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評
モダンダンス・１部
（成人）
も問題があるかもしれません。
すが、見せかけの難解さは 、ダンスの魅

学や詩を表現することはもちろん可能で

半でした。踊る人はたぶん、次のテクニッ

て、その魅力を生かしていない作品が大

にのみ、見ることができる踊りです。その

て十分に才能を発揮する。こうした場合

際には、踊る体を通して、音楽が聞こえ

ような気もします。これは審査する側に

クのことで頭がいっぱいなのでしょうが、

評

創作舞踊部門

舞踊家 藤井利子

仕方ないことですが、そのせいで似たよ

ずです。

オリンピアン」（指導：久慈幸恵）もその一

入賞の菊地亮人くんの
「スキップだったら

ほど、幸福な瞬間はありません。第３位

点をラストに提示した作品で、
作者は中天

子に焦点を当て、終戦の日の記憶という原

１位受賞の櫛田祥光作品
『 nonfiction
』
は
翻弄されながら、変転を続け移動する椅

明確にし、各作品が完成度を高めていた。

と動きでコンクールとしては魅力が高い、

んなダンスに触れて、視野を広げるよう

り 、自己表現も可能なのですから、いろ

代舞踊はその多様性のなかに面白みがあ

います。

修練が豊かな実りをもたらすよう祈って

御曹司を見るようでした。ウィットに富

（無意識の）振付理解が鋭く 、歌舞伎の小

後 年という時間の流れを冷静に空間に

ストレートに流れる時を見つめており 、戦

くんへの愛から生まれたものですが、大

んだメリハリある振付は、指導者の菊地

作品でたけだ有里作。３位は
『象鯨図屏風』

す』は、弱肉強食をテーマに、女性群舞の

連ねた作品と私は感じた。２位受賞の『召

れる知性と音楽性が感じられました。こ

の気持ちで一杯です。

最後に。技術の習得は、作品を伝える

１』で、又 、隔年企画のダンスセッション

日埼玉県舞踊協会主催公演『ステージ
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力とは無縁です。

うなダンスが多いのが、見ていてちょっと

口。これからの心がけしだいで、
一人一人

アスリートに扮する少年。低学年ながら、

つです。日の丸を胸に、スキップしながら

しかし、モダンダンスについて、新しい
楽表現で記憶に残っています。中村渚央 、

杉原萌は伸び伸びした動きと民族的な音

に心がけてほしいと思います。

『鳥葬』
５位
『人生こんなもんさセラヴィ』
６

大橋美帆作品が受賞となった。以下４位

人が踊っても面白い、普遍的な魅力を持

振付を巡っては、もう一つ鮮烈な印象

っていました。

が、「今を生きている証として、
多くの方々

れからのダンサーは、ミニマル・ミュージ

熟が求められるクラシック・バレエとは異

ため、または自分を伝えるための手段と

（彩の国さいたま芸術劇場 大ホー

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2017年4月〜10月公演となります。 第43回舞踊協会ニュースの発行予定は2017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。

今回 、とくにそれを感じたのは 位の

各４名ずつ）が審査に当たり 、８作品が決

いたま舞踊協会員
（モダン・クラシックより

７月 日（大ホール）予選 作品を、さ

が聞こえることがあります
（このやりとり

導者の声 、そして互いのやりとりまでも

を愛 、と呼んでもいいと思います）
。この

審査では、
、
照明が付き、
イメージの伝達を

選出場となった。７月 日
（大ホール）
決選

ます。または踊る本人の声 、さらには指

としてではなく）味わって、その濃やかな

です。曲を曲として（踊りのメトロノーム

ような踊りに接すると、コンクールであ

回転や跳躍の止めの部分で必死に力んだ

曲想に沿う作品づくりをすれば、同じテ

本人の個性が生かされた踊りを見ること

ることを忘れて、舞台に引き込まれます。

のでは、せっかくの音楽の余韻だ台無し

内容の表現に力を入れた作品を見たかっ

けるものがあります。だからこそ、もっと

クニックやステップを使っても格段にレ

残念な点でした。いま世の中にはじつに

ているにちがいありません。その努力と

のダンスがどんどん帽広く 、奥深くなっ

動きを取り入れなければならないという
楠田智沙 、近藤碧も動きがよく表現に連

ダンスは体操ではなく芸術ですから、

舞踊評論家 児玉初穂

賞には至らなかったため、指導者名は分

が作品を創り 、ぜひコンクールの創作部

必要です。児童期に基本を身に付けるこ

ということを常に忘れず踊っていってく

なり 、６歳には６歳の、 歳には 歳の

して、必要不可欠です。ただし、技術があ

亮

澤村

県芸術文化祭実行委員会奨励賞

高橋ゆかり

県芸術文化祭実行委員会奨励賞

第５位

第６位

「ご挨拶」
舞踊評論家 うらわまこと
いわば等身大の内面を語る作品には、

が、技術とか表現とは別の視点で評価さ

ベルアップした、感動的な作品になるは

踊る人 、観る人の年齢を問わず 、訴えか

れてしまっているように思えます。作品が

コンクールですから、明白なテクニッ

小柄ながらダイナミックな動き、
しっかり

なニュアンスも丁寧に表現。柴野由里香は

様々な傾向の作品が作られていて、テク

ことではありません。コンクールにおいて
結 、重野ひかりは端正な動きが目を惹き

観客に与える感動が一番の決め手です。

全体に、モダンダンスの王道を行く振付

かりませんが、酒井亜樹さんの
「予言の旋

門に参加して頂きたい」とのお言葉があ

との重要性を考えると、喜ばしい傾向だ

ださい。

踊りを可能にする、懐の深さがあります。

ることのみをアピールするのは、コンク

県芸術文化祭実行委員会会長賞

大橋美帆
小川麻里子

埼玉県舞踊協会賞

第３位

たけだ有里

県教育委員会教育長賞

埼玉県舞踊協会会長 中村友美
山本裕。客席から登場する
『流星』
、作品と

優れていれば評価されるのではありませ

クの力量を前面に出した演技になるのは

してはいろいろと工夫されているのです

このコンクールは 回を数え、長い歴
ん
（それは創作コン）
。その他の上位作品で

「レベルは高いが、
コンクールとしての

史を刻んでいます。その間 、形式性を重
は、 位の田中朝子がよく動く一方で細か

まざまなスタイルが生まれてきており 、
した表現力で見ていて快い。続く岸野奈

ニックも表現も日進月歩で多様です。現

たと思います。

ダンスは自由な動きや表現を旨とし、さ

視するクラシックバレエに対して、
モダン

この半世紀はとくにコンテンポラリーダ
央は落ち着いて作品をきちんとまとめプ

重要なのはスタイルの新旧ではなく 、自

ました。全体で 番目の男性中西飛希は

ジュニアといえば、まさに人生の入り

ンスといわれる概念が生まれ、動きのス
ロの風格 、
一方後藤愛香はしなやかな姿態

由に身体をコントロールし、それによって

そつなく安定していますが、もう少しア

モダンダンス・２部
（児童）

心象や作品を表現する能力だということ

が多かった気がします。昨今はストリー

律」です。ミニマルな音楽に、やはりミニ

り 、主催者側の会員として有難く 、感謝
すが、今回のコンクールでは、その点で、

折田克子 、安達哲治
（敬称略）
協会員より

と、
木全義男 、
ファビアン・プリオヴィル、

決選審査員／山野博大 、うらわまこ
まだまだ本物のダンスになっでいる舞台

ません。今後はこうした作品が増えるこ

ックの腑分けができなくては、立ち行き
ニック面では大変レベルの高い争い合い

それと関連して気になったのは、音楽

でしか成立しない踊り 、完成形があるの

つまり児童期であっても、その時その場

同時に、モダンダンスには、急激な成

と思います。

でした。若いジュニアですから、今後の精

を良く消化してない作品がほとんどだっ

なになっていく過程で、感動を盛り込む

進しだいではありますが、将来ダンスを

たことです。ダンスは音楽との融合 、
共鳴

第２位

埼玉県舞踊協会賞

演されます。

第４位

このような賞を頂くことができ、本当に
嬉しく思います。僕は Lastaというダン
スカンパニーを立ち上げ創作活動を続
けています。その活動を支えてくださる
全ての方のおかげで、この度１位を頂く
ことができました。

県知事賞

創作舞踊部門
櫛田祥光

第１位

櫛田祥光

ル）２０１７年２月５日のステージで上

この作品は勇気と希望を表現した作
品です。イメージを大切に心から伝え
られるダンサーになれる様 、賞を無駄
にせずレッスンを大切に積み重ねて
いきたいです。先生、
家族、
周りの方々
への感謝の気持ちでいっぱいです。

埼玉県舞踊協会賞

ールにおいても、
一定の意味しかありませ

─────────── 創作舞踊 ───────────

ん。「舞踊」
のコンクールだからです。

尚 、創作部門１位作品披露は、９月４

成人部門では、すでにプロとして広く活

職業にする道は、参加したほぼ全員に開

藤井利子 、
松崎すみ子。

躍しているものも参加。このような人た

かれてると言っていいと思います。

とを期待したいと思います。

は少なかったと思います。これからおと

表彰式で、創作部門総評の山野博大氏

です。たとえばアラベスクのような、とて

ト系のダンスが幅を利かせていますが、

した。酒井さんには、その振付に応えら

マルなニュアンスの振付が施されていま

位
『継続宣言』
が奨励賞作品に決まった。

もありふれた動きでも、そこにいろんな

舞台芸術を目指すには、まず伝統を受け

を残した作品があります。票が割れて入

思いを込めることができますし、その思

継ぎ、その上で新たな血を加えることが

今年は１１０組の審査を致しました。

プロのダンスはそこが決め手になる）
ので

いが良いダンスの核心になる
（少なくとも

きににじむ心が作り出すものだと思うの

評

です。
つまり、
多様な動きができる技術力、
ピール力がほしいところ。

そしてその感動はテクニックよりも、動

そして的確な表現力が判断できる作品 、

ャレンジをするダンサーが増えることを

部といってもまだ新進 、若々しいチ

ばローザンヌのコンクールでは、コンテン

からの視線で、
時代の諸々を一切削ぎ取り、

クールとなっています。

28

意味をしっかりと」

21

ちはとくに作品に凝ってしまい、見応え

決勝の１１０作品を見ましたが、テク

舞踊評論家 佐々木涼子

モダンダンス・ジュニア部

望みます。

指定（複数から選択）されています。もち
ろん、
少し事情は異なりますが。
今回のモダンダンス部門では、つぎの
ようなことを感じました。まず姿態 、身
体の訓練という面では全体にレベルは上
がっています。ただ、少しづつ世代が交替

70

はあるのですが、コンクールの趣旨（若手

するなかで、
とくに年齢上限の高い 部 、

評

ポラリーダンスについても作品（振付）が

パフォーマンスが望ましいのです。たとえ

3

付をし、指導を行う 、生徒もそれに応え

■１部成人の部■

最近の自然災害のニュースは過
去には無かった異常で恐怖を感じ
る毎日です。被害地の方々のご苦
労は想像を絶します。埼玉県舞踊
協会ではこの夏 、埼玉全国舞踊コ
ンクールのプログラム売上の一部
を熊本地震被災のバレエ関係団体
へ僅かでもお役に立てればと寄贈
させて頂きました。

15

1

タイルの幅も広がってきたなかでのコン

2

1

───────── モダンダンス ─────────

です。指導者が生徒の個性を見抜いて振

（一社）
現代舞踊協会／（公社）
日本バレエ協会／（公財）
橘秋子記念財団

しだいで感動が素晴らしく増幅されるも

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）

のなのに、
まるでＢＧＭのように聞き流し

80

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
木屋杏梨
（一社）現代舞踊協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞
大塚果歩
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞
竹本真理子
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
宮本美幸
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
菊地亮人
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
松川果歩
朝日新聞社賞
吉岡あおい
埼玉新聞社賞
中込茉那
テレビ埼玉賞
関根佳子
東京新聞賞
岩永明希
毎日新聞社賞
宮嶋日菜
読売新聞社賞
沖田麻桜
チャコット賞
小松崎万由

木屋杏梨

■２部児童の部■

モダンダンス
2 部（児童）

原田大和

80

この度は 、一位を頂くことができ 、
大変嬉しく思います。今まで支えて
くださった方々への感謝の気持ちで
いっぱいです。これからもこの気持
ちを忘れず 、稽古に励みたいと思い
ます。

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
丹波南美
（一社）現代舞踊協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞
杉本舞花
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞
長澤ほのか
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
佐藤未晏
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
木元真理子
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
塚本 響
朝日新聞社賞
大川采恵
埼玉新聞社賞
宮口真緒
テレビ埼玉賞
横井伽歩
東京新聞賞
和田萌花
毎日新聞社賞
松浦杏慈絵
読売新聞社賞
菊川亜美
チャコット賞
黒川はな

丹波南美

県芸術文化祭実行委員会奨励賞

1

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

意味不明な気取ったタイトルが少なか

後援◎埼玉県／埼玉県議会／埼玉県教育委員会／（一社）
埼玉県文化団体連合会

ったのも良かったです。ダンスで難解な哲

共催◎（公財）
さいたま市文化振興事業団

力評価）
とは少し違った状況になっている

主催◎埼玉県舞踊協会

平成 年度の事業はじめは協会
総力を挙げての第 回埼玉全国舞
踊コンクール（ ／ ～ ）を皆様
のご協力を頂き無事盛会に終わる
ことが出来ました。
／ ・ に第 回ステージワン 、
新人から中堅のバラエティーに富
んだ作品にコンクール上位作品披
露が加わりホールが熱気に溢れ二
日間満席の盛況でした。
月には ／ ジュニア・バレエ
フェスタ 、 ／ コレオグラファー
の目 vol.15
、和とモダンの競演 足
袋 nce
＠能楽堂・狂言とのコラボ
レーション 乞うご期待！と続き
ます。

9

の登竜門 、あるいはダンサーとしての能

■ジュニアの部■

モダンダンス
ジュニアの部

年明けて２０１７・ ・ に 、提
携：彩の国さいたま芸術劇場 、後
援：ドイツ連邦共和国大使館によ
る「ダンスセッション２０１７」を
開催致します。モダン作品は瀬山
亜津美・ファビアンプリオヴィル夫
妻に 、バレエ作品は篠原聖一氏に委
嘱。いずれもオーディションで選ば
れた新鋭ダンサーたちが集い各々
の新作に挑戦致します。第 ・ ・
回埼玉全国舞踊コンクール創作
舞踊部門第１位作品披露もあり主
催する私たちも身を引き締めて制
作運営に努めます。是非！皆様ダ
ンスセッションにご支援頂き鑑賞
にお出掛け下さい。
今年埼玉県舞踊協会は 周年を
迎えます。 年のあゆみに新たな
風を受け入れ更なる発展を目指し
皆様と共に歩み続けて行きたいと
願っております。２０１７・ ・
（祝）協会員相互の親睦を目的に皆
様と 周年を祝う新年会を企画し
ております。どうか万障繰り合わ
せご出席下さい。

沢山の方々との出会いや支えに励ま
されたり、助けられたこと感謝してい
ます。自身の能力や弱点に向き合いな
がら、敢えて今挑戦することが出来て
充実した時間を過ごせました。ありが
とうございました。
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2016年７月21日（木）〜28日（木）
さいたま市文化センター 大ホール・小ホール

3

50

芸術文化の秋 皆様の益々のご
活躍を祈念申し上げてご挨拶と致
します。

第49回 埼玉全国舞踊コンクール
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発行所：埼玉県舞踊協会
発行者：中村 友美
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 1-16 鳥昇ビル 3F
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埼玉県舞踊協会
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1

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・藤井公賞
（一社）現代舞踊協会賞
山本 裕
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞
田中朝子
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞
中西飛希
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
柴野由里香
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
岸野奈央
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞
後藤愛香
朝日新聞社賞
杉原 萌
埼玉新聞社賞
中村渚央
テレビ埼玉賞
楠田智沙
東京新聞賞
重野ひかり
毎日新聞社賞
近藤 碧
読売新聞社賞
安達 雅
チャコット賞
大野木純子

裕
山本
モダンダンス
1 部（成人）

2016.10.10（月祝） NO.42

S･D･A･NEWS

評
クラシックバレエ・１部
（成人）
舞踊評論家 山野博大
「クラシック・バレエ一部
（成人）
決選を
見て」
第 回目となる埼玉全国舞踊コ
人）決選出場者は 人だった。そのト

ンクールのクラシック・バレエ一部
（成

子門下の柴田実樹。『眠れる森の美女』

ップに立ったのは今村博明・川口ゆり
第１幕のローズ・アダジオのヴァリエ
ーションを踊った。
彼女は２０１０年、
シャンブルウエストの『くるみ割り人
形』公演でクララを踊っている。この
バレエでクララを踊るということは 、
次世代のホープの証し。みごとに成長
し 、しっかりと安定した演技を示して
第２位の１は佐藤優美。彼女は 、昨

ではない。
埼玉全国舞踊コンクールの出場者

央だ。どちらも見応えのある舞台さば
きで 、審査員の目を瞠らせた。いずれ
は 、こういったことを面倒くさいと思

クラシックバレエ・ジュニアの部

７月 、第 回埼玉全国舞踊コンクール

真夏の厳しい日差しが照り付ける

評

いたい。

ぐらに世界への道を突き進んでもら

わずにひとつひとつこなして 、まっし

どこかのバレエ団公演に登場してく
る人材だ。
全体に出場者の実力が上がってき
ているので 、上位に行くためにはより
高度なものが求められる。そのヴァリ
創作年代が 、ロマンティック・バレエ

エーションが踊られるバレエ作品の

ざわりが変わってくる。またフランス

舞踊評論家 池野 惠

で生まれた作品なのか 、ロシア生まれ

２０１６が開かれた。

時代なのかによってテクニックの肌

の時代なのか 、クラシック・バレエの

なのか 、イギリス生まれなのかによっ
ても 、その動きのニュアンスは明らか
に異なる。
うまくからだをコントロールして 、

ここ数年 、各地で盛んにコンクール
が開かれている影響か 、とくに首都圏

と 、審査員はその差を前記のような 、

迎すべき側面もあり 、全国に広がった

にコンクールが開催されることは歓

参加者の負担を考えると 、地域ごと

向にあるように感じる。

近郊でのコンクール参加者が減少傾

より細かなところの違いまで考慮し

ことで 、舞踊そのものは以前よりも社

踊りこなす出場者が多くなってくる

登場してくる歩き方などの 、舞台上の

て採点しなくてはならない。さらに 、

会的な認知度が高まっているとも言
える。そうした中で 、 回という実績

があるのだ。これを見ていて筆者の脳

見えて 、その過程にところどころの隙

ンを破綻なく踊っているかのように

技術を習得した上で 、ヴァリエーショ

変が見られた。具体的には 、一通りの

たが 、ことしはそうした傾向にやや異

とした日々のレッスンの成果が窺え

ってほしい。

時期に 、コツコツと地道に継続してい

柔軟な心と身体を持ち合わせるこの

期集中的にレッスンするのではなく 、

いくのであれば 、コンクールの為に短

てほしいが 、成人後もバレエを続けて

ある。若い世代には 、踊る喜びを感じ

ンに励むことが何より大事なはずで

っかりと身につける為に日々のレッス

舞踊評論家 渡辺真弓

クラシックバレエ・２部
（児童）

裏に浮かんだのは 、
”ショートカット”

評

という語である。ショートカットは近
道という意だが 、ＩＴの世界では 、Ｐ
Ｃ操作等を短縮化する為の手段で 、
ス
ピードが要求される今日に欠かせな
い機能の一つとして認識されている。
こうした発想は 、主としてビジネスの
世界ではＰＣ操作に限らず 、日常の仕

選に進出。欠場の 名を除く１６７

には 、２２６名が応募 、１７０名が決

今回 、
クラシックバレエ 部
（児童）
その過程を他人に委ねることで自

事でも推奨されている。
らの作業時間を短縮し 、成果につなげ
ることのできるビジネスマンはそれ
でよいだろう。しかし 、舞踊家はそう

部の年齢は小学 年生から中学

名を審査させていただきました。

に差があるのは当然でしょう。その

年生。年齢の幅により技術や表現
表現を 、一つ一つ自ら身につける以外

はいかない。踊ることに必要な技術や

実力を出し切れた人たちが結果的に

中で 、自身の個性を生かした演目で
入賞しました。どの出場者も全力を

はあり得ない。この場合の完成とは 、
当事者の
「ひと通り 、きちんと踊れた」

尽くす姿勢は変わりなく 、真剣なま

に上達の道はなく 、上達なくして完成

かどうか 、という達成感や満足度で

なざしに感動を覚えます。
つことは重要だが 、振
) 付家や観客等 、
他者の視点からの評価を指す。

来でした。第 位の中島耀（エスメラ

た演目も違うので 、甲乙付け難い出

上位入賞者はいずれも接戦。踊っ

はなく も( ちろん 、そうした認識を持

日本は 、年間を通じて海外の一流バレ
市場であり 、観客の目は肥えている。

エ団やカンパニーが訪れる舞踊の一大

ラ第 幕）
、第 の 位の本多優衣子

ルダ）
、第 の 位の神野日菜
（オーロ

要求されるレヴェルは年々上がって

人種や性別に関係なく 、ダンサーに

した。

ック 、表現力に恵まれ 、傑出していま

（ライモンダ）
の 名は 、容姿 、テクニ

その後 、その日に11月に公演をやるが出ないかと誘って

らせて頂く事となります。

松門下生となりました。埼玉県舞踊協会ともそこから関わ

の由井先生の作品を踊らせて頂いたり、クラッシックの先

生や生徒さんが藤井公先生や若松先生の作品に出させて

頂いたり、慣れない身体の使い方やテクニックをマスター

ナーダ）
。島崎さんは 回転のピルエ

下さり、つい調子に乗り、出る出る！と返事をした事から若

た。入賞者の皆さんは 、受賞を弾みに

ットを成功させ強い印象を残しまし

さらに成長していってほしいと思い

一方 、入賞を逃した多くの方に目

ます。

立ったのが 、爪先の伸びとターンア

ウトの不足。これはバレエの生命線

とも言える大事な基本なので 、気を

それから審査員の先生方も指摘さ

つけるようにしてください。

が少なくありません。また胸や上半

れていたことですが 、プリエが浅い人

身をもっと開放的に使うと 、印象が

変わってくるのではないかと思われ
ます。

プロポーションに恵まれた人が多

いですが 、手脚の動きがバラバラだ

まうので損をしています。いつも音

とロボットや人形のように見えてし

楽を感じて動くように心がけましょ
う。

名でしたが 、

足りず 、バリエーションが踊りこなせ

りました。これは総じて基礎訓練が

残念ながら入賞者なしの結果に終わ

男子の決選出場は

けれどもコンクールはまだスタート

るようなゆったりとした刻（とき）が流れていたように感じ

踊りについてや作品についてじっくりと話をする事ができ

ます。

品をたくさん作って欲しいと心から願っています。

守る中 、 数作品が上演。

両日 、天候に恵まれ満員の観客の見

アキオキムラ

第 回ステージ１ 、無事終了

しようと必死で学びあっていたように感じ、とにかくダン

ていない人が多かったからでしょう。

地点。決して落ち込まず 、次回への弾

みとして 、日々のレッスンに取り組む

コンクールの演技は 、一瞬で終わっ

ようにしてください。

てしまいますが 、バレエはこれで全て

ではありません。この先にも学ぶも

耳を傾け 、自分のよさを伸ばしてい

のは山ほどあります。先生の指導に

ぞれの道が開けていくことでしょう。

が 、次々と展開され 、ダンサーの息づ

よく練り上げられた多様なダンス

間となりました。

かいまで聞こえる密度の高い舞台空

女性のデュオで生命の謎に迫りまし

推薦作品はエネルギッシュな原初的

が花開き 、爽やかな風を客席に運び

た。即興タイムでは３年温めた構想

ました。

ここ数年 、この芸術劇場小ホールと

戦を続けてきました。観客に囲まれ

いう魅力的な空間を舞台に選んで挑

２０１６年

23

3

月〜 ２０１７年 月

MAYABALLET STUDIO CONCERT Vol.27
◎ ／ （日）
クレア鴻巣
原島マヤ
☎048
（883）
8407
……………………………………………
彩の国チャリティー
クリスマスコンサート Vol.3
◎ ／ （土）

☎048
（527）
5445
文月 玲
……………………………………………

熊谷市文化創造館さくらめいと 太陽のホール

11

耀
中島

協会員催し物ご案内

川口市文化祭
第３回クラシックバレエの夕べ
◎ ／ （木祝）
川口リリアメインホール
大岩静江
☎048
（283）
9587
……………………………………………
第 回 間瀬バレエスタジオ発表会
◎ ／ （水祝）
熊谷市文化センターホール
☎090
（3200）
9357 野呂修平
……………………………………………
山本教子バレエスタジオ第 回発表会
《有料》
◎ ／ （日）
彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
山本教子
☎048
（852）
3517
……………………………………………
文月玲バレエスタジオ 第 回発表会
◎ ／ （日）

18

さいたま市文化センター 小ホール

☎080
（6543）
9816 和泉伽甫留
……………………………………………
ザ・ネリマ現代舞踊展 vol.29 《有料》
◎2017／ ／ （木）
練馬文化センター つつじホール
藤里照子
☎03
（3995）
2218
……………………………………………
島村睦美バレエ研究所 第 回記念発表会
◎2017／ ／ （日）

さいたま市民会館おおみや 大ホール

☎048
（641）
6575
島村睦美
……………………………………………
吉田久木子モダンバレエ研究所
第 回発表会

◎2017／ ／ （土）

クレアこうのす

☎048
（541）
0926 吉田久木子

質の高いダンスが生まれるようにな

舞踊協会ニュース 号発行。今期も協会催し

◎編集後記

これからも 、ダンスへの情熱を持って進みま

物が無事 、終了。

寄せられました。

広報部 山本教子 笠原千珂子

す。協会へのご協力ありがとうございました。

望みます。

この傾向を持続させ 、更なる進化を

使い方の面白さを指摘する声が多く

ってきました。アンケートでも空間の

り手やダンサーの成長を引き出して

る形のきびしい条件が 、幸いにも作

11

18

クラシックバレエ
ジュニアの部

振る舞いの良し悪しも採点に無関係

のある当コンクールは 、各地で入賞実
績のある参加者が集う 、より大きな
大会として全体のレヴェルが高く 、彼
らのステップアップを促す重要な役
年齢的に成長期にあたり 、その時代の

割を担っている。とくにジュニア部は
傾向とレヴェルがもっとも反映され
ていると言っても過言ではない。近年

況を察知し 、手っ取り早く一曲を仕上

きていると言えるだろう。そうした状

きました。

くようにすれば 、きっと皆さんそれ

4

主催：埼玉県舞踊協会
提携：彩の国さいたま芸術劇場
後援：ドイツ連邦共和国大使館

話して下さいました。又 、それが楽しくて興味を広げてい
これに迫るのが第 位の 名 —
島
崎杏朱（オディール）
、落合花音（金平

23

16

： 15
00 42

『埼玉全国舞踊コンクール 創作舞踊部門 第１位作品披露』

す。講義の様にモダンダンスについて、ダンスへの思いを
糖）
、宮澤ジャックリン愛里
（アルレキ

2

『VENUS』
（仮題）

つまらないので郁子先生にレオタードをお借りして受けさ

げて結果を出そう等という短絡的な

11 66

24

このような歴史のあるコンクールで1
位をいただいた事に心からうれしく
思います。ご指導いただいた先生方、
応援してくださった皆様に感謝の気
持ちを大切に、今後は人としてもバ
レエでも大きく成長していきたいで
す。

考えには飛びつかず 、まずは基礎をし

16

26

： 19
00

： 17
00

20

篠原聖一振付作品

『Channel』

並みいる俊英たちを抑え 、第１位に。
年のヨコハマ・ダンス・コンペティショ
ンで第１位 、日本バレエ協会公演『コ
ソリストを 、今年の日本バレエ協会埼

ッペリア』でディヴェルティスマンの
玉ブロック公演において『海賊』の花
園のシーンでメドーラを踊っている。
本番の舞台を経験しているだけに 、や
はり見せ方に一日の長がある。『エスメ
ラルダ』のヴァリエーションで第２位
の２に入った海老原詩織 、『ラ・バヤデ
ール』のガムサッティのヴァリエーシ
ョンで第３位の１に入った門馬美沙

は 、著しい体形の向上や音楽性の豊か
さに伴って 、能力次第で海外のバレエ
団でも立派にプロフェッショナルとし
て通用する逸材も現れている。
決選を通過した参加者は 、例年 、し
っかり基礎を身につけることを目的

瀬山亜津咲・ファビアン プリオヴィル振付作品

42

エ ッセイ

10

： 17
30

： 15
00

2

3

4

会場／彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

らしいダンサー達がもっともっとダンスを楽しめる様な作

彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
２０16年９月3日・4日

12

日時／2017年2月5日（日）

今は、目覚ましくダンステクニックも上がりそんな素晴

第43回 ステージワン

12

12

1st 開演 13:00 2nd 開演 17:00

す。今のように忙しい忙しい、という感覚があまりなくて

STAGE1

20

12

ダンスセッション2017

スしている事が楽しくて楽しくて仕方なかった様に思いま

43

その頃は、モダンの先生方やお弟子さんがクラッシック

3

せて頂きました。とても斬新で楽しかったと記憶していま
2

3

9

に遊びに行きました。その時 、レッスンを見学していても
3

■２部児童の部■

49

4

納得のいく演技ができず落ち込んで
いたので驚きました。ご指導くださっ
た先生方、応援してくれた家族や友
人に感謝の気持ちで一杯です。お客
様が幸せな気持ちになるような踊り
を目指し、これからも日々精進して
いきます。

49

大学を卒業して、友人に連れられて若松先生のスタジオ
1 1
3 2
2

3

希も 、テクニックの優秀さだけにとど
まらないものをそれぞれ身につけて
アナとアクティオン』の男性ヴァリエ

いた。３位の２、
３は共に男性。『ダイ

☆協会員相互の交流と発展、
未来に続く創造性豊かな公演を、
共に目指していきましょう！

■１部成人の部■

ーションの山口浩輝、『ラ・バヤデール』

主催／埼玉県舞踊協会

窪内 絹子
2

■ジュニアの部■

バレエ・モダンダンス
フェスティバル

───────── クラシックバレエ ─────────
のソロルのヴアリエーションの森川礼

第50回記念

1

この度は「埼玉全国舞踊コンクール」
という歴史の長いコンクールで第１
位を頂くことができ、とても光栄に
思います。ご指導頂きました先生方
に感謝の気持ちを持って、これから
も頑張っていこうと思います。
埼玉県舞踊協会が誇る、
伸びゆく子どもたちによる活気溢れる楽しい舞台

2

3

クラシックバレエ
2 部（児童）
第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
中島 耀
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
神野日菜
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
本多優衣子
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
島崎杏朱
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
落合花音
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞 宮澤ジャックリン愛里
朝日新聞社賞
徳渕美羽
埼玉新聞社賞
永倉アクア
テレビ埼玉賞
大薮 樹
東京新聞賞
中嶋珠生
毎日新聞社賞
鈴木彩夏
読売新聞社賞
境野華楠
チャコット賞
上村翔子

絢音
濱

日時／2017年3月19日（日）開演16:30
会場／川口リリアメインホール
（JR川口駅下車1分）

柴田実樹
41

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
濱 絢音
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
塙悠里花
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
鈴木優希
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
長谷川華
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
舟井唯真
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
根岸莉那
県文化団体連合会会長賞
岡田紗綾
朝日新聞社賞
根岸美凪
埼玉新聞社賞
今村夏乃
テレビ埼玉賞
西澤ひかる
東京新聞賞
馬場花梨
毎日新聞社賞
金田優美
読売新聞社賞
山下 凜
チャコット賞

クラシックバレエ
1 部（成人）
第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・藤井公賞
柴田実樹
（公社）日本バレエ協会賞
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
佐藤優美
県議会議長賞
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
海老原詩織
県教育長賞
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
門馬美沙希
県文化団体連合会会長賞
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
山口浩輝
県文化団体連合会会長賞
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
森川礼央
県文化団体連合会会長賞
小泉祐奈
朝日新聞社賞
堀内璃子
埼玉新聞社賞
深津安優果
テレビ埼玉賞
ソンタックリザ円佳
東京新聞賞
北村香菜恵
毎日新聞社賞
柳島皇瑶
読売新聞社賞
吉岡詩音
チャコット賞
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