ール。激しい動きの鈴木泰羽 、
歯切れの

奏絵は存在感抜群の自在な動きでアピ

わってくるような作品が少ないことに

の最も弾力性に富む 、豊かな感性が伝

今回はモダンダンス２部 児(童 の)審査

を務めさせていただいた。

■狂言体験ワークショップ

2018年10月29日（月）午後7：00～8：50
氷川の杜文化館 練習場
受講料：大人2,200円、小人800円
セット券（大人＋小人）2,500円
講師：深田博治（狂言師・万作の会所属）

までの間 、無心に踊る出場者の姿を見

者のレベルが総じて高かったことの証

どころか１部（成人）と言っても通用す

将来舞踊芸術の担い手となるよう 、長

ジオの先生方には 、短期的な成果より 、

決して薦められることではない。スタ

うより 、指導者に起因する問題であり 、

ず男性は３人でやや寂しいのですが 、

表現の能力をみることになります。ま

よりも 、総合的な身体コントロールや

長には 、身体的にも精神的にも大きな

ましょうか。同じ三年間でも両者の成

入り口に立っているような時期といえ

でに開かれて 、中の廊下がよく見える

出し始め 、高校生は 、大人への扉がす

中学生は 、子どもからようやく抜け

ます。

力強い芽吹きも期待できそうな気がし

復」の気概あればこそ 、新しい創作への

てきたといえましょうか。この「自己回

激減して以来 、ようやく理解が広まっ

らく無視されてきましたが 、ある時に

のか 、という借り物文化への批判は長

日本人にわかりにくい題名をなぜ選ぶ

高い身体能力に表現の意識を加えた酒

開きがありますので 、私は出場者ごと

回の休憩を挟みながら 時から 時半

出揃い、飽きさせない。実のところ 、数

実を期待したい。

える来年は 、コンクールのさらなる充

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

て心から楽しんだ。これは 、
今年の出場

左である。とはいえ、そこには幾つか気

になる点が見られたのも事実である。

コンクールに参加する目的は 、出場者

位入賞を果たしたい気持ちは 、誰しも

によって様々だろうが 、できるだけ上

分の個性や特技をアピールして 、少し

同じだろう。となれば 、
他者にはない自

でも高い得点を上げたいという気持ち

めに陥りやすい問題を指摘しておきた

は分からないでもない。しかし 、そのた

い。

ーズを見せつける技が散見されたのは

一例として身体の柔軟性を強調するポ

寸断し 、作品のテーマと無関係の曲芸

至極残念なことであった。曲の流れを

まがいの技を見せられても 、それはダ

ンスである以前に舞台芸術とは言えな

クニックの誇示に憤り 、嘆いていた。そ

い。むろん審査員の誰もが 、そうしたテ

れとは反対に 、出場者の技量を見極め

るために必要なテクニックを省いてい

避けて 、出場者の良い面だけを見せた

る事例もあった。これは不得手な技を

が基本です。さらにレベルが上がれば 、

決選に残ったのは 、小学１年生から

それによっていかに作品を 、そして自

６年生まで１１０組。年齢差が大きく 、

を見せれば良いとばかりにテクニック

いと思ったのか 、はたまた作品の世界

まるで百貨店で買った既製服を着てい

様々。作品に目を転じると 、素直さや

るのではないかと思しき大柄な子まで

踊り手の水準以外にももうひとつ嬉

子供からお年寄りまで、狂言のイ・ロ・ハを楽しめます！

したがって 、ここでは作品の伝達力

井銀丈が１位でした。ただ男性は全体

に 、 歳くらいかな？ 〜 歳くらい

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2019年4月〜10月公演となります。 第47回舞踊協会ニュースの発行予定は2019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。

「ご挨拶にかえて」
埼玉県舞踊協会会長 中村友美
協会員の皆様には秋の文化諸行事
にご活躍のこととお慶び申し上げま
協会一大イベントである埼玉全国

す。
舞踊コンクール第 回はお手伝い下

モダンダンス・１部
（成人）

ジュニアながら 、決選に残った人達

ソロだけではなく 、デュエットや群舞も

淋しさをおぼえました。

の舞台が 、（特に技術力）
は充分で 、プロ

認めている等 、この部門の審査をさら

本舞 、岸野奈央 、個性がうかがえる中
谷眞弓らが続きました。

に難しくさせている。

は二の次としてしまったのか 、
いずれに

ら 、その力をいかに作品の魅力にして

よい有路蘭 、作品をうまくまとめた藤

１部（成人の部）では表現力が第一に問
われます。それは作品のもつ意味を理
解し 、それを伝える能力です。したがっ

モダンダンス・ジュニア部

世紀の初め 、クラシックバレエの厳

て 、振付
（音楽 、衣裳も）
も重要 、それを

執幼に猛暑が続き 、毎夏の恒例とは

定番のようにほとんどの作品で頻発し

るように 、同じ動きやポーズの数々が

もにタイトルの付け方にも原因があっ

ジュニア部は 、中学生と高校生とい

す。以前は非常に多かった外国語やカ

しいことがありました。それは 、題名で

2018年11月4日（日）午後２:30開演
こしがや能楽堂
チケット：2,500円 全自由席

最後に 、今回表彰式に出席した入賞

い目で子どもを育成して欲しい。
ます。

詩的情緒を拠り所とする児童舞踊特有

点数は付けられない。出場者本人とい

しい形式性 、規律性から離れて 、自由な

かです。そしてタイトルも。それが作品

いかに自分のものとし 、舞台で現わす

いえ、体調を崩した出場者や指導者も

者が皆 、栄誉の場にふさわしい服装だ

せよ 、
これでは前者の事例と同様 、高い

発想と動きを求めて生まれたモダンダ

を理解する手掛かりになるからです。

いたのではと気がかりな今回でした。

の世界観を感じさせるものから 、大人

ったことが好印象を残した。改元を迎

先にも述べたように 、学童期の子ど

ン 、二期に分けて開催となります。協

ンス。わが国でも時をたたずして 、
、自

さて今回。参加者は昨年の 人に対

顔負けのアクの強い個性を際立たせる

みせるかを問われるのが指導者の力量

会員の皆様 、各々ご多忙とは存じま

由に自分たちのダンスを希求するもの

して今年は１０４名。 名が決選に進

昨今のこの定番の普及？ぶりは創作

ものまで 、実にバラエティ豊かな曲が

もたちの格差は大きい。身体だけ見て

すが 、どうか協会の誇り歴史ある埼

が現れ 、活動の場を広くヨーロッパに求

しかし 、踊り手の水準は 、埼玉コンク

力が売りの現代舞踊界にとって何を意

も 、幼さの残る小柄な子から 、ジュニア

玉全国舞踊コンクールお手伝いへの

めました。その後多くの先人たちが欧

みました。８割近い決選進出率にもかか

ールの例年に劣らず非常に高く 、酷暑

味するのか 、基本に立ち返って考える

すが 、デザインが命のはずの誂え服が 、

秋の行事スタートはステージ・ワン

米に向かい、ダンスの指導法 、作舞法な

わらず 、全体のレベルは非常に高いと感

汗の結晶が 、ことのほか尊く思えた今

に耐えて日々励んだ若い芽と指導者の

です。そのための作品（振付）のはずで

公演（ ／１〜２）
、若者パワーの作

どを身に付け 、それに日本の伝統的 、民

となると判断が難しい。それは作品とと

じました。ただ、作品の理解力 、表現力

舞踊評論家 伊地知優子

品 、終えたばかりのコンクール上位

自のダンススタイルをつくりあげてきま

族的な特性を融合させながら 、日本独
した。それがいわゆる現代舞踊です。こ

たように思うからです。タイトルは作品

う育ち盛りの中でも 、子どもから大人

必要がありそうに思えます。
れは 、欧米の身体性 、日本の精神性が統

の意味・内容を現すものだということを

へと身体が大きくしかも微妙に変化し

回の舞台でした。
合された 、独特で多彩な舞踊言語といえ

忘れずに。そしてそれを実現する振付。

ニアバレエフェスタ 、 ／ には足袋
能楽堂と続きます。是非ご都合
nce
付けてお出掛け下さい。

るものです。もちろんダンススタイルが

異色の公演シリーズ第4弾！

タカナ表記が劇的に減ったことです。

末筆ながら協会員皆様の更なるご

2018年10月15日（月）10：30～12：00
こしがや能楽堂 松風の間／無料！
講師：原島マヤ、上田仁美、藤井香

といえる 、時期にあたります。

ていく 、人生の最初の大きな難関の一つ

■アロマストレッチ＆足袋nce講座

誰でも簡単！アロマでストレッチをした後に、
足袋nceを踊ります。

のです。

それがあって作品表現力が発揮される
る楽器であり 、それを自在に操る能力

ます。女性は多士済々。近藤みどりは 、

モダンダンス・２部
（児童）

舞踊評論家 池野恵

豪雨 、台風 、地震と自然災害が相次

評

に動きや表現がやや単調で粗い気がし

判断は難しいので 、まずは作品がその

す。体格にも個人差があり 、外見での
ロールで豊かな表現力を感じさせまし

年齢にふさわしい内容を指導者が選ん

いで全国各地に大きな被害をもたらし

た。繊細と大胆が共存する山之口理香

埼玉全国舞踊コンクールが開催され 、

た２０１８年の夏。平成最後の第 回

「この年代はまだまだ子どもだ」「い
や 、もう大人だ」の双方を行き来する

でいる 、
という前提を参考にします。

日々を経て大人になっていきます。こ

後藤愛香 、冨田奈保子はスケールの大
ある美しい動きの岡野友美子 、佐々木

きい動きで空気を創って上位に。抑揚

子 、タイミングの良い抑揚ある動きの

かな？と想像しながら審査をしていま

15

コンクールでは 、身体が音楽におけ

評価を決めるものではありませんが。

～足袋を履いて宙に舞う～

17

89

半を盛り上げ 、杉原萌は自在なコント

14

発展をお祈り申し上げます。

「足袋 nce@ 能楽堂」

10

21世紀の未来を舞台に原子力をエネルギー源とし
て動くロボット鉄腕アトムの物語は、夢の世界が広が
り子ども心に素敵な未来を想像したものです。そして
今まさに子どもの頃に想像していた以上に文明は進み
精神的、物質的に生活は豊かになったはずだが何か物
寂しさを感じ日々が過ぎていく人が多い世の中になっ
てしまった気がします。私が人生において１番苦手と
する世界 、舞踊（笑）は突き詰めても突き詰めても日々
反省し、今だかつて100点をとれる踊りが出来たこと
も作品を振り付けたこともありません。だから大好き
で辞めることが出来ない？噛めば噛むほど美味しくな
る？愛なのか執着なのか？簡単に手に入らないから頑
張ることが出来るのです。ボタン１つで何でもピピッ
と簡単に出来てしまう今だからこそ舞踊という芸術の
大切さを人間の本質を１人でも多くの人に伝えていけ
る舞踊家になりたいと思います。

80

ゆったりしたパワープレイから一転後

12

原島 マヤ

エ ッセイ

4 14

ご協力をよろしくお願い致します。

会に終わりました。 ／ にはジュ

作品 、 回記念招待作品が加わり盛

評

予備軍とさえいえる実力も少ないなが

分を表現し 、感動を与えるかが重要に

───────── モダンダンス ─────────

なってきます。すなわちモダンダンス

主催◎埼玉県舞踊協会
共催◎（公財）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／（一社）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
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）
（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
撮影◎山口フォトアート（有） 山口晴久

舞踊評論家 うらわまこと

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
（一社）現代舞踊協会賞…………… 小峰 珀良
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞………………… 堂田 美瞳
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞…………………… 石田 結愛
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 中尾 美柚
岡野こころ
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 青笹 玲那
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 松田 美唯
朝日新聞社賞………………… 生田目 麗
埼玉新聞社賞………………… 西山叶和子
テレビ埼玉賞………………… 小林 結菜
東京新聞賞…………………… 菅原 礼子
毎日新聞社賞………………… 横山
凛
読売新聞社賞………………… 西山由里子
チャコット賞………………… 山本 汐莉

初めて、このような大きな賞を頂き、
嬉しさで涙がこぼれました。いつも親
身に指導して下さる先生方、共に頑
張る仲間、応援してくれる家族に感謝
し、これからも努力を重ねていきたい
です。ありがとうございました。

さった協会員皆様のお力で無事終え

評

《モダンダンス部門》2018年8月21日
（木）
〜8月26日
（木）
彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

「高い身体操作力で、
さらに作品の表現を」

この度は 、第一位という身に余る賞
を頂けましたこと 、心より感謝致し
ております。ご指導下さった小室先
生 、応援し 、支えてくれた家族 、仲間
に感謝の気持ちで一杯です。この賞
に恥じぬよう、さらに精進して参り
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
（一社）現代舞踊協会賞…………… 高橋くりん
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞………………… 平塚 達也
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞…………………… 吉岡あおい
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 長澤ほのか
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 沖田 麻桜
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 高橋あかね
朝日新聞社賞………………… 渡邉 瑠莉
埼玉新聞社賞………………… 石橋 慶大
テレビ埼玉賞………………… 伊與田稀日
東京新聞賞…………………… 三木 麻衣
毎日新聞社賞………………… 横井 伽歩
読売新聞社賞………………… 金津 来海
チャコット賞………………… 山田 伶奈

高橋くりん

ることが出来ました。今回は期日も
会場も変更となりクラシックバレエ 、
創作部門（７／ ～８／５）埼玉会館
大ホール 、モダンダンス部門（８／
～ ）
さいたま芸術劇場大ホールと二
期に分けての開催となりました。少
子化やコンクール乱立 、期日変更等 、
参加数の多少の減少は有りましたが
埼玉全国舞踊コンクールに思いをは
せ例年どおり全国からのご参加があ
り主催する協会側にとりましては何
よりの喜びでございました。
協会創始者の先輩諸先生方が洋舞
踊発展を願いクラシックバレエ 、
モダ
続されて半世紀過ぎた今 、後進の私

ンダンスが手を繋ぎ開催し発展 、継
達も力を合わせ更なる発展に努めね

■ジュニアの部■

モダンダンス
ジュニアの部

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…………… 酒井 銀丈
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞………………… 近藤みどり
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞…………………… 杉原
萌
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……山之口理香子
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 後藤 愛香
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞…… 冨田奈保子
朝日新聞社賞………………… 岡野友美子
埼玉新聞社賞………………… 佐々木秦絵
テレビ埼玉賞………………… 鈴木 泰羽
東京新聞賞…………………… 有路
蘭
毎日新聞社賞………………… 藤本
舞
読売新聞社賞………………… 中谷 眞弓
チャコット賞………………… 岸野 奈央

この度は歴史あるコンクールで大き
な賞を頂けましたこと、誠に有り難う
ございます。自分を育てて下さった
方々に感謝の気持ちです。受賞に驕
れることなく、これからも邁進してい
きます。

■２部児童の部■

小峰珀良

21

■１部成人の部■

酒井銀丈
モダンダンス
1 部（成人）

31

ばなりません。次年度 、第 回は埼玉

第51回 埼玉全国舞踊コンクール
20

51

11 10

9

45

埼玉県文化振興基金助成事業
beyond2020プログラム

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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Saitama Dance Association
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会館大ホールにてクラシック 、モダ

52

モダンダンス
2 部（児童）
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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１部
（成人）
決選審査に
あたって」

な人はどんどん海外へ行ってしまい、日本
かりで表現が至らないと言われたものです

ひと頃は、日本のバレエはテクニックば
が、要所要所で歳にも似合わぬ
（？）
インパ

に生活できなくなってします。だから上手
の舞踊ファンは、トップダンサーを日本で
クトたっぷりの表情を見せてくれたり 、役

指導する人たちの頭の中にないようだ。特
点のない演技はほとんどなかったのも事実

でもその反面 、最も基本的なところで、欠

た。

て競技に臨んでいることがうかがわれまし

の解釈も深め 、表現の方法も考え身につけ

見ることができないというおかしな状態に
なっている。
芸術文化には、それなりにお金が掛かる

に舞踊は、好きな人がやる趣味の分野と思
です。おそらくバレエを学び始めた時から

という当たり前のことが、日本では国家を
シックバレエ１部
（成人）
決選は、安達悦子 、
われているらしい。しかし、先進国の舞踊

第 回埼玉全国舞踊コンクールのクラ
安達哲治 、篠原聖一、田中祐子の有名舞踊
言われつづけたこと。膝を伸ばし、五番ポ
直にするといったことは、バレエが発祥し

ジションをできるだけ正確に、体の軸を垂

はパリ オ
･ペラ座 、ボリショイ・バレエなど
をはじめ 、国家が本腰を入れて取り組むほ
どの大事業であり 、国益に通ずるものとな

家たちに批評家の山野を加えた５人が審査
にあたった。その結果 、ダイアナのヴァリエ
ーションを踊った佐々木三夏門下の中村眞
たちは、みんなしっかりと訓練を積み 、安
第１回から審査員席の末席に連なってきた

しつつある今 、埼玉全国舞踊コンクールで

エの美しさの源泉で、この先ほんとうに優

可能です。そうした基本の修得こそがバレ

限り 、上手で美しいバレエを踊ることは不

で、現在でもそれをきちんと身につけない

た大昔から変わらないバレエの基本原則

定したパフォーマンスを見せる者ばかり。
を持った人たちだったら 、踊りで生きてい

ひとりとして、その上位に入るほどの実力

っている。日本の舞踊が世界に大きく飛躍

衣裳の選択などもぬかりなく 、僅差の順位

評
クラシックバレエ・２部
（児童）

部（児童 ）には、

舞踊評論家 渡辺真弓
クラシックバレエ

みです。

今年は男子の出場者が
名と多く 、レベルも上が
位の に入賞を果

っていましたが、その中か
ら第

評

創作舞踊部門

舞踊家 藤井利子

ールに於いて決選８作品が審査された。予

大ホールで 作品が競われ、８月５日同ホ

創作舞踊部門予選は、７月 日埼玉会館

クニックにチャーミングな

キナーダ）は、安定したテ

選で、こじんまり纏まって空間呼吸が見え

たした渡部出日寿（アルレ

魅力で傑出。第 位の の

ずらかった作品も、決選で照明が入ると、

意図が明確となり 、全作品を楽しく受け止

田中杏咲（スワニルダ）は、
妖精のような軽やかさが

めることが出来た。１位「息もできない夜に

由利亜作品。３位
「涙で目が洗えるほど泣い

蚪ぶ」
たけだ有里作品。２位
「やさしい人」
岡

貴重 、
第 位の の布施谷
したテクニックが光りまし

森淑那作品 、「白い鳩」
花村愛子作品 、「歓喜

た女」
愛智伸江作品。奨励賞
「雨のち神頼み」

りの
（エスメラルダ）
は安定
た。いずれも将来どんなダ

表現技術と相俟って、完成度の高い作品に

の中の感覚が繊細に計算され、ダンサーの

私の個人的感想としては、
（１位作品）闇

まった。

の彼方」戸口未貴作品の６作品が入賞と決

ンサーに成長するか楽し
バリエーションで最も多かったのは、
オー
ダ 、海賊 、キトリ 、サタネラ 、アルレキナー

ロラ姫
（ 名ほど）
で、
以下青い鳥 、
スワニル
ダ 、リーズなどが続きます。表彰式の審査

２０１８年

月〜 ２０１９年 月

協会員催し物ご案内

活力を生む貴重な場として、実験的精神を

〜東日本大震災からの手紙 、つなぐ舞文化の波〜

ジャパンダンスフェスティバル

国舞踊コンクールの創作舞踊部門が創造の

来ますよう 、祈りながら、創作部門のご報

もつ作品等 、多くの方々の御参加で発展出

告をさせて頂きます。

ステージ 新たな一歩に向けて

仕上げられていた。（２位作品）大きな群舞

第 回ステージ が 月 日（土）
・ 日

どの部分で、どんな役柄であるかを意識し

分の踊ったバリエーションが、全幕バレエの

の胸に温もりが残らなかったことが気にな

と胸が温もったが、
作品を見終わった後 、
私

る中 、両日合わせ５００人近くの皆様にご

開催されました。悪天候の予報で心配のあ

バレエ団ピッコロ

◎ ／ （日）
大島町開発総合センター2F大ホール
☎090
（4531）
1666 青木 健
……………………………………………
バレエ団ピッコロ第 回クリスマス公演
《有料》
◎ ／ （日）
練馬文化センター・大ホール

MAYABALLET STUDIO CONCERT Vol.29
◎ ／ （月）

……………………………………………

☎03
（3972）
1476

33

鴻巣市文化センター クレアこうのす大ホール

☎048
（883）
8407
原島マヤ
……………………………………………
第 回島村睦美バレエ研究所発表会
◎2019／ ／ （金）

☎048
（641）
6575
島村睦美
……………………………………………
第 回カトレアバレエスタジオ発表会
◎2019／ ／ （土）

さいたま市民会館おおみや 大ホール

29

子が第１位になった。上位に名を連ねた人

決定となった。
確かな判断基準なのです。

れたバレエダンサーになれるかどうか一番

講評で、篠原聖一先生がお話しされたよう

作品の流れの一部分を見ている感覚の作風

担当者一同

２１９名の応募があり 、１７０名が決選に

に、
今年は古典バレエの巨匠マリウス・プテ

（日）
彩の国さいたま芸術劇場小ホールにて

基本が正しいと難しいテクニックも楽に

出場 、猛暑の最中 、今年も熱戦が繰り広げ

出 、ボランティアの温かい協力映像に、ホッ

で好感度が高かった。近年日本は災害が続

なり 、振付の味わいを表現できて、人を感

ける世の中にならないものかと真剣に考え

クラシックバレエ・ジュニアの部

る昨今だ。

もっと年齢の低いジュニア部門なども審

評

とんどがプティパ振付によるものです。自

ィパの生誕２００年で、バリエーションのほ

られました。
までが対象ですが、舞台に立つと、実年齢

この部門は、小学 年生から中学 年生

動させる魅力的な踊りになります。逆に基

より大人びて見える方が多いように思えま

本に難があると、どんなに美しい衣装をき
れに回れたとしても 、すてきなバレエには

ても 、あるいは力任せで跳び、ドサクサ紛

プログラムのオープニングは 回のワーク

来場いただきました。

「嘆きのデザイン」指導 小:柳出加代子 出

： 15
00

☎090
（2679）
8923 斎藤真弓
……………………………………………
バレエスタジオレッソ 第 回発表会
◎2019／ ／ （日）

彩の国さいたま芸術劇場

30

査してきた４人の舞踊家審査員に聞いたと
ころでは、大人へ一歩手前に位置するジュニ
アがもっとも元気があり 、成人部門になる

舞踊評論家 佐々木涼子
ジュニア部門は最も成長の盛んな時期

素晴らしく 、岡崎弓佳のたっている女のみ

っている。（３位作品）美術衣裳のアイデアが

文化の多様化が進む今の時代 、芸術分野

4

： 18
00

23

とその勢いがやや静まる傾向が見えるとい
うことだった。成人に達し、これからバレエ
なると、どうしても元気いっぱいというわ

の世界でどう生きていくかを考えるように

て踊ると、踊りの表現もさらに深まってい

べ、
全体にレベル・アップしたことに目を見

くことでしょう。

す。 年前に審査させていただいた時に比

そういう意味で、今回のコンクールでも 、

なりません。

きな差がありますから 、必ずしも平等な競

で、人よってに体力や体型 、表現力にも大

続いて個性豊かで熱意ある 作品が並び

ショップ受講後の即興タイムから始まる。

舞踊界は、豊かな才能を持った人たちにも

けにはいかない事情は理解できる。日本の

ダンスを、力を抜いた無垢なダンス表現で

ずみずしい存在感が印象強く 、作者自身の

は、ターンアウトや爪先がきれいに伸びて

張りました。

残念ながらもう一歩のところで入賞を逃

成績の良し悪しは歳の差や表現と無関係

した皆さん。このハイ・レベルの決選に出場

に、おおかたこうした基本の習得にかかっ

とりわけ上位入賞者は、容姿 、テクニッ

技ではないと思うこともありました。しか

今回は 回記念企画として若松美黄作品

総勢 名の出演者が競演した。

し溌剌とした生命の輝きを感じさせる年頃

見てみたいと思った。奨励賞作品も、等身

厳しすぎる状況にあるのだ。歴史あるコン

できたことは貴重な体験で、たとえ将来バ

を披露。

クールの成人の部でトップクラスに入った

ク 、表現力共に優れ 、ずば抜けた才能の持

台空間視線のスケールの大きさ等が記憶に

大の無理ない素直さ、
小さな命への視線 、
舞

ていたというのが紛れもない事実です。

自信につながることでしょう。特に審査で

レエの道に進まなくても 、何らかの大きな

なので、それぞれに工夫を凝らした美しい

坂本夢（ガムザッティ）は、舞台に現れただ

ち主が少なくありませんでした。第 位の

ら 、とりあえず生活できるということには

そこで、今回の出場者と先生の全員にお

けでオーラを感じさせる逸材で、回転の超

残った。

勧めしたいのは、練習しつくしたはずの今
回の作品をもう一度踊ってみて、ポワントの

楽しかったです。

衣装に身を包んだ演技を見るのはとてもに
テクニックの点では、選んだヴァリエー

す。今後も 、各自の先生のご指導の元に毎

いるかどうかといった基本が重視されま

国際化ということが、どこでも当たり前

なっていない。
のように言われ 、その実現に力が注がれて

絶技巧をスムーズにクリアしたのは大人顔

でも、独自性 、個性が薄れ画一的になって行
負けです。第 位の の亀田智世（オディ

ご指導にご尽力いただきましたお二人の

演 枻:川真理子
「月夜に釡を盗く」指導 遠:藤彩子 出演 荻:
（２日）
江瞳
（１日）金森みずほ

立ち方 、首や胸の構えなどの基本的な欠点

あるので、多様化に共存しながらも、アー

くかもしれないと云う不安を感じることが

を洗い出し、それを明日からのレッスンの

日のレッスンを積み重ね 、来年以降もこの

ションに必要な技はそこそこマスターして

コンクールにチャレンジしてほしいと願っ

いて、練習不足というような演技はほとん

ール）はやはり流れるような回転技巧が冴

く程遠い実情にある。日本のダンサーの多

え、第 位の の安達仁胡（エスメラルダ）

いるようだけども 、舞踊の世界ではまった

次回のコンクールではぐんと成績が上がる

最優先の課題にすることです。そうすれば、

先生と出演者に感謝申し上げます。

位 、 位の１、 位の２ 作品披露そ

少し運営が困難となって参りました。ここ

： 16
00

： 15
30

3

10

トへの希求を発揮出来る場として、埼玉全

部

又 、第 回全国埼玉舞踊コンクール成人の

体操でリフ
テンコールラストは足袋 nce
レッシュ。お客様と出演者が一緒になり楽

終演後の打ち上げにて山野博大先生 、
藤井

しい時間を過ごしました。

利子先生に総評をいただき 、皆心して耳を

傾けました。

その後 、出演者と先生方の話し合いも盛り

多くの方々のご協力で無事終える事が出

上がり有意義な時間を取る事できました。

来ました。ありがとうございました。

ステージ は残念ながら年々参加者が減

11

彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

☎080
（6543）
9816 和泉伽甫留
……………………………………………

想定外の天災に見舞われた昨今 、自然の脅威

◎編集後記

す。皆様にはお変わりないようにと願うばか

にどのように対応すれば良いか迷うこの頃で

りです。

充実した会になる様に担当者一同熟慮し再

らしい新たな第一歩となる様 、多くの方々

ます。

のご意見ご指導を担当者までお願い致し

笠原千珂子

広報部 山本 教子

企画したいと思います。つきましては素晴

績を大切にしながらも 、更に皆様に愛され

で 年充電期間を設け 、
積み重ねて来た実

2

31

2

24

1

3

3

ど見られませんでした。みなさん真剣に準

ています。

この度は歴史ある埼玉コンクールに
おいて、幼少よりの夢でありました素
晴らしい賞を頂くことができ喜びで
いっぱいです。ご審査下さいました先
生方はじめ、
多くの方々のご支援に感
謝し、一層精進して参ります。

12

31

11

備してきたのでしょう。出演者と指導の先

は堂々とした演技が印象的でした。

創作舞踊部門
たけだ有里

： 15
30

4

1

3

会場／彩の国さいたま芸術劇場 大ホール

2

2

21

3

歴史あるコンクールでこの様な賞を
頂くことができ、とても嬉しく光栄に
思います。熱心にご指導下さる先生
方、毎日刺激をくれるお友だち、全
力でサポートしてくれる家族に感謝
の気持ちでいっぱいです。

2

昨年度の悔しさをバネに優勝を目指
して練習に励み、有言実行すること
ができて本当に嬉しかったです。で
も、理想の自分にはまだまだ程遠い
ので向上心を忘れず 、自分の踊りを
追求して魅力的なダンサーになりた
いです。

21

日時／2019年1月27日（日）

くが海外で活躍している。トップクラスの

にちがいありません。

歴史あるコンクールで受賞させて頂
き光栄です、
先生方や家族をはじめ、
沢山の方々のおかげで今の私が在り
ます。支えて下さる方々への感謝を
胸に、バレエを通して人として成長
できるよう、今後も日々精進してい
きます。

3

彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
２０18年９月1日・2日

2

15

してお客様の温かい拍手の中笑顔のカー

2

⑨バレエ団ピッコロ付属研究所
⑩川名今朝美モダンバレエスタジオ
⑪ Sachi バレエスタジオ
⑫705 Dance Lab
⑬すゞきさよこモダンバレエ教室
⑭バレエスタジオ レッツ
⑮窪内絹子モダンバレエ研究所

第45回 ステージワン

1

3

10

57

45

2

生に盛大な拍手を贈ります。

主催◎埼玉県舞踊協会
共催◎（公財）
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／（一社）
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
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）
（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
撮影◎山口フォトアート
（有） 松本和幸

11

①新野正代舞踊研究所
②藤井・上原モダンバレエスタジオ
③山﨑麻矢モダンバレエスタジオ
④マヤバレエスタジオ
⑤井上美代子バレエスタジオ
⑥中村友美・上田仁美 モダンバレエ
⑦吉田久木子モダンバレエスタジオ
⑧谷 乃梨絵モダンバレエスタジオ

9

2

────────── 創作舞踊 ───────────

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞………………………… たけだ有里
第２位 埼玉県舞踊協会賞
県教育委員会教育長賞………… 岡 由利亜
第３位 埼玉県舞踊協会賞
県芸術文化祭実行委員会会長賞… 愛智 伸江
第４位
県芸術文化祭実行委員会奨励賞… 森
淑那
第５位
県芸術文化祭実行委員会奨励賞… 花村 愛子
第６位
県芸術文化祭実行委員会奨励賞… 戸口 未貴

バレエ・モダンダンスフェスティバル

1

1st 開演 13:00 2nd 開演 17:00

人たちは、向こうにいればとりあえず食べ

《クラシックバレエ・創作部門》
2018年7月31日
（木）
〜8月5日
（木） 埼玉会館 大ホール

12

《会場》埼玉会館 大ホール（入場無料） 《日時》2019.3.3（日）

1

20

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
夢
（公社）日本バレエ協会賞………………… 坂本
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 亀田 智世
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 安達 仁胡
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 渡部出日寿
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 田中 杏咲
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 布施谷りの
朝日新聞社賞…………………… 佐藤
凛
埼玉新聞社賞…………………… 賀部あゆみ
テレビ埼玉賞…………………… 新山 希琳
東京新聞賞………………………… 太田
晴
毎日新聞社賞…………………… 柴田陽乃心
読売新聞社賞…………………… 龍田ゆにこ
チャコット賞 … ………………… 渡部 海璃
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1

第52回

1

1

クラシックバレエ
2 部（児童）
坂本 夢
■２部児童の部■

小川しずく

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞・津田郁子賞
（公社）日本バレエ協会賞…………………… 小川しずく
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 千葉ゆきの
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 布瀬川桃子
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 土方
菖
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 北畠 美侑
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 雨宮 瑳那
朝日新聞社賞…………………… 升本 果歩
埼玉新聞社賞…………………… 丑久保日和
テレビ埼玉賞…………………… 岩下さくら
東京新聞賞………………………… 高橋 萌美
毎日新聞社賞…………………… 今井 和奏
読売新聞社賞…………………… 岡村 茉依
チャコット賞…………………… 孝多 佑月

クラシックバレエ
ジュニアの部
■ジュニアの部■

中村眞子
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
（公社）日本バレエ協会賞………………… 中村 眞子
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 岩﨑
聖
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 熊谷 美帆
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 三橋紗也子
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 中西 衿奈
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 石原 朱莉
朝日新聞社賞…………………… 石黒 優美
埼玉新聞社賞…………………… 志村 瑠海
テレビ埼玉賞…………………… 小川桃々乃
東京新聞賞………………………… 宮原 優珠
毎日新聞社賞…………………… 奥山あかり
読売新聞社賞…………………… 小沼 悠季
チャコット賞…………………… 田中
葵

ていける。しかし日本に帰ってくると途端

───────── クラシックバレエ ─────────
■１部成人の部■

1

1

伸びゆく彩の国さいたまの子どもたちによる

STAGE1

45

★
『フローラの目覚め』
アレクサンドル・ミシューチン 振付
特別出演 浅田良和
ニーナ ・アナニアシヴィリ代表ジョージアバレエ
学校の生徒と厳選なオーディションに合格された
出演者の方々の舞台です。
★
『Three- in-one』
平山素子 振付
オーディションメンバーによる意欲作品
新作初演
★埼玉全国舞踊コンクール
創作部門 第一位作品
チケット：2018年11月11日発売開始
前売券5,000円 当日券5,500円 全自由席
2

ダンスセッション2019
2
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