玉新聞社賞
西島実里
テレビ埼玉賞
菅野 幸
東京新聞賞
宮口真緒
毎日新聞社賞 矢野真央・峰松佑衣・立石海音・田嶋心夏・梅本羚衣
読売新聞社賞
藤井 颯
チャコット賞 佐竹空乃・前島加奈・柿沼凛・濱田来南・高橋この葉

感 謝状に思いを馳せて

85

つかある。朝日新聞社賞の『 Sense
』（タルマン磨野 、竹内
of Wonder
あけみ振付）もそのひとつ。総タイ
ツ姿の少女がしなやかに踊る作品
だが 、水音など自然音を背景に 、
蛍や昆虫 、草花などこの世の驚き
に満ちた生の姿を繊細な詩的表現
へと変えていた。また 、 人の小さ
な少女が踊った
『私も入れて！』（矢
野真央 、
峰松佑衣 、
立石海音 、
多嶋
心夏 、梅本玲衣 、入江由紀子振付）
は 、絵画的な構図と振付に計算が
あり 、子供の個性を素直に活かし
て童画を想わせるやさしい情景を
現出させた。
参加者のこれからの成長と活躍
を祈りたい。

２部児童の部
この度は、すばらしい賞を頂きありがとう
こざいました。私達はカッパになりきって
三人で揃うように頑張って踊りました。一
位と聞いた時はとてもうれしかったです。
指導して下さった先生方のおかげです。こ
れからも頑張ります。

鈴木いづみ

別な評価を報告したい。まず 、第
位となった『カッパ何様オレ様
だ』（窪内絹子振付・指導）
は 、三人
の出演者
（細井瑞希 、内田彩月 、本
郷仁珠）の溌剌とした表現に衒い
がなく 、独特の説得力を持つ舞台
となっていた。カッパという架空の
存在に想いを馳せ、
床を転がり 、
全
身を使って跳ね回る姿には児童舞
踊ならではの詩情が生まれていた。
今持てる力をすべて出しての活躍
が嬉しい。
第 位の
『しん・深ト・・・』（原島
マヤ振付）は 、大柄の女の子（伊藤
未唯）がマーラーの曲を背景に薄
墨の衣裳を身にまといしなやかに
踊っていく。作品の奥に感じさせ
る哀感は何かと観る者を誘う深み
のあるソロである。同じく 位の
『 Wings to Fly~
翼 を く ださい 』
（青木りえ振付）は女性ヴォーカル
にのって憧れを踊る。
抽象的な主題からやわらかな叙情
性を感じさせた素直な表現力がい
い。
位はそれぞれに個性が出た三
本。『明日への道標』（南雲有希 、蛯
子奈緒美振付）は 、よくテクニック
をこなして踊る達者な表現が印象
的。『かかしの見た夢』（佐藤うらら 、

ジ ュ ニ ア の 部

川合十夢

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

森田美雪

モダンダンス部門

モダンダンス
ジュニアの部

三田瑶子

24

評

この度 、光栄なる賞を頂くことが出来 、大
変嬉しく思います。受賞出来たのは、今ま
で出会った沢山の方々のおかげです。12
月より、海外研修で日本を離れますが、感
謝の気持ちを忘れず 、精進していきたいと
思います。

幅田彩加

新人と目される人たちは誰も上位
るという現象が 、
１９２３年９月１
日に起こった関東大震災の時にも 、 に入らなかった。いろいろな理由が
あると思うけれども 、彼らの鍛え
パフォーミング・アーツ全体の分野
られた肉体は 、大震災の影響をよ
で起こっていた。モダンのジュニア
り深いところで 、
より大きなものと
の部 曲と成人の部 曲の決選に
して受け止めていたせいで 、こうい
出場した作品を審査して 、人間の
う結果に終わったのだと私は理解
からだはそんなに早く切り替えが
効かないものなのだということに 、 した。ショックを肉体が咀嚼して
プラスに転ずるには 、それなりの
私は気付かされた。
時間が要るのであり 、それが舞踊
ジュニアの第１位は西川菜穂子
なのだ。来年を期待したい。
門下 、静岡の川合十夢による
『蒼い
光』だった。素質の良さを示すのび
のびとした踊りには 、大震災の影
モダンダンス部門
響は少しも見えなかったが 、ジュニ
アはそれで良い。第２位の１の愛
舞踊評論家 立木燁子
知の千田沙也加の『歩（アルク）
』に
も同じようなことが言える。第２
ダンスは詩である。おそらく児
位の２の埼玉の久保愛梨の『炎〜
童舞踊は 、
よりその性格が濃い。第
火坑変じて』
では 、衣裳に炎の模様
回埼玉全国舞踊コンクールプロ
が描かれ 、ラストでは水の音が聞
グラムⅡ部 、児童の部（モダンダン
こえたりもしていた。しかし私は 、 ス部門）
の審査員を務めさせていた
それらを大震災にからめて見たわ
だき改めてその意を強くした。午
けではなかった。
前と午後に分かれ 名が参加した
成人の部は 、
『濡れ桜』の幅田彩
決選は作品に正面から向き合う清
加が 、表現の細かい工夫で第１位
新なエネルギーに溢れ 、優れた作
に 、緩やかな動きをうまく使った
品では幼いながら多様な表現に挑
三田瑤子が第２位の１に 、
台を使っ
むなかで振付を自分なりに昇華し
て動きの流れにアクセントをつけ
て観客に詩情として伝えることに
た森田美雪が第２位の２となった。 成功していた。
すでに名前の知られている有望
以下 、私見となるがいくつか個

１ 部 成 人 の 部

幅田彩加

第１位
橘秋子賞・県知事賞・藤井公賞
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

評

モダンダンス
1 部（成人）

44

舞踊評論家 山野博大

──────────────── モダンダンス ────────────────

「東北大震災が肉体に及ぼしたもの」

実行委員長 矢野美登里
このたびのコンクールは 、東日本大震災によって種々考慮した結果開催いたしました 、
計画停電や例年と違った悪条件の中 、毎日無事を祈っての一週間でしたが 、開催したこ
とに意義を感じたコンクールであり、44回目 !! 忘れることのできないコンクールとなり
ました 、ご参加くださいました方々に感謝いたします。

埼玉全国舞踊コンクールの第１
回は、１９６８年８月 日に大宮商
工会館大ホールで行われた。当時
は昭和元禄 、いざなぎ景気の頂点
の頃で、日本全体に活力がみなぎっ
ていた。それから 年目の２０１１
年は、
長い不況のさなかに東北大震
災が起こった年として、後世に記憶
されることになるのだろう。モダン
の審査員室で今年の出場者につい
て感想を求められた時に、私はとっ
さに「並んだ作品に、大災害の影響
が少しも見えないのは、今の状況に
敏感に反応して作品を創作すべき
現代舞踊としては、問題なのではな
いか」
と答えた。
しかしこの意見を 、今では全面
的に変えようと思っている。舞踊
という人間の肉体全部を使う芸術
は 、主に頭で考え出す文学などの
芸術分野とは反応が違うというこ
とに気付かされたからだ。肉体が
反応しきれなくなって 、それに関
わる作品がまったく出てこなくな

第44回 埼玉全国舞踊コンクール
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