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『新年度に願う』

第 回 バレエ・モダンダンスフェスティバル

楽しい舞台、元気な子供たち

本 番は、都 合により 団 体 から
団体の出演となりましたが、バ
ラエティーに富んだ楽しい作品の
数々、エネルギーに満ちた感動の
舞台となりました。今、この難局
に立ち向かう中で、きっと様々な
想いを馳せて迎えられた舞台だっ
たのではないかと思います。各先
生 方と門 下 生の皆さんが共に創
り上げた尊い作品に、心からブラ
ボー！ 担当者一同、次回に向け
て力を合わせて進んで参ります。

予防対策は役員会で審議を重ね万
終了する事が出来ました。綿密に計
全を期して備えております。コレオ
画されたコロナ感染予防対策の諸注
では秋に開催
グラファーの目 vol.19
意を厳守し元気溢れる素晴らしい作
（ ／ ）の「 Morince
やわらかな風
品を上演して下さった伸びゆくさい
と森編」と題し動画ネツト配信の為、 たまの子供たち、関係者各位に感謝
会場の国営武蔵丘森林公園にて若い
し厚く御礼申し上げます。
ダンサーの協力を得て数度撮影を行
コロナ収束は未だ先が見えません
い配信しています。一年延期していた
が新しい生活習慣を各々が守りそれ
公演も ／ ・ に開催
ぞれの活動を実現せねばならないと
STAGE1
を決定しコロナ感染予防対策を充分
思います。舞踊の創作表現は私たち
に踏まえ制作を進めています。
の命、生きる力です。協会員の皆様、
新年の先駆けとして第 回バレエ・ 共に励まし合い舞踊活動を前進させ
モダンダンスフェスティバルが担当理
て参りましょう！
事、部員の素晴らしいチームワーク
新年度スタートにあたり会員の皆様
により ／ （日）埼玉会館大ホー
のご活躍を心より願っております。
ルにて無事開催され滞りなく盛会に
12

13

53

埼玉県舞踊協会会長
中村 友美
２０２０年は何もかも開催予定の
公演や行事が中止せざるを得ず意
気消沈の一年でした。会員の皆様は
どの様な日々を過ごされたのでしょ
うか？新年より埼玉県舞踊協会は
各事業が活動を再開致しました。
協会一大イベントである埼玉全国
舞踊コンクールは今年こそ！予選無
しの一日決選を掲げ申込受付（ ／
〜 ）が開始されます。第 回コ
ンクール審査当日会場のコロナ感染
第 回バレエ・モダンダンスフェス
ティバルを終えて
制作担当：上田仁美・伊藤一枝・
すゞきさよこ・栃沢寿美
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⑤川名今朝美モダンバレエスタジオ
川名今朝美
マスク、手洗い、うがい、ソーシャ
ルディスタンス。
外出自粛・・・、舞台も学校行事
もすべてなくなった去年からやり
場のない怒り不安の中におりまし
たね。それでも、動きたい活動し
たいと、みんなが思い続けており
ました。ワクチン開始のニュースも
流れ、少しずつ未来が開けてくる
予感もしてまいりました。
その第一歩、今回バレエモダンダン
スフェスティバルが無事開催された
こと本当にうれしく思います。
入口、客席、楽屋、舞台袖。すべ
てに完ぺきな 感 染 症 対 策 が施 さ
れ、安心して舞台を終えることが
できました。これもひとえに埼玉
県舞踊協会の理事の先生方のご尽
力のたまものです。本当にありが
とうございました。

⑫Y's Dance Company（山口弓貴子）

53

53

53

32

3

A

③ 和加枝舞踊研究所 小林和加枝
『フェスティバルが無事終わって！』
延 期になって一年 経 ちました。第
回目のバレエ・モダンダンスフェ
スティバル、担当の先生方よりあ
らゆる角度からの注意事項を頂き
お陰様で一年後のこの日を生徒達

⑩井上美代子バレエスタジオ

◇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

これから二週間、どのスタジオ
まざまな集団が、時に指で方向づ
は楽しみにしていました。
からもコロナの人が出ないことを
けし、時に列をなして、花を全員
本番 時間程前マスクを付けての
願うばかりです。
に広げ、新しい世界を目指す。井
舞 台 練 習があり少し緊 張した出
」では、２
皆様、本当にお疲れ様でした。
上美代子作品「 carnival
演者達の様子が見えましたが楽屋
組のポアント、チュチュの踊り子風
ではいつもとかわらず、おしゃべり
のグループが、郷愁を感じさせる
②文月玲バレエスタジオ 文月 玲
しない昼食を済ませ本番を元気に
音楽で、その雰囲気を作りあげた。 『第 回バレエ・モダンダンスフェス
踊り終えました。
最後は山口弓貴子。「ラ・シルフィー
ティバルに参加して』
いつ収束するのか、先の見えないコ
ドより」第２幕のパ・ド・ドゥに群
私共のスタジオは プログラム２ ロナ禍で当分マスクを取りはずせ
舞が加わる。若い主役２人もよく 「バタフライ・ラヴ」に出演させて
ないレッスン風景が続くのでしょう
踊り、多くの群舞もしっかりと舞
いただきました。
か、皆様 お疲れさまでした。担
台を作った。［藤井・上原モダンバ
昨年の延期の決定から一年間、子
当の先生方お世話になりました。
レエスタジオは欠場］
供たちは衣裳が小さくなるほどに
成長して、トゥシューズに進級した
原島マヤ
④マヤバレエスタジオ
生徒もおりました。
フェスティバル開催のため沢山の
当 初 名で参 加の予 定でしたが、 準備をして下さった埼玉県舞踊協
コロナのため直 前になって不 参 加
会の担当者の方、本当にありがと
者が 名ありました。親も参加し
うございました。久しぶりに舞台
たいのはやまやまですが、苦渋の
袖で照明の下でキラキラ輝く生徒
選択だったと思います。
達が見られて感無量でした。かけ
とにかくコロナの感染者を出すわ
がえのない時間でした。この気持ち
けにはいかないと、消毒・検温・マ を大切に頑張りたいと思います。
スク着用と緊張した一日でした。い
つもであれば遠足気分で熊谷から
みんなで一緒に電車に乗り、楽屋も
楽しく過ごしておりましたが、今
回は現地集合、楽屋でのお菓子の
やり取りやゲームの禁止といたし
ました。子供たちはコロナ対策を
良く理解していて、楽屋の退出も
大変スムーズに出来ました。引渡
し場所で父兄より早い位でした。
無事終了出来ましたのも、上田先
生をはじめ、フェスティバル担当の
先生方のご苦労のおかげです。良
い経験と思い出となりました。本
当にありがとうございました。

①窪内絹子モダンバレエスタジオ
窪内絹子
『第 回バレエ・モダンダンスフェス
ティバルを終えて』
第 回フェスティバル無 事に開
催することができ、おめでとうご
ざいます。そして担当の先生方本
当にご苦労様でした。
開 催にあたり何 度も何 度も理
事会で話し合いを行い、これでも
かというほ ど 対 策 を 練 りました
が、担当の先生方はどこかに恐怖
心とか不安を抱えていたのではな
いかと思うと、頭の下がる思いで
す。私も受付を担当しましたが、
主催者たちが必死の思いで計画を
立て、今回はいつものフェスティバ
ルとは違うということを御父母様
に手紙でお知らせしたり話をして
きましたにも拘わらず、一枚のチ
ケットで二人入ろうとしたり、裏
に連絡先を書いていなかったり、コ
ピーのチケットを持って来たりとい
うご家族がいました。こんなに皆
が安 全に会を催したいと思ってい
るのに真 剣に話を聞いてくれてい
るのだろうかと残念な思いがいた
しました。
やはり、主催者側と観る側と心
を一つにして開催できればどんなに
楽しいだろうかと感じました。

53

⑨吉田久木子モダンバレエ研究所

と。どの作品も工夫に満ち、個性
的で、みな精一杯頑張っていました。
【 プロ】多 数の出 演 者や持 ち道
具を存分に使い、さまざまな状況
を超えて嫁入り、挙式したねずみ
の世界を、アイディアを込めて描
いた窪内絹子作品「いちばん大切
なこと～ねずみの嫁入りより～」。
白い蝶が悪役の黒アゲハたちにい
じめられるが、多くの可愛いいも
虫の願いで仲直り、そしていも虫
にも美しい羽根が、とうまくまと
めた文月玲の「バタフライ・ラブ」。
小林和加枝は「ひまわり」で、かわ
いい種から緑の芽に成長、自然の
猛威など多くの試練を経て、一斉
に花開く明るい世界を表現した。
原島マヤは、大小多くの出演者を
巧みに集団化し、機械的、人形的
な動きから、ときに優雅に、また
ダイナミックに人生の輪廻を描いた
「回転木馬～夢の途中～」。
【 プロ】触 れ合い、開 放 を 求 め
る女 性 を幾 重 もの黒い集 団 が突
き 放 しつつ無 機 質の空 間 を 連 ね
る。コロナの影 響 を 強 く 感 じ さ
せる川 名 今 朝 美・山 縣 奈 央 作 品
」。
「 Monochrome City
和 泉 伽 甫 留は「 First light
… 春へ」
で、白い衣裳の少女が、忍び寄る
暗闇におびえ、迫り来る厳しさを
超えて行き着く光と花の世界を描
く。菊 地尚子は、成人とジュニア
のグループを巧みに対比させ、交
接させて、厳しい環境に耐え、立
ち向かいつつ飛び立つ心象風景を
表現した「 Eden
～はじまりの園」。
谷 乃 梨 絵 は、赤い横 縞の衣 裳の
キャラクターと街の人々たちを多
数登場させ、乗りの良いウインナ
ワルツで楽しく交流。最後には全
員がウォーリーとなって楽しませた
「ウォーリーと仲間たち」。
【 プロ】吉田久木子「あらたな地
へ」。民 族 的な合 唱 曲により、さ

⑧谷乃梨絵モダンバレエスタジオ

舞踊評論家 うらわまこと
昨年はコロナ禍で残念ながら中
止・延期になってしまいましたが、
今年は検温・消毒に、プログラム
を３つに分けて席を空け、観客を
入れ替えて３密を避けて行われま
した。
児童、ジュニアからシニアも加わ
るこの会の特長は、出演者にあわ
せて多彩な舞台空間を形成するこ
と。そして発想や物語が見える分
かりやすさが共感と感動を生むこ

⑦705 Dance Lab（菊地尚子）
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感染予防対策として、スタッフ下
見時の完全入替制、当日出演者へ
のマスクの配布、各楽屋に消毒液・
ハンドソープ等の設置、各団体の
楽屋入り時間の指定、会議室の利
用、舞台出入りの一方通行、出待
ち場所・時間の指定、ロビー・客
席出入口の指定、休憩時に客席の
ひじ掛け手すり等を消毒、観客の
連絡先の確保等を実施いたしまし
た。
出演団体の皆様には、感染予防に
対応した今回の制作に対し、ご理
解とご協力を頂きましたこと、本
当にありがとうございました。今
回のフェスティバルに関わりご尽力
下さった全ての皆様に深く感謝い
たします。
今回の制作を通じて、やはり舞台
は私 達にとって、夢や希 望、そし
て活力を与えてくれるかけがえの
ない存在であること、またその影
響力の大きさをも再認識いたしま
した。そして社会的環境の変化に
寄り添った制作の在り方を模索す
る機会を頂けたことは、担当する
私達にとりましても、大きな収穫
だったように思います。

⑥バレエスタジオ レッツ（和泉伽甫留）
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⑤川名今朝美モダンバレエスタジオ
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昨年３月から延期となった第
回フェスティバルは、感染予防のた
め、各回ごとに観客入替制の３つ
のショートプログラムにて上演し、
無 事に終 了 致 しました。客 席は
社会的距離を保つために定員数の
％とし、 プロ３０２名、 プ
ロ３０９名、 プロ２６９名のお
客様がご来場下さいました。
埼玉県舞踊協会の事業として、新
型コロナウィルス感染拡大の影響
により、最初に開催を断念しなけ
ればならなかったのは、昨年のフェ
スティバルでした。また２度 目の
緊 急 事 態 宣 言の最 中、事 業の再
開のスタートもフェスティバルでし
たが、協会として感染予防の実施
に関 する前 例 がなく、出 演 者 も
３５０名と多いため、準備の段階
では様々な課題にも直面しました
が、理事の先 生方やスタッフの先
生方もご意見を下さり、前へと進
むことが出来ました。

④マヤバレエスタジオ（原島マヤ）
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②文月玲バレエスタジオ
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③和加枝舞踊モダンダンス研究所（小林和加枝）
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①窪内絹子モダンバレエスタジオ

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

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2021年10月〜2022年4月公演となります。 第52回舞踊協会ニュースの発行予定は2021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。

⑥バレエスタジオレッツ 和泉伽甫留
ばＯＫ 」
の つが合言葉。 集まっ
第 回バレエ・モダンダンスフェ てレッスンできない中、本番の日一
スティバルに際してまず協会皆様
年振りの再会。打ち合わせだけは
に心より御礼申し上げます。参加
しっかり意 欲 的な大 人を横 目に、
作品は意識せずとも自然にコロナ
私は生徒に
「貴方達が頼りです」
と
に対する想いになりました。「心」と つい拝んでしまう。終わってみれば
「願い」出演者も役柄を理解し心を
全員笑顔で満足そう。あらためて
こめて踊ってくれたものと思います。 そして心より企画運営して下さっ
観客の皆様に「想い」が届いたとし
た皆様に感謝致します。おかげで
たら幸いに存じます。照明合わせ、 出演者は安心して久しぶりに舞台
楽屋、リハーサルなどの感染対策
を踏め、笑顔で充実した時間を持
の準備、当日の進行など数々のご つことができました。ありがとう
苦労がおありだったと存じます。
ございました。
感謝の念に尽きません。おかげさ
まで舞台で踊れる喜びで子供達の
⑨吉田久木子モダンバレエ研究所
瞳は明るく輝いていました。しばら
吉田久木子
くはコロナの様子をみながらの活動
第 回バレエ・モダンダンスフェ
になるかと思いますが、これからも
スティバルを無事終える事が出来
踊る喜 びをパワーに変えて、身も
て安堵しております。理事の先生
心もリフレッシュしいろいろと乗り
方、特に制作担当理事の先生方の
切っていきたいものです。本当にあ
ご苦労は並大 抵ではなかったこと
りがとうございました。
と思います。この様なコロナ禍での
出演者達への徹底した感染予防対
⑦ 705 Dance Lab 菊地尚子
策には感謝と共に頭が下がります。
初めてフェスティバルに出演する小
フェスティバルを終えて この度延
期された公 演が無 事に開 催され、 さな生徒達は緊張と同時にとても
嬉しそうでした。舞台の外で消毒
年前に発表予定でした「 Eden
〜
用アルコールを手のひらにかけて
はじまりの園」
を 上演することがで
いただいたり、新しいマスクをした
きました。開催にあたり協会の先
り、ウキウキしていました。今回の
生方の大変なご苦労があってのこと
楽屋は舞台へは遠いものの、広く快
と思います。 子供たちに場を与え
適！感染予防対策ばかりに神経を
てくださり心から感謝申し上げま
使わずに済みました。有難く感じ
す。７０５スタジオは 年前と同
ました。
じ作品ではありましたが、 年で
ひとつ残念だったのは他団体の作品
の子供達の成長は著しく、背丈も
をあまり見る事が出来ないことで
大きく伸び、踊り手としての技量
した。仕方ない事ですが・・・。理
も大変な変化がありました。 世の
事の先生方、本当にありがとうご
中は止まってしまった様な 年でし
ざいました。心より御礼申し上げ
たが、子供たちは歩みを止めるこ
ます。
となく成長しつづけている事をしみ
じみと感じ、私 自 身にとっても貴
⑩井上美代子バレエスタジオ
重で大切な時間となりました。 こ
の春よりスタジオの主宰を西村葵
井上淳子
先生にバトンタッチすることになり、
まずは、フェスティバルの開催も
新しい風が吹き新しい時代になって
危ぶまれるなか、たくさんの方々
いくことを願いながら、本 番の子
のご尽力のお陰で無事に終演出来
供たちの踊りを見ておりましたが、 ましたこと、心から嬉しく思うと
最後にまさに「はじまりの園」が舞
同時に安堵しております。
台に浮かび上がり、美しく輝く未
昨今の状況により、予定されてい
来が見えました
た数々の舞台が中止という苦渋の
決断を迫られてきました。様々な
場面で制限がもうけられ、日々の
お稽古もいつも通りのびのびとはい
かず、心苦しいばかりです。
そんな中でも、めげることなく、細
心の注意を払って一生懸命に練習を
重ねる子供達の姿に励まされる事
が、幾度もありました。
当日の晴れ舞台で堂々と踊る、若

か？新型コロナウイルス禍の今なにを考え行

動したら良いのかと自問自答する日々です。

気 づかずに当たり前 のように過ごしてきた

日々、人と触れ合い繋がることで生じた沢山

リーナから踊る事が大好きな大人の人達が

休むことなく通って来てくれる事に感動する

ふと振り返って見ると56周年を迎えました。

踊る事に関わって72年 、バレエらしいもので

が弱いと言う事で習わせられたようです。ひ
はなく島田舞踊からのスタートでした。身体

とつの長い道のりを与えてくれた両親に感謝

る人にどう踊ったら伝わるか、
・・・

です。
」と、語るみどりさん。見てい

集い」等の地域イベントへの参加や、

ている他、自身の創作活動、
「文化の

多くの優秀なダンサーを世に輩出し

コンクール」、
「コレオグラファーの

埼玉県舞踊協会での「埼玉全国舞踊

伝えたい、ということを意識して練
作る時はいつも苦戦しながら作って

人々の夢や希望を育んでいます。

目」の企画・運営に携わり、沢山の

習をしたそうです。そして、
「作品を
います。沢山変えて、先生にも『ま

そんなマヤ先生は、日頃どのような

た変えたのねぇ。
』と言われます。
・・・
たいてい、いったん引きこもって考

思いを持って、生徒の皆さんを指導

‼

53

「舞踊評論家 山野博大先生を偲ぶ」

埼玉県舞踊協会
名誉会長 藤井利子

35

しているのでしょう。

13

殻から脱皮するように復活します。
」

8

35

えて、出ていきます。殻に入って、

70

40

と、笑顔で話してくれました。また、 「生徒達には、踊りを通して自信を

なってほしい。人それぞれに、でき

ること、できないことはあるけど、

つけて、気持ちを強く持てるように

その一つは、
「どうしてできないの？

遂げて、達成感や喜びを得て、自信

小さなことでも良いので何かを成し

窪内先生には指導する時に心に留め

／どうして来られないの？」はＮＧ

ていることがあるそうです。

ワードだということ。もう一つは、「自

す。

につなげてほしい。
」と語ってくれま

そして、
「将来はモダンダンスにとら

分の言いたいことと動きを結び付け
「みどりはそこを掴みかけているか

界であったり、多方面にわたり活躍

われることなく、ミュージカルの世

る努力が必要。
」ということ。
ら、賞に繋がったのかなぁ。
」と、今

してほしい。
」
と願っているそうです。

回の受賞を振り返ります。
「今後は色々な思いが届くような作

る通り、心豊かな人になってもらえ

「ダンスを通して、賞状に書いてあ

決して若年に対しても追いつめない 、ゆ
とりと暖かさでどなたとも接し 、向き
合って下さっておられた紳士・舞踊評論
家山野博大先生 、本当に長い年月の御指
導・御支援に 、会員一同 、心からの感謝と
御礼を申し上げ 、ご冥福をお祈り申し上
げます。
末筆になりましたが 、御令室和子様 、
お疲れが出ると存じますが 、御健康に留
意されます様、
お祈りいたしております。
―合掌―

２０21年4月〜

月

協会員催し物ご案内

Amis de Ballet Spring Concert
◎ ／ （土）
板橋区立文化会館 大ホール
☎03
（5850）
5884 峯 美 保
……………………………………………
創立 周年記念 石川須珠妹子・

田中いづみダンスアカデミー第 回発表会

： 17
00

さんに、後輩への励ましの一言をお

15

品を作っていきたい。
」と語るみどり

◎ ／ （日）
練馬文化センター大ホール
☎03
（3958）
3313 田中いづみ
……………………………………………
アキコ・カンダ ダンスカンパニー公演《有料》
◎ ／ （土） :
◎ ／ （日） :
東京芸術劇場 シアター・ウエスト

： 16
00

るよう、これからも指導して行きた

第 回 伊藤京子バレエスタジオ定期発表会

……………………………………………

： 16
00

◎ ／ （日）
ウエスタ川越 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
……………………………………………
マンナバレエスタジオ発表会
◎ ／ （金）
北とぴあ さくらホール
☎03
（3902）
2900 マンナバレエ
……………………………………………
文月玲バレエスタジオ第 回発表会
◎ ／ （日）

18

願いしました。

10

65

☎048
（645）
6551 アキコ・カンダ事務所

30 30

25

いです。
」と、今後の抱負を語るマヤ

： 16
30

13

「あきらめずに続けてください。辞

で励まされたり、発見したり・・・

13 18

5

先生。気温 度の朝まだき、埼玉県

舞踊協会主催事業「＃ Morince
やわ
らかな風と森編～コレオグラファー

コロナ禍で暗いニュースに押しつぶ

と、元気を頂いておりますが、更に

9

7 20

めてしまってはそこで終わりになっ
窪内絹子先生から近藤みどりさん、

てしまうので。
」

爽と歩きます。

の目 vol.19
」のＰＲ動画撮影の為、
国営武蔵丘陵森林公園の林道を、颯

）
K.F

されそうになる今日この頃ですが、

めでとうトピックス！」を掲載させ

極的な活動を続けてき

『私たちって、スゴイジャン 』オー

てしまうため、これからの朗報と

： 17
00

16 15

7

◎編集後記

舞踊評論家の山野博大先生が 月 日
永眠されました。ご逝去を悼み、謹ん
でお悔やみ申し上げます。

◎訃報

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

熊谷文化創造館 さくらめいと 太陽のホール

00

そして後輩へと、
「どう踊りと関わっ
て生きていけるのか 」の歩みが繋

タビューより

（２０２１年 月 日 国営武蔵丘陵森林公園でのイン

がっていきます。
（２０２１年 月 日のインタビューより

）
K.F

新コーナー「 おめでとうト ピック
けど～

皆様いかがお過ごしでしょうか。

ス！」について
みなさん、毎年県民の日に、彩の国

協会員同士で励まし合い、喜びを分

～できること、できないことはある

知事／大野元裕）が授与する「シラコ

コミュニティ協議会（会長：埼玉県

これは、心豊かで住み

た人々を顕彰する賞で

毎号、協会員お一人ずつのエッセイ

す。今回は、２０２０

ラもテンコ盛りにして、会報をお届

て頂くことになりました。今までも

年 月 日に、この「シ

過去まで遡ると膨大な執筆量になっ

けしたいと思います。

ため、長年にわたり積

ラコバト賞」を受賞され
を伺いました。

なってしまいますが、今後、会員の

10

5

8

広報部 笠原千珂子
山本 教子
弓削多淳子

昨年より続くコロナウイルスに翻弄さ
れる毎日。いつ？ 終止符がつくのか
と？ 無理ない時間の過ごし方、新し
い時代においても、ゆとりを持って生
きて行きたいと思います。
舞踊に助けられた毎日を忘れないで。

5

よい地域社会をつくる

た原島マヤ先生にお話
マヤ先生は埼玉県北本

皆様が表彰された場合は、ぜひ協会

昨年 月に 、山野先生より
「半世
紀以上の長きにわたり・・・・」
とい
う遺文とも思える御文 、舞台活動
ができない今の時世に 、ご自身に
むち打つ様な 、気概・気骨溢れる格
調高い一句が 、筆でしたためられた
お便りを頂戴いたしました。
博大先生ご他界の報を知り 、先
ずそのお手紙を開読しながら 、
年余続けてご交誼を賜った思い出
の数々が胸にあふれ 、御生前の山
野博大先生を偲び 、心よりご冥福
をお祈りさせて頂きました。
藤井公が師亡き後 、後継した小
森敏舞踊団で創作作品を発表して
いた１９５０年代 、山野先生は舞
踊評論家江口博先生に付いて 、舞
踊公演の劇場通いの日々を過ごさ
れておられ、
藤井の初期作品の数々
を興味を持って御高覧くださって
いた事を 、１９６０年代に入って親
しくお話しする様になった頃 、思
い出話としてお聞きしました。戦
後の日本舞踊史にとって 、私共に
とっても有難い貴重な生き証人の
御存在の方であった事を知りまし
た。１９６１年藤井公・利子主宰東
京創作舞踊団結成年の公演から 、
藤井公没年２００８年のラストス
テージ舞踊団公演まで 、すべての
作品を御高覧賜り 、感想・お励まし
に私共も意欲を燃やし 、生きる事
ができたと思います。
１９６７年埼玉県舞踊協会設立
を 、山野先生も心から喜んで下さ
り 、 周年記念誌（さいたま舞芸）
にも 、発足当時から 年間の事業
展界を御執筆下さっておりますが 、
「芸術祭公演」「子供たちによるバレ
エ・モダンダンスフェスティバル」
「新人の舞台ステージ１」「埼玉県舞
踊協会主催俳優座公演」「一期 名
が１年間学ぶ埼玉県舞踊大学講座
（８期生を輩出）
」「埼玉全国舞踊コ
ンクール」「埼玉国際創作舞踊コン
クール
（第 回を最後に以後ダンス
セッションとして現在に繋げてい
る）
」「コレオグラファーの目」「埼玉
県舞踊協会ニュース発行」等々に御
多忙の中お運び賜り御批評・お励ま
し、
御審査 、
講師 、
広報原稿執筆と 、
本当に多大の御力添えを賜り 、今
日までお見守り頂いてまいりまし
た。
大きな度量と優しいお心遣いで 、

4

71

5 5

9

2

かち合っていこうと、今号より「お

みたいと思います。

バト賞」をご存じでしょうか？

にもう一度大切な事を考えバレエの道を進

19

おめでとうトピックス！
（其の ）

しております。新型コロナがくれたこの時期

62

2

39

にバレエをやっていて良かったと思います。

2

事務所までご一報ください！皆様の

!!

1

と共に音楽に身体を委ねて前向きに進む姿

24

市でスタジオを主宰し
60

･

の 事 柄 、今 私と触れ 合っている小さなバレ

2

朗報を、お待ちしております！
までの方々 名程を常
）
に 指 導 さ れ てい ま す。 （インタビュアー： K.F
60

さあふれる勇姿は、私だけではな
く全ての人々に、胸に迫るものが
おめでとうトピックス！
あったのではないでしょうか。
（其の ）
～どう踊りと関わって生きていける
こんな世の中だからこそ、子供達
のみなぎるパワーと、バレエの魅力、 のか～
エネルギーを再確認し痛感した舞 「時々来なくなるみどりちゃんのこ
とは、たぶん５回は破門にしたの
台となりました。
よ。
」と、明るく語り始める窪内先生。
一度きりのこの舞台のために、相当
今回は、第 回秋田全国舞踊祭モダ
な準備と徹底した配慮をして、力
を合わせて成功へと導いてくださっ ンダンスコンクールにおいて見事グ
ランプリを受賞された近藤みどりさ
た先生方、関係者の皆様、出演を
んと、みどりさんへの指導力が評価
決 意してくれた生徒 達、見 守って
され、指導者賞を受賞された窪内絹
くださった保護者の方々に心から
子先生にお話を伺いました。
感謝申し上げたいと思います。
「みどりがシニアになってから私が
したことは、
『どう踊りと関わって生
⑫ Y's Dance Company
きていけるのか』というところ。
」と、
山口弓貴子
第 回バレエ モダンダンスフェ 語る窪内先生。時々引き籠ってしま
うというみどりさんと、どのように
スティバルはコロナ禍の中でした
向き合ってきたのでしょうか。
が、担 当してくださった先 生方の
ご尽力のお陰でも安心して参加さ 「みどりは必ず帰ってくるから、黙っ
て待つ。私も、
『待つ』ということを
せて頂く事ができました。ありが
覚えたわね・・・人と違った経験を
とうございました。この会は故 藤
盾にとって、表現に生かす。忘れた
井公先生が進めてくださったのを
いことを忘れてしまわずに、自分の
思い出され感 慨 無 量です。バレエ
中に留めて明日につなげる。
」
やモダンダンスに限らず舞台芸術
みどりさんと築いてきた、踊ること
に携わっている人は、舞台の上で表
と生きることとの関りが見えてきま
現できることが一番幸せです。しか
す。
し２０２０年からのコロナ禍でそ
一方、みどりさんは、
「
『行かなきゃ』
の機会が少なくなった人が世界に
沢山いると思います。そんな中 Y's の思いは常にあって、でもどうして
再び行けるようになるのかは自分で
では、初の
“ラ
Dance Company
もわからないです。でも、先生は見
シルフィード＂
のダイジェスト版を上
捨てないでいてくれる、引き込んで
演させて頂きました。私も含め出
下さる・・・。親や先生、皆さんの
演者一同どきどきしハラハラして楽
」と語り、そ
しく本番を終える事ができました。 おかげで続けられます。
の戻る力を生みだすものが何なのか
反省点は多々ございますが、今後
を垣間見せてくれます。
も精進致しまして微力ながら活動
今回のみどりさんの自作作品『忘却
をできたらと考えます。次の世代
―白くなったページ』について、
「生
を担う子供達の為、できうる最善
きている中のいろいろな記憶。それ
な事をできたらと思います。今後
が薄れていく怖さ、忘れないで留め
ともどうぞご指導の程よろしくお
ておきたいという思いを込めた作品
願い致します。

マスクをした人々と行きかうと異様さと不安

2

て 年、 歳から 歳

14

3

1

53

1

⑧谷乃梨絵モダンバレエスタジオ
谷 乃梨絵
今回は生徒のパパ・ママ・おばあ
ちゃまも参加させていただきまし
た。「私たちの最強アイテムは笑
顔！」「技術と若さは子供に負ける
が元気一杯に見せるごまかしは得
意！」「間違っても個性！楽しけれ

10

･

を感じてしまうのは私だけではないでしょう

3

30

53

笠原千珂子
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