いま埼玉が熱い。「翔んで埼玉」
というギャグ漫画（魔夜峰央）が
実 写 映 画 化 され 話 題 沸 騰 中 だ
が 、洋舞の世界でも埼玉の活動
は大いに注目すべきものだ。万
事が東京一極集中気味と言われ
る世の中で 、東京の隣県ながら
バレエとモダンダンスの実力者
たちが長年じっくりと腰を据え
て活動し 、いまや日本有数の舞
踊王国である。「ダンスセッショ
ン２０１９」では 、埼玉の舞踊の
実力をあらためて確認できた。
最初は埼玉全国舞踊コンクー
ル創作部門第 位作品の披露。
今年で第 回目を迎える同コン
クールに２０１３年から加わっ
た部門で 、気鋭振付者の登竜門
として定着してきた。第 回の
藤井淳子作品「 elastic伸縮性の

『第50回創作1位藤井淳子』

©️スタッフテス

ある 」では男女 人が緊張感の
方に担当者の先生方が寄り添い
をこの急激な世の中の変化の
『新元号の年を迎えて』
サポートしての３か月間があっ ある群舞が展開され 、第 回の
中 、如何に歩むべきか会員皆
埼玉県舞踊協会会長
様と審議し改革せねばならな ての公演だったと思っています。 たけだ有里作品「息もできない
夜に蚪（と）ぶ」は女性 人で夏
芸術劇場のリハーサル室を１か
中村 友美 いと思います。
月も使用させて下さっての稽古 、 の間だけ生きる蝉の姿に命の尊
新年号スタートの行事は協
さへの思いを重ねる。
振り付けなんて本当に考えられ
協会員の皆様には新年度を 会 、一大イベント第 回目と
」
平山素子振付「 Three-in-one
迎えられご健勝にてご活躍の なる埼玉全国舞踊コンクール ない様な恵まれた幸福な環境で
こととお慶び申し上げます。
です。埼玉会館にてクラシッ した。芸術劇場の提携でなけれ には公募で集った男女 名が出
演した。表題は“ つのものが
ば考えられないことです。心か
昭和 年（１９６７）に創立し クバレエ部門 、創作部門を
つになる＂、“ つで成り立つ＂な
ら有り難く思っております。
た埼玉県舞踊協会は昭和・平 ／ ～ 、モダンダンス部門
“ つのものをオリ
成を歩み平成最後の ／
を ／ ～ に開催致しま この様な舞台経験から若いダン どの意味で 、
ジナルの身体語彙として提案す
サー達が何かを感じ 、何かを掴
「ダンスセッション２０１９」 す。皆様のご協力を宜しくお
ることを目指しています＂と平
み 、どんどん羽 ばたいて行って
／ 「バレエ・モダンダンス 願い致します。
フェスティバル」
を皆様のご支
新元号に埼玉県舞踊協会の くれたらこれ程の喜びはないよ 山は述べている。ソロやデュエッ
ト 、アンサンブルをさまざまに
「人
援 、ご協力を頂き無事盛会に 革新を願いクラシックバレエ、 うに思います。舞踊を愛する・
組み込み 、
「振りを付ける」とい
間を育てる」
、これが埼玉県舞踊
終えることが出来ました。深 モダンダンスが両輪となり新
うよりもダンサーたちから内発
協会の目指し 、引き継がれたも
く御礼申し上げます。
時代を歩み更なる発展を期待
的に生まれる動きを生かしたよ
のであり協会の役目の様な気が
先人の築き上げた 年の歴史 しております。
うだ。皆で反時計回りに駆け抜
致します。
ける場面が何度も入り 、独特の
アレクサンドル・ミシューチン
律動感をもたらした。音楽の落
氏の「フローラの目覚め」と 、平
」の作
合敏行 、衣裳の宮村泉 、照明デ
山素子氏の「 Three-in-one
品につきましては専門家の先生
ザインの岩品武顕も無駄のない
方が 、批評を書いて下さりこの
仕事ぶりで 、平山と出演者たち
新聞にも掲載されておりますの
が相互に作用しながら生成する
で是非 、そちらの方をお読み下
創作を支えている。
さい。
アレクサンドル・ミシューチン
この文章は協会の先生方や担
振付『フローラの目覚め』はドリ
当者の先生方のご苦労や御力添
ゴ作曲 、プティパ原振付により
えでこの様な素晴らしい舞台が １８９４年に初演された一幕物
出来上がりました事に感謝を込
で古代の神話に取材した壮麗な
めて書かせて頂きました。
佳品だ。ステパノフの記譜法で
本当に２年間という長い月日
遺されたものをベースに往時の
有難うございました。
ロシア・バレエの香りを伝えた。
風格のある春の女神フローラ
（ブ
リヤート国立歌劇場バレエ団の
ダンスセッション２０１９
アンナ・ペドゥシノーヴァ）
、
しな
舞踊評論家 高橋 森彦
やかな身のこなしが美しい西風
評
の神ゼフィール（浅田良和）を中
ダンスセッション２０１９を終えて
心に踊りに次ぐ踊りを滞りなく
制作チーフ 窪内 絹子
みせる。埼玉の踊り手も暁の女
神の佐藤優美を筆頭に役柄を踏
まえて踊っているのが好ましい。
今回も彩の国さいたま芸術劇場
と提携しており 、世界に知られ
る同劇場の奥行きがあり設備も
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舞踊家 藤井 利子
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充実した本格舞台をよく生かし
た公演だった。埼玉県舞踊協会
は埼玉の文化力発信に多大な貢
献を果たしている。

−

ダンスセッション２０１９

評

51

3

6

3

3

1

隔 年 毎に開 催の「ダンスセッ
ション２０１９」
が、
１月 日
（日）
彩の国さいたま芸術劇場 大ホー
ル（２回公演）で開催された。毎
回埼玉県舞踊協会が 、海外から
舞 踊 家 を 招 聘 し国 際 交 流 を 図
り 、新しいダンスの創造 、育成等
意義ある公演をさいたま芸術劇
場を拠点に発信する企画で取り
組んでいる。
先ず埼玉全国舞踊コンクール
創 作 部 門 第１位 作 品（第 回）
「 elastic伸縮性のある 」藤井淳
子作品 、
（第 回）「息もできない
夜に蚪（と）ぶ」たけだ有里作品
が披露され 、作品テーマを芯に
据え 、独自性を発揮した２作品
が 、観客の注目を浴 びた。次に
モダンダンス平山素子振付作品
」
が上演された。吊
「 Three-in-one
り下がったライトを大きく揺ら
し 、床に照らされた光の偶然を
捕らえるシーンで始まり
（最後も
揺れるライトで締め括られる）
、
偶意が作品イメージの大きな要
素に在る事が提示される。ダン
サーが勢いよく円囲を走り出す
と 、ダンサーの日常が喚起され
る（途中幾度かくり返される）
。
個が止まった地点 、その時々瞬
間にみせる感性の偶意を挿入し
ながら 、床エリアの群舞へと進
行し 、びっしり転がる群の中 、数
人 が 各々動 きを 繰 り 返し踊る
場や 、寄り合って繋がる腕の動
きの面白さに夢を託す等 、群舞
ならではの演出効果を高め 、振
付 者 、ダ ン
サ ー、観 客
が共に創 造
を 楽 しむ 創
作 ダ ンス 作
品 が劇 場 を
満たした。
アレクサ
ン ド ル・ ミ
シュー チ ン
振付「フロー
ラの目覚め」
ク ラ シッ ク

とても幸せな時を過ごせました。
バレエ作品は 、振付に生命の躍
今回の作品を通して 、先生 、踊
動感があり 、場の展開毎に創作
り手の皆さんのリハーサルに対
イメージを 、観客が共に楽しみ
する熱意 、ポジションの作り方
ながら進行する演出で 、遠景で
にとても刺激を受けました。
なく 、目の前で生き生きと踊る
デュエットでは 、良いパートナー
ダンサーが現実感を醸し 、舞台
に恵まれ躍動感が大切だと気づ
と観客が一体化されて行った。来
日されたフローラ役アンナ・ペ かされました。
あたたかく迎えていただき 、皆
ドゥシノーヴァ氏が 、多忙なス
様には感謝申し上げます。
ケジュールのなか駆け付けて下
さり 、花を添えて下さった。モダ
」振付
■「 Three-in-one
ン 、クラシック作 品 共に 、オー
平山素子
ディションで選ばれたダンサー
達の前向きな練習成果が 、作品
私は 年ほど前にさいたま市
の素晴らしさを提供する結集力
に移住し 、良きタイミングで埼
となっていた事を感じ 、平山素
玉の芸術普及・発展に役に立て
子氏 、アレクサンドル・ミシュー
ないかと考 えていましたので 、
チン氏を始め 、制作関係各位の
今 回 の 振 付 の オ ファー は 私 の
皆様に 、心から感謝を申し上げ
ます。そして公演を提携 下さい ミッションとすら感じてお受け
ました彩の国さいたま芸術劇場
しました。コンテンポラリーダ
の大きなお力添えに 、厚く御礼
ンスとは 、幅広い身体表現を可
を申し上げます。埼玉の舞踊芸
能にできるジャンルですが 、そ
術の未来に向けて 、今後も寄与
の反面で「ルールがなく 、なにを
する心意気で頑張ってまいりた
積み上げているのかよくわから
く存じます。以上拙い私個人の
ない」とみられるジャンルでも
感想を記させて頂きました。
あります。そこで 、本 作品では
名のダンサーとともに つの
■
「フローラの目覚め」振付
ものをオリジナルの身体語彙と
アレクサンドル・ミシューチン
して提案することを試みたいと
」とタイトルを付
「 Three-in-one
今回は振付を依頼され 、日本
けました。言葉通りにとらえる
ではあまり上演されていない作
と“ つのものが つになる”
、
品が良いなと考え 、
「フローラの “ つで成り立つ”
、などの意 味
目覚め」
を選びました。
で使用されますが 、最終的には
日本では余り上演されていない この作品のクリエイションを通
ので 、作品を忠実に再現するた
して 、舞踊という現象を誘発す
る振付 、それを乗り越えて衝動
めに必要なギリシャ風な衣裳や
装置などをいちから用意しなく
の中に浸されていくダンサーの
てはならずとても苦労しました。 身体 、そんなものにシンプルに
しかしバレエの文化を日本に
出会いたいとリハーサルを繰り
伝えたかったのですが 、
なかなか
返しました。気が付けば 、延べ
難しく妥協せざるを得ない状況
２５０時間以上もリハーサル室
が歯がゆかったです。
にいたことになります。この経
ダンサー達は 、あの短時間で
験を通して私自身も
「振付」とは
列を揃えたり空間の使い方もと
何か？と改めて考える機会とな
ても良くできたと思います。厳
りました。素晴らしかったのは 、
しい指導の中で 、その思いを受
さいたま芸術劇場との提携によ
け止めてくれた事で今回の舞台
りリハーサル場所の提供を十分
が仕上がったと思います。
に受けられたことです。これは
これからも日本バレエ文化の
本企画の大きな特徴であり価値
発展を願っております。
であると思います。このサポー
トがなければ私の作品の結果は
違うものになっていたでしょう。
■
「春の女神 フローラ」
アンナ・ペドゥシノーヴァ
本番はあっという間に駆け抜け
てしまいましたが 、ダンサーた
今回埼玉県舞踊協会のダンス
ちとの深い絆 、
そして 、埼玉県舞
セッションに招待していただき 、 踊協会の皆様の深い愛を感じる
皆さんと楽しく踊る事ができ 、 公演となりました。

◇Eメール saitama-dance@blue.ocn.ne.jp

http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp

埼玉県舞踊協会ホームページ
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彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
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『第51回創作1位たけだ作品』
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『フローラの目覚め』

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

Saitama Dance Association
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52

あり 、先生方は役替わりや振り
付 け の 教 え 直 し と 大 変 な 思い
をされたのではないかと思いま
す。しかし 、不思議なもので問題
点が起きれば起きたで皆が一丸
となって対応したり解決の道を
見つけ出して前へと進んで行け
るのも協会員の先生方のご協力
あってのものだったと改めて感
じ感謝の言葉しかみつかりませ
ん。
埼玉県舞踊協会は 、協会が出
来た時からクラシックとモダン
が一緒で一つの協会としてやって
きています。その形は今までず
～っと引き継がれて来ておりま
す。一つの問題が起きれば皆で考
え 、行動 、解決という形でやって
参りました。これからもこの逞
しさで進んで行くことと思いま
す。とにかく 、振り付けの先 生

1

3

『Three-in-one』

1

二年がかりでの企画のダンス
セッション 、まず今回も無事に終
えられましたことを担当者の先
生方 、協会の先生方 、スタッフの
皆々様そして振付家の先生 、出
演者の皆々様全ての方々に感謝
申し上げます。次から次へと振り
かぶさって来る様な仕事に黙々
と立ち向かって１月 日（日）の
本番を迎え 、２回公演を無事に
終える事が出来ました。
今回はクラシックバレエの方
が場面も多く 、役も分かれてい
た事と 、出演者も 名という大
掛かりの中 、突然の予定変更で
名のロシアダンサーが来られ
なくなるというハプニング等が

52

52
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◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2019年10月〜2020年4月公演となります。 第48回舞踊協会ニュースの発行予定は2019年10月。 ※申込締切は8月末日といたします、
早めに広報までお知らせください。

『即興タイム』

舞踊評論家 寺村 敏

伸び伸び明るく元気で健やかに

評

「伸びゆく彩の国さいたまの子供達」

が踊る
［フェスティバル］は多彩な内容

あった――。モダンダンスは年長組か

で楽しさが満ちあふれる公演・祭典で

らシニアになると抽象的な創作が多く

程としてこの日に上演された 作品は

なりがちである。しかしそこに至る過

すべて分かりやすい。各スタジオ・グ

ループとも異なった個性・カラーに彩

開する力強い群舞」「春の季節感が明

品・構成」「舞台いっぱいに広がって展

ルな作品と踊り」「ロマンが満ちた作

大別すると「とても自然でナチュラ

デザインもフェードアウトよりカット

上がるということだろう。音楽も照明

ナーレを設けるとドラマチックに仕

なかなか効果的だ。小作品でもフィ

て心をひとつにして踊る構成・展開は

２０17年4月〜

月

協会員催し物ご案内

アキコ・カンダ ダンスカンパニー公演
「時は流れ〜ピアソラを踊る〜」《有料》
◎ ／ （土） : ・ :
◎ ／ （日） :
東京芸術劇場 シアター・イースト
市川紅美
☎048
（645）
6551
……………………………………………

第 回 伊藤京子バレエスタジオ定期発表会

◎ ／ （月・祝）
埼玉会館 大ホール
☎049
（233）
6244 伊藤京子
……………………………………………
フジサトバレエスタジオ第 回発表会
◎ ／ （日） :
練馬文化センター 大ホール
藤里照子
☎03
（3995）
2218
……………………………………………

◎新年会

日 今年も

２０１９年

月

よろしくお願い

和ロイヤルパイ

いたします。浦

ンズホテルに

様 、元 気に 、集

て 、協会員の皆

合しました。

・２０１９年５月 日
（日） ： 〜 ：

埼玉県舞踊協会総会開催のお知らせ

◎第 回
（平成 年度）

・ さいたま市民会館うらわ

（受付 ： より）

45 19

られていた。

るく流麗な動きがさわやかな作品」「遊

まることが多い。

明るい光を求めて山を動かそうとす

アウトで終わる方がきりりと引きし

なイメージが伝わる作品」「音楽・曲を

る約 人の子供たちからは力強い舞言

び心たっぷりの楽しい作品」――ほか

ベースに振付をした作品」など。大作・

ヤ文明が栄えたグアテマラの山岳地帯

の掛け声が聴こえた。紀元５世紀にマ

に「物語を舞踊詩劇化した作品」「崇高

準大作、
秀作もあって、
成長途上のジュ

鳥からは無音の翼音が重なり合って聴

で群れをなして舞う大小 羽の茶色の

た結果であった。りんとした力強い踊

こえた。
いずれも心をひとつにして踊っ

18

育ってほしいという思いが全編に感じ

でしょうか。会員の皆様にも 、素晴しい

「 平成 」から「 令和 」
。新年号の協会

サーは春風になって舞ったり海の妖

られる公演であった。

スタートとなりますように。

◎編集後記

精になって踊ったり、星空をバックに

この公演と相前後して「住みたい街ラ

が横行する昨今、子供たちに健やかに

観客を夢の世界に導いたりさまざま。

ンキング」（ souumo
調べ）
が発表され、
関東地区で埼玉県内の２都市が４位と

ある……。学童仲間・親によるイジメ

太陽が持つ暖かさと香りを伝える作

８位にランクされた。

31（水）

クラシックバレエ 1 部 決選・創作舞踊部門 決選・表彰式

8/16（金）

モダンダンス 2 部 予選

17（土）

モダンダンス 2 部 決選

18（日）

モダンダンスジュニア部 予選

19（月）

モダンダンスジュニア部 決選

20（火）

モダンダンス 1 部 予選

21（水）

モダンダンス1部 決選・表彰式

山本教子

広報部 笠原千珂子

は 、日々をどのように 、迎えられました

ニュースになります。皆様にとりまして

う知的遊戯作品もあった。振付者たち

品があり、
「雨」
をテーマに全身でうた

クラシックバレエ 2 部 決選

クラシックバレエジュニア部 決選

はダンサーの年齢に合わせた動きを

29（月）

30（火）

組み合わせる。年齢別に二組。三組と

クラシックバレエ 2 部 予選

©️スタッフテス 本橋 亜弓

制作チーフ 栃沢 寿美

ニアたちは時にかわいらしく踊り、時

ちは蟻になったり、玉ねぎになったり

30 30
17

30

当日で季節で言えば初春だ。翌日は

りがあって、ゆったりのどかな動きが

1

30

に力いっぱい弾んでいた。ダンサーた

10

00

17

と振付者のアイディア・演出・ステージ

15

大雨に見舞われて寒かった……。ダン

開催された３月３日は「ひな祭り」

ングもユニークだ。

12 11

15

クラシックバレエジュニア部 予選

28（日）

登場させた後に最後に全員がそろっ

《主催》埼玉県舞踊協会

第52回 バレエ・モダンダンスフェスティバル
第 回バレエ モダンダンス
フェスティバルを無事終了する
事が出来ました。ご参加下さっ
た先生方 、お手伝い下さった先
生方のお陰と担当一同心から感
謝致しております 、ありがとう
ございました。
皆様のご要望に応えるべく 、毎
年努力・工夫しておりますが 、な
かなか完璧とまでは至らず 、課
題は残ります。それでも反省会
で
「生徒達がとても喜んでいまし
た。
」とのお言葉を励みに来年３
月１日に向けて始動致しており
ます。また大勢の皆様にお会い
できます事を願いつつ……

5 5

7 19

27（土）

■新理事からのメッセージ ました。
埼玉県舞踊協会では 、第７回目
の
「バレエ・モダンダンス公演」
に
○青木りえ
初めて出演してからほぼ毎年の
この度 、平成 年７月より理
ように、舞台に立たせて頂いて
事をお引き受けすることになり
ました。責任の大きさに身の引 いました。その後 、ステージ１・
き締まる思いでおります。微力 コンクールなど数々の舞台を経
験し、ダンサーとしても育てて
ではございますが 、伝統ある埼
頂いた場所でもあります。
玉県舞踊協会の発展のために全
諸先生方には、
大変お世話になっ
力を尽くしたいと決意を新たに
て参りました。これからは 、少し
しております。行き届かない点
でも力になれるようお手伝いが
も多々あるかと思いますが 、役
出来ましたらと思っていますの
員の先生方にご指導いただきな
がらお役目を果たして参りたく で 、宜しくお願い申し上げます。
思っております。協会員の皆様
には変わらぬ温かいご支援を賜 ■新会員からのメッセージ
りますよう 、どうぞ宜しくお願
い申し上げます。
○小柳出加代子
この度理事会の了承をいただ
○すゞきさよこ
き入会致しました 、若松津田自
先日携帯を忘れて三日間帰省
由ダンススタジオの小柳出です。
しましたら 、なんと手持ち無沙
入会を了承して下さいました先
汰。どれだけ日常になくてはな
生方にお礼申し上げます。
らない存在になっているか実感。 亡くなられてから若松先生が８
でもわざわざ忙しくしてしまっ 年 、津田先生が３年になります
ている危うさを感じました。もっ 数年前より 、色々な人にお目に
と周りを見てもう少しゆっくり
かかると 、今若松のスタジオは
じっくり考えて日々過ごさなく
どうなっているのと問われます。
てはと思っているこの頃です。
両先生が残して下さいました稽
この度 、理事として関わること
古場を５名で年１回の発表会を
になり 、不安でもありますが 、長
軸に維持しております。若い講
年育てていただいた協会の発展
師も育っています。
のために、又充実した舞台づく
私は 代の頃より埼玉県舞踊協
りを目指しお手伝いできること
会には大変お世話になりました。
に感謝しながら 、努めさせてい ステージⅠ、コンクール、その他
ただきたいと思っております。 色々な行事に参加しました。大
どうぞよろしくお願いいたしま
変貴重な経験をさせていただき
す。
ました。これからは少しでも恩
返しができればと思っておりま
す 、宜しくお願い致します。

クラシックバレエ 1 部 予選・創作舞踊部門 予選

7/26（金）

○北原弘子
昨年７月より理事に就任致し

13 13

： 15
30

26

15

30

61

14

2019年10月6日（日）16：30開演
こしがや能楽堂
チケット：2,500円 全自由席

40

15

31

FINAL 〜五感〜

《会場》埼玉会館 大ホール
7月26日
（金）〜31日
（水）
■クラシックバレエ部門・創作舞踊部門 《日時》
■モダンダンス部門 《日時》8月16日
（金）〜21日
（水）

埼玉全国舞踊コンクール2019

埼玉会館 大ホール
2019.3.3(日)

『月夜に釜を盗く』
『天竺牡丹』

『肖像』

9

53

出品者・出演者募集 !!

大ホール

期日

･

「足袋nce@能楽堂」

埼玉県民芸術文化祭2019協賛

30

10

私がバレエを始めたのは2歳9か月、母に連れられ間
瀬玉子先生にお世話になりました。
支度が遅い私は、バーの先頭でないとへそを曲げて
いたそうです。わがままで気が強い私を、母と玉子
先生は根気強くなだめるように育てて下さいまし
た。今私のような生徒を見ると、
感謝の気持ちでいっ
ぱいになります。おとなしい子がいい子ではないと、
父兄にも自分にも言い聞かせています。しかしなが
ら良い芽を摘み取らずに伸ばしてあげることは、非
常に難しいことです。
踊ることは楽しいこと。熱があっても足が痛くても
何があっても踊っていました。私が踊る事で両親や
先生が喜んで下さる。それが私の幸せでした。
小学4年より牧阿佐美先生の児童バレエに通い始め
ました。ちょうどテレビドラマでゆうきみほさんが
赤い靴に出演していた頃です。初日は母と一緒に行
きましたが 、2日目は一人で行きたいとワクワクしな
がら冒険の旅に出ました。案の定 、帰りの電車を乗
り間違えて赤羽から東北線に乗ってしまいました。
大宮から景色の違う事に気が付いた私は慌てて蓮田
で飛び降りました。物凄く遠くに来てしまった気が
して不安でたまらなかった気持ちを今でもハッキリ
と覚えています。
中学2年の冬 、どうしてもスケートをやってみたくて
白久のスケート場に行きました。
数日後にフェスティ
バルのコンクール受賞者の披露が決まっていたにも
かかわらず 、まんまと捻挫してしまいました。野呂先
生にこっぴどく怒られたことよりも、
自分に腹が立っ
て情けなくて、欠場はせずに痛み止めの注射を足の
指すべてに打って出演しました。本当に痛かったの
で、これで少しは自分を許してあげられたのかも知
れません。
踊るということは、褒めていただく、認めていただ
く、楽しんでいただく、そのために日頃の努力やい
ざという時の勇気 、様々な困難を乗り越えていく冒
険です。そして自分を褒めるのは冒険の為の魔法の
言葉です。
舞踊協会の先輩方を見習って、私の終わりのない旅
はまだまだ続きます。
一人旅のようで、気が付くと沢山の仲間。踊りに出
会えて本当によかった。
さあ、次は何を踊ろう。

52

コレオグラファーの⽬vol.18

50

第52回

玲
文月

踊 ること

『閉じた空は隙間に溢れる』
『お風呂で汗を流しましょう』

『足袋nce体操』
『驟雨』
『空のはこ』

『嘆きのデザイン』
『My favorite things』
『HADA』
『雲雷をのぞむ』

STAGE1
『北の大地』 『夜を往け』
『aquarium足の生えた魚』
『MURR-MA』

2019.4.15（月） NO.47

埼玉県舞踊協会ニュース
S･D･A･NEWS

前号でご紹介が出来ませんでした 、
「 第45回ステージ１」公演の舞台写真を掲載致します。

第45回 ステージワン

彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
２０18年９月1日・2日
『求めゆく先に』

『流転の途』

