と感じた。それぞれの 年の思いがこも

に付けているかどうかであり 、身体のサ

イズはほとんど問題ではない事が分かっ

た。とはいえ、年々、出場者の体格が向上

っていたに違いない。

がなかったことも作用したのかもしれな

今後のために一言。テーマや作舞に関し

らに身体的条件に恵まれていれば 、当然

しているのも事実である。技術に長け 、さ

審査曲数は１４０曲近い。本年は予選
いが 、３分の作品としてしっかりと仕上

術と表現力だが 、それを生かすためにも

て欲ばりは禁物だ。審査基準は演者の技

ながら高得点が期待される。上位入賞者

には 、そうした事例が少なからず見受け

評

創作舞踊部門

舞踊評論家 うらわまこと

時代を 、人間を写す鏡。独創的に 、明快に

コロナ禍のもと 、昨年は中止 、今年は

術は高いが、表情が固い、あるいは感性は

場者にとっては有利であるとも言える。技

けるのでなく 、作品をとうしてなにを表

創作とは 、たんに音楽に動きを振り付

音楽 、美術そして振付 、これらを独創的

現し 、伝えたいか。そのためにテーマ 、

踊りが見られた。

も通用する大人びた子までまちまちだ。

的に幼さを残す子もいれば 、ジュニアで

又、
この部門は年齢差が大きいため 、身体

ない事実だが、それでもダンスはスポーツ

根強い。身体を根拠とするのは疑いようの

は、ダンスを身体運動として捉える傾向が

と 、皮肉に 、コミカルに表現。故郷を思う

族？この関係をもう少し）でマスク 、消毒

たらした人間関係のへの波紋を 、３人（家

樋田

希乃

マヤ

加藤

里奈

山本

舞

清永

千智

山の環太平洋大学ダンス部。 人近い人

の波 、その３次元の造形は迫力十分。個と

集団の関係 、鬼＝悪
（コロナ）
に立ち向かう

人間たちとも 、あるいは蔓延するウィール

スに押しつぶされる個人ともとれ 、流行の

「鬼」
とはいえ 、その記号性をもっと明確に

４位の
『剥がれ落ちるわたし』（山本舞）

すると 、より強く伝わったのでは。

ら、
「だれもが権利をもつ」
というテキス

は 、３人を２対１の関係で変化させなが

トで 、視覚的に心象的に場の変化を表

面目』（清水千智）は和服の女性を黒ドレ

現。続く２作は女性デュエット。まず『無

ィアと動きの面白さで。また『コペルニ

スの女性が付かず離れずに接触 、アイデ

使っての関係の変化（コペルニクス的？）

クス』（久慈恵里奈）は金属のフレームを

がありました。それぞれ動きはしっかり

で 、２人の関係の不条理さのようなもの

しており工夫もみえますが 、作品タイト

妨げているように思います。

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

みよがしなテクニックはむしろ逆効果。
コンクールだから 、難技を入れたいと思
げられた演技が多かった。全体的に印象

詰め込み過ぎない方が功を奏しているよ

べての部門で予選なしの審査が行われま

一昨年よりも参加が厳しいだろうと 、す

が 曲をフルで踊ったため 、出場者と審

曲を審査した。ことしは予選がなく 、
全員

豊かだが、技術が不安定等 、様々なケース

昨年小学６年生だった人とって 、昨年

彩寧

30

ルの難解さがメッセージの理解と伝達を

◎お知らせ
「協会員 催し物ご案内欄」
次回の掲載は2022年4月〜10月公演となります。 第53回舞踊協会ニュースの発行予定は2022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。

モダンダンス・１部
（成人）
うのも当然ですが 、入れるなら無理なく
に残ったのは 、作品スタイルがより多様

うに思われる。

評
前後の流れに溶け込ませるべき 、そこま
になったこと。いわゆるバレエベースのコ

また、クラシック・バレエのような課題

られた。

審査結果も 、多様なスタイルを反映す

が見られる中 、やはり 、技術と表現力のバ

現手法に独特のものが見え 、なかなかの

当方がモダンジュニア部の審査を受け

は２部（児童の部）で最後の踊りを披露す

さむなど 、題名といいとてもセンスがあり

「峠の我が家」のメロディをさりげなくは

久斗

────────── 創作舞踊 ───────────

環太平洋大学ダンス部

長年１位に手が届かない中、私の創作
久慈恵里奈
活動に真摯に向きあってくれた仲間達 、
そして下手の横好きの私を、３才から見守って下さった藤井利子先生に感謝の気
持ちで一杯です。今後とも創作活動に勤しんでまいります。

「実りの秋にごあいさつ」

で練習するべきです。難しいテクニックは
ンテンポラリーに近い感じの踊りもある。
また 、そこまでそういうスタイルを打ち

舞踊評論家 佐々木涼子
今年はいかにも現代舞踊といったあり
流れに上手くはまってこそ 、作品を輝か

人をあっと言わせますが 、それが全体の
せる。モダンダンスのテクニックはそうあ

モダンダンス・２部
（児童）

る形になったのではないか。第１位の石橋

については、まず 、基礎がしっかりと身に

今年の審査では 、結果の順位と私の判

査員の双方にとって 、充分な時間を取れ

第１位『心の垢』
、作者の原島マヤは 、出演

レベル。

上位３作は 、現代的なテーマとその具

作品が見られたことだ。これに関しては、

持つのは２０１５年以来６年ぶり。中高

クールの審査を通じて、この思いを強く関

ではない、と声を大にして訴えたい。コン

高橋あかね

埼玉県舞踊協会会長 中村友美

現がより個性的になったと感じました。

きたりな表現が少なくなって 、演出や表
衣装も色や形にさまざまな工夫が見えて

評

の裏打ちがあると感じられる演者が少な

るのに 、一昨年と同じ 組が参加 １
(曲
欠場 。)困難を乗り越えての強い意欲が
感じられました。全体に興味あるもの多

出していなくても 、バレエのトレーニング

また音楽も 、脇で流れていればいいの

が注目される。彼らのコアな門下が 、中学

くない。そして 、何よりも指導者の若返り

ついているか、表現力が優れているかどう

く 、楽しく拝見しました。

るべきだと思うのです。
ではまったくなく 、体の動きと響き合う

コロナ禍の下 、二年ぶりに開催された

く個性を前面に出せるモダンは、むしろ出

か、が重要であり 、制約に捉われることな

楽しかったです。
あえて難を言えば 、作品構成への配慮
ことで昂揚感を限りなく膨らませます。

生から高校生になる辺りくらいのゾーン

曲のエントリーの内３曲が欠場。１４２

コンクールのモダンダンス２部は 、１４５

多岐 、多数の人間関係や作業が求められ

が乏しい作品が気になったかと。短くて
曲に乗れば動きも楽になる。繰返し音を

かした個性豊かな作品が相次いだ。

に集まるようになり 、踊り手の個性も生

した。創作はダンサー部門よりもさらに

も 、始まりがあって終わりがある。その間
聴いて動きを練り上げ 、作品の完成度を

準を置くのか悩みどころではあるが、これ

をつなぐ時間に起伏や変化 、あるいは物
上げてほしいです。

曲が定められていない分 、審査はどこに基

語に似たものがあれば 、観る側も共感し

断がくい違って 、じつは内心首を傾げる

舞踊評論家 池野恵

やすいし 、また演じる側にとっても気持
を保ちやすく 、全体の流れを掴み易くな
ると思います。

たのは良かったと思う。決選のみ一日限り

慶太「 adversity
～その先へ～」
、第２位

実現する出演者の力も大切ですが 、第一

にまとめ上げることが必要です。それを

重要なのは個々人の世界観ですから 、評

た。身体の柔軟性を強調するあまり 、雑技

ランスが取れた者が、より得点を得てい

こともありました。でもモダンダンスで

まちなのではないか 、
と危惧していたとこ

の審査とあって 、出場者のレベルがまち

ことばにならないものを身体で言い表

かしつつテーマを明快に伝えた。さらな

かと見紛うような曲芸が見られなくなっ

す 、それがダンスだとしても 、そのダンス

価は人さまざまで当たり前。出演者の皆

ろ 、単なる杞憂に過ぎなかったのも幸い

たのは幸いとして、気になるのは、ダンス

思いの外レベルが高く 、さすが歴史の長

者と簡単な装置
（道具）
、主とてシートによ

現したかのごとき表現で魅せた。第３位

表現する作品を作り続けています。この作

って人間の 、あるいは社会の負荷 、悩みを

身体の動きと芸術的表現のどちらに重点

というより 、指導者のカラーが濃厚に出

品も７人 、大きなシートに包まれた者とは

を置くか、舞踊の捉え方の違いで、出場者

る。この点についても、両者のバランスが

みでた者を交差させながら 、格差や心に

た参加者と主催者の意識の高さを感じた

児童の部は 、ソロ以外にデュオや群舞

取れているのが理想である事は言うまで

ひそむ障害を描きました。続く加藤里奈

いコンクールならではの、指導者も含め

の参加も 曲あり 、後者では経験の浅い

もない。ダンスが義務教育の体育の授業の

の
『昨今』
は 、我々の直面するコロナ禍のも

ならぬ踊り心と生き生きとした表情で独
橋あかね「雨だけど私は溶けない…砂糖

者が舞台慣れするという目的も考えられ

育学部に舞踊科が併設されている日本で

一環として組み込まれ、又 、体育大学や体

の１の西山叶和子「ゆれる人魚」は 、並み

じゃないから」は意志ある踊り。第３位の

るが 、群舞ならではの醍醐味を感じさせ

てほしい。納得のいく形になれば表現の

生を一くくりで審査するのは容易ではな

しかし 、今回は 、そうした差異については

西山叶和子

八年ぶりの中秋の名月は美しく
コロナ禍で沈んでいる心を和ませ
てくれました。会員の皆様にはお
変わりなく各地域で活動を続けご
活躍の事と存じます。第 回埼玉
全国舞踊コンクールは皆様のご協
力により無事開催終了する事が出
来ました。深く御礼申し上げます。
爽やかな秋風の中「森 nce
～や
わらかな風と森編～」
制作担当者は
開催 ／ に向けてのライヴ配信
撮影を先日済ませました。この秋
の埼玉県舞踊協会主催 、楽しいイ
ベントです。是非皆様お友達をお

さんも一回の評価にめげすおごらず 、自

る伸びしろを感じさせる勢いもプラスに

というより新体操のような動きに傾いた

の２の平塚達也「 storm
（ストーム）
」と
男性が続いたが 、フィジカルの強さを生

双方の共感と感動はいや増すのではない

の裏に物語やそれに似た流れがあれば 、

分の世界観と個性に自信を持って 、ご自

だった。まだ 、ダンスを始めて間もない者

は作品そのものです。

でしょうか。

も含まれる児童の部であるにも関わらず、

モダンダンス・ジュニア部

働いたかと思う。第２位の２の伊與田稀

点でまだまだ磨き上げる余地を残した演
と練り上げればグンとメッセージ性が膨

未曽有のコロナ禍の最中 、感染症対策

３の高野凛「秘密の花園」は感性豊かな動

る作品には残念ながら出会えなかった。

舞踊評論家 高橋森彦

を講じ２年ぶりに無事開催された。未来

き。それ以外にも 、上位入賞のなかにはエ

らむのに…、
と残念に思うことしばしばで
エレガントなポーズをすることではなく 、

ある若い世代が“今”の努力をぶつけ 、そ

ッジの利いたダンスや童心を感じさせる

次第である。

それぞれの局面での自分の思いがほんと

れを受け止める場所を提供したのは喜ば

喜びは何層倍にもなります。表現力のあ

ほとんど気にならなかった。要は 、各々の

自の世界を立ち上げた。第３位の２の高

うに形になっているか 、とことん検討吟

しい。

評

日「光る鬣」は 、まさに長い鬣が眼前に出

技が多かったこと。肝心な極めの形をもっ

身を磨き続けてください。

誘い下さり会場“国営武蔵丘陵森
へお出かけください。
林公園 ”
第 回バレエ・モダンダンスフェス
ティバル（ 2022/3/6
）開催募集要
項も先日送付致しました。ご参加
申し込み宜しくお願い致します。
稲穂が刈られた田んぼで籾殻を

した。形を磨くというのは 、決して姑息に

技術的な面で感じたのは 、身体造型の

焚く風景を目にしながらウォー キ
ング 、青空に向かい深呼吸し一日も
早いコロナの終息を祈りました。

方一つが大きな違いを生むことに気づい

味することです。指先の形一つ、首の傾け

る独創的な造型こそはモダンダンスの特

として再挑戦。いっぽう 、 年かけてより

る場が消え、今年はジュニアの“１年生＂

理子

春繰り広げる楽しい舞台！

催◎埼玉県舞踊協会
共 催◎（公財）
さいたま市文化振興事業団
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）
（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
審査員◎
［１部
（成人の部）
］
佐々木涼子／坂田守／馬場ひかり
［ジュニア部］
高橋森彦／坂田守／馬場ひかり
［２部
（児童の部）
］
池野恵／坂田守／馬場ひかり
うらわまこと／佐藤まいみ／篠原聖一／中村恩恵／深田博治
［創作舞踊部門］

───────── モダンダンス ─────────

泰羽

近藤みどり

内田奈央子

ます。第３位『鬼ノ城』
。小澤尚子率いる岡

感じさせる踊りから成人顔負けの表現を

怜奈

髙橋

係各位と共有したいと願う次第である。

い。思春期で成長が早く 、作風も童心を

北原

出場者の習熟度に応じた技術と表現を身

海希

埼玉県舞踊協会の伸びゆく門下生が

14

権なのですから 、深く追求してほしいも

16

のです。

千花
村松

深く踊りこんできた出場者も少なくない

原島

第１位 埼玉県舞踊協会賞
県知事賞・橘秋子賞… ……………
第２位 埼玉県舞踊協会賞
県教育委員会教育長賞……………
第３位 埼玉県舞踊協会賞
埼玉芸術文化祭実行委員会会長賞…
第４位 埼玉県舞踊協会奨励賞
埼玉芸術文化祭実行委員会奨励賞…
第５位 埼玉県舞踊協会奨励賞
埼玉芸術文化祭実行委員会奨励賞…
第６位 埼玉県舞踊協会奨励賞
埼玉芸術文化祭実行委員会奨励賞…

創作舞踊部門
原島マヤ

伊與田稀日

53

Aプロ 開演 16：00
Bプロ 開演 18：00（予定）

主
後

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

1

平野 稟佳
舟田 桔平
池内 せり
久保田葵音
富岡 紗久
鈴木 結衣
土屋 美波
尾﨑 紗那

この度は第一位という素晴らしい賞
を頂く事が出来 、驚きと嬉しさで一
杯です。ご指導して下さった先生や
支えて下さった方々に心から感謝し
ています。これからも努力して素敵
な踊りができるよう頑張ります。

達也

24

2022年3月6日
（日）
埼玉会館 大ホール

《モダンダンス部門・創作舞踊部門》
2021年7月17日
（土）～ 7月19日
（月）
さいたま市文化センター 大・小ホール

1
神尾

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………………
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞……………………
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞…………………………
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞………
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
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………
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……………………

慶大

平塚

10

54

第54回 バレエ・モダンダンス
フェスティバル 開催

第53回 埼玉全国舞踊コンクール

1

髙野
凛
沖田 麻桜
市川 右京
吉岡あおい
近藤 花音
丸谷 理乃
髙塚 祐希
関根 亞子

この度は 、このような素晴らしい賞
をいただくことができ 、とても光栄
に思っております。これからも 、先
生方 、家族をはじめ 、自分を支えて
くださった方々への感謝の気持ち
を忘れず 、ダンサーとして日々精進
して参ります。

伊藤 有美
藤井 彩加
小澤 早嬉
金森みずほ
高桑奈津希
佐々木奏絵
鈴木 彩葉
千田沙也加

身に余る光栄な賞をいただき、非常
に嬉しいです。指導してくださる先
生方や応援し支えてくださる周りの
方々のお力添えがあってこその結果
です。感謝の気持ちを大切に、自分
にできる表現の形を模索してまいり
ます。

石橋

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………………
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞……………………
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞…………………………
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞………
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
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………
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……………………

冨田奈保子

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………………
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞……………………
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞…………………………
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞………
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
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………
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……………………

鈴木

魅せる演技まで一様ではないからだ。

■ジュニアの部■

モダンダンス
ジュニアの部
石橋慶大

そういう意味からも 、力まかせのこれ

■２部児童の部■

神尾海希
モダンダンス
2 部（児童）

■１部成人の部■

鈴木泰羽
モダンダンス
1 部（成人）
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評
クラシックバレエ・１部
（成人）
舞踊評論家 うらわまこと

ちらは高い身体コントロール力で役を
しっかりと踊り切っていました。次は男
性山田博貴 、
『パキータ』よりの Va
。全
体としてきちんとした基礎 、安定した
技術でまとまっています。続く３人は 、

クール 、主催者 、埼玉県舞踊協会は感

ころを知らず 、
昨年は中止となったコン

コロナウィルスの猛威はとどまると

仲野。もう１人のオディール 、岩根日向

尾関 、ダイナミックな大川 、シャープな

い回転技術の持ち主。その上で個性の

かるとおり 、
みなコンパクトな姿態で高

ダの大川祐璃と仲野きり。作品でも分

完成度と将来性 、そして個性の争い

染防止に万全を期して開催を 、また出
子も表現力をもっています。その他目

オディールの尾関華 、
ともにエスメラル

参加を決められたと思い 、
これらの方々

演者 、指導者も十分な注意を払いつつ

で端正な姿態と動きの岸本花（
『森の女

に付いたのは 、上記と対象的なソフト

今回は 、募集の時点から予選なしと

の努力に大きな敬意を表します。

平紫月
（
『パキータ』
）
、
そして村上有優実
（
『パキータ』
）
。男性もダイナミックな原

王』
）
、向後薫（
『フローラの目覚め』
）
、松

い状況から参加者は一昨年（前回）より
航世
（
『チャイコフスキーパ・ド・ドゥ』
）
。

田寿洋（
『海賊』
）とソフトな動きの加藤

関心を持っておりました。たしかに厳し
名ほど減りましたが 、前回の決選進

してありましたので参加者はどうかと

出者よりは多く 、しかもほとんどの方
が 、身に付けた基礎 、習得した技術が一

に作品をまとめました。ここに挙げな

参加唯一の
『オーロラ』
、風間瑠花も丁寧
かった人も良いものをもっており 、今後

定の水準に達しており 、コンクールへの
意欲が見えました。

個々の出場者を 、①第一位からチャコ

とのないだろう新たな一ページが加え

クールの歴史に 、けっして忘れられるこ

さまの周到な準備が実を結び 、本コン

たと思います。曲目ではジゼルとオー

いており 、レベルの高いコンクールだっ

入賞者はいずれも正確な技術が身につ

することを慣わしにしています。
ット賞受賞者までを想定したグループ、

られたことに 、心からのブラボーをお

の行き届いた踊り 、左右両回転のムラ

社賞の関山理湖さん（サタネラ）
。神経

個人的に印象に残ったのは 、読売新聞

程の精度が必要ということになります。

した。言い換えれば（入賞するには）余

もに甲乙つけがたい出場者が続出しま

ロラが多く 、特にジゼルは演技 、踊りと

②奨励賞を想定したグループ 、③技術

舞踊評論家 児玉初穂

クラシックバレエ・ジュニアの部

くります。

評

的な及第点に到達するまであと少しの
努力が必要なグループ 、④基本的な技
術の習得にさらに励んで欲しいグルー
プに振り分けるのです。
コロナ禍が拡がった昨年の春以降 、
レッスンを受けられない時期があった

～個性豊かなエネルギー溢れる
作品の競演〜

制作一同

、コロ

２０２０年にリニューアルし開催
予定だった第 回ステージ

加して頂きました事に心より感謝申

このような状況下で多くの方々に参

るか分かりませんが 、その時は今回との違

で 、また日本はどのような状況になってい

いです。次回出品の機会を頂けるとのこと

てもらっている舞台であることは間違いな

いを感じ楽しめればと思います。また一年程

し上げます。 自由な発想と熱意あ

事が出来ました。 今回から新たに

る作品の数々に公演は盛況に終わる

設定いたしましたステージ１ Hope 精進させて頂きます。
賞は
Performance

この度は素敵な賞を頂き 、また公演を安全

文化芸術の多方面でご活躍の方々の 《ステージ１ Hope
賞》
■矢島茜「見えなくなった星」

賞 、ステージ１

の先生により最終選考で決定いたし

り観ていただける嬉しさで幸せいっぱいで

に開催してくださったおかげで 、舞台で踊

ナ禍の為中止となり参加申し込み頂

なりました。 感染予防対策の観点

ました。 受賞されました方々に心よ

きました方々には 年越しの公演と

から様々な制限のある中 、皆様のご

りお祝い申し上げます。

レエは常に音楽と一緒にある表現芸術

場者の皆さんの音楽性が高いこと。バ

活動のエンジンに火がつき 、この気持ちを大

切にし 、踊りを楽しみながら精進して参り

ます。

賞》 《ステージ１ Performance
賞》
Hope
■近藤みどり「錆びた言葉」

賞させていただきまし

今回発表した「錆びた言葉」現在 、ＳＮＳと

この度はステージ１ Performance
賞に選
んでいただき大変嬉しく思っております。

着してきています。鋭利な刃物よりも鈍く

言えば誹謗中傷と言うくらいこの言葉が定

錆びた言葉で付けた傷は深いものになって

た。あ り がと う ご ざい

演出来た事を嬉しく思

らさせていただいてお

とも精進して参ります。 最後になりました

せていただきました。この賞を励みに今後

何か少しでも感じてもらえたらと思い踊ら

しまうという事をテーマに創作しました。

ります。国 内でも 素 敵

私達が踊れましたのも 、諸先生方 、スタッフ

が 、このコロナ禍で公演を開催していただき

で踊

芸術劇場小ホールにて

ります。

の皆様のご尽力の賜物だと大変感謝してお

月〜 ２０２２年 月

第 回発表会
◎ ／ （日）
彩の国さいたま芸術劇場
☎048
（825）
2654
三浦利枝
……………………………………………
バレエスタジオレッツ
2021クリスマスバレエコンサート
◎ ／ （日）
プラザウエスト さくらホール

２０２１年

協会員催し物ご案内

若手舞踊家が発表する

と改めて知った次第です。

ョン力が最大限に発揮される場である

は 、先生方と生徒さんのコミュニケーシ

選んで踊られていました。コンクール

れの条件に合ったヴァリエーションを

のラインもきれいな方が多く 、それぞ

すが 、膝も入り 、爪先も伸び 、背筋も首

でだと身体の発達度合はかなり違いま

また 、小学４年生から中学１年生ま

のご指導の賜物と拝察しました。

場は 、私達が成長させ

な空間であるさいたま

頃からステージ

いま す。私 が 高 校 生の

ます。今回無事開催 、出

この度はホープ賞を受

■工藤史皓
「忘ら：るる：りら」

《ステージ１

ございます

㊗ おめでとう

ご意見を反映させ 、埼玉県舞踊協会

理解ご協力により一年遅れで開催す

した踊りもよかったと思います。男性

性、
１５８番
（古典版エスメラルダ）
の香

ヴァリエーションは 、
「フローラの目

吸させていたからでしょう。

覚め」
のような一幕ものから 、「眠れる森

て表現しようとしていたのは素晴らし

した。心より感謝申し上げます。今後の創作

ることができました。 初参加の出

品者の方々も多数参加頂きました。

では 、埼玉新聞社賞 大竹悠佑さん（グ

過ぎたりすると逆に音楽との距離が生

ですが 、音を征服しようとしたり力み

松川紗奈さん（タリスマン）のすっきり
染防止対策を施した上での開催となり

入れる人数を制限し 、
休憩を増やし 、
感

京新聞賞 村田剣一さん（海賊）の切れの

ラン・パ・クラシック）
の美しい踊り 、東

まれたり音負けしたりします。そうい

の無さに魅了されました。また奨励賞

選のみ 、（１５４名）
。中二から高二まで、

ました。東京オリンピックの関係で決

よい踊りを評価しました。選外では

皆さんが日頃からレッスンの過程で音

う場面がほとんど見られなかったのは 、

今年も状況は変わりませんが 、楽屋に

踊りたい！という気持ちを貫き 、この

でしょう。それでも出場者の皆さんは

子供らしさと大人っぽさに二分された

ダ）
の笑顔 、１３２番（森の女王）
の音楽

番（海賊）
の元気の良さ 、 番（スワニル

昨年はコロナ禍でコンクールは中止に。

日を迎えた ——
。ほぼ無人の観客席で
審査を続けるにつれてグループ①と②

印象ですが 、中学生の可能性を考慮し

らレッスンに通った時期もあったこと

の人数が順調に増えていき 、皆さんの

ながら 、通常のバレエダンサーを評価

ことでしょう。心身に不安を抱えなが

グループ①は 、今回も激戦でした。い

する基準で審査を進めました。

り高い踊りに 、幸福を感じました。

楽をよく聴き 、身体の内に取り込み呼

たゆまぬ努力に感服していた次第です。
ずれ劣らぬテクニックの持ち主揃いで

正確な技術は前提として 、そこに音楽

クラシックバレエ・２部
（児童）

すから 、各出場者の踊りが生み出す味

評

性 、演技力 、優雅なスタイルがあるかど
うかを見ます。さらに観客を幸せにす

わいに 、私は大いに着目します。
ひとくちに「女神フローラ」といって

物語のなかでその流れにそって踊られ

踊ります。そこでは
「ドン・キホーテ」
の

リエーションの部分だけを抜き出して

ータ」
の場合は優雅さ 、
「コッペリア」
の

いことです。このコロナ禍のなかでテク

等々あげればキリがありませんが 、そ

スワニルダなら溌剌とした可愛らしさ

え終始楽しんで拝見させていただきま

に気づかされました 、
コンクールとはい

……………………………………………
細川初枝モダンバレエスタジオ
第 回発表会
◎2022／ ／ （日）
かめあり リリオホール
☎090
（2907）
3986 細川初枝
……………………………………………
バレエスタジオレッツ
2022 勉強会
（発表会）
◎2022／ ／ （土）
プラザウエスト さくらホール

☎080
（6543）
9816 和泉伽甫留

： 17
30

広報部 笠原千珂子 山本教子 弓削多淳子

新型コロナウイルス対応の緊急事態
宣言も解除される中 、埼玉県舞踊協会
は 、どの様に先に進めて行くのか 、協
会員の皆様方からの協力を 、お願いい
たします。ご意見 、お待ちしています。

◎編集後記

……………………………………………

☎080
（6543）
9816 和泉伽甫留

20

の美女」のような三幕ものなど 、本来 、

「埼玉全国舞踊コンクール２０２１」

るオーラ。これが舞台ダンサーとして

は今年で 回目とのこと。予選を行わ

も 、踊り方によって女神らしさの醸し

れば習得できない古典技法を身につけ、

の人間性です。子供時代から始めなけ

ず決選のみの審査となり 、 月 日 、
ク

るものですが 、コンクールではこのヴァ

音楽性 、演劇性を加えながら 、観客を

ラシックバレエ 部の審査員として参

舞踊評論家 林愛子
もジゼルもリーズもオディールも 、
まっ

受け止める豊かな人間性を養う。クラ

加させていただいた。 部 小(学 年～

ういう性格が求められます。年長のダ

何を見るかというと 、最後はダンサー
たく異なるキャラクターにすることが

シックダンサーの理想には終わりがな

中学 年 の)出場者の舞台を見るのは
初めてのことで 、予選の水準を含んで

の最終目標だからです。観客が舞台で

それゆえ 、その出場者だからこその味

く 、だからこそ大勢の人々を惹きつけ

方が微妙に違いますし 、「オーロラ」
のお

わい豊かな踊りに出会えた時の喜びは

られるのだと思います。

２部の皆さんがこういった面もあわせ

ンサーならともかく 、今回 、クラシック

姫様らしさも千差万別。ガムザッティ

格別です。コンクール出場が 、自分の踊

ら自分の心づもりが間違っていること

いるかもしれないと臨んだら 、最初か

キトリだったら庶民的な明るさ 、
「パキ

りと真剣に向き合い 、自分ならではの踊

め）は丁寧で肌理細かい踊り 、２位 安

１位 太田ひなのさん（フローラの目覚
達仁胡さん（ロイヤル版ガムザッティ）

可能です。

りを見出すきっかけになったとすれば 、

は技術の高さと引き締まったスタイル 、

： 16
00

30

の精進に期待したいと思います。

クラシックバレエ・ジュニアの部

ことになった今回 、実は 、厳しい採点を

こんなに嬉しいことはありません。

コロナ禍により一年の中断を経て 、本

面にわたってまで目を配られる先生方

ニックはいうまでもなく解釈など精神

コンクールは無事に開幕し 、無事に閉

楽しさとともに驚いたのは 、まず出

した。

10

第46回 ステージワン

な踊りが印象的でした。奨励賞を含め

25

2

しかも男性が４人と 、もちろんまだ

評

舞踊評論家 上野房子

つけざるを得ない出場者が増えるかも

46

（シルヴィア）
は清潔
３位 丸山音乃さん

10 22

4

決して多いとは言えませんが 、前回よ
少し落ち着いてきたと考えることもで

り倍増でレベルも高く 、この面からは

審査についてとくにこのクラスで感
ダンサーとしての完成度と 、将来性 、つ

しれない 、というおぼろげな懸念を抱

1

STAGE1

初めてのバリエーションだったので
不安もありましたが、笑顔を心がけ
て思いっきり踊りました。留学前の
最後のコンクールで結果を出すこと
が出来てとても自信につながりまし
た。ありがとうございました。

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…………………… 太田ひなの
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 安達 仁胡
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 丸山 音乃
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 安海真之介
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 佐々木美幸
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 土方
菖
朝日新聞社賞…………………… 松谷 咲和
埼玉新聞社賞…………………… 大竹 悠佑
テレビ埼玉賞…………………… 三浦 衣織
東京新聞賞………………………… 村田 剣一
毎日新聞社賞…………………… 田中 杏咲
読売新聞社賞…………………… 関山 理湖
チャコット賞…………………… 前田 創土

幕しました。出場者と指導者 、ご家族 、

10

12

工藤史皓「忘ら：るる：りら」

この度は、歴史あるコンクールで第
一位を頂き、ありがとうございます。
コロナ禍でも、稽古を積み重ね、挑
戦し続けたことが結果につながり、
とても嬉しかったです。これからも
努力し続けます。

埼玉県舞踊協会員をはじめとする皆々

詳しい情報は

4

： 16
21
00

： 16
30

きます。

まり伸びしろや対応力との関係です。

いて審査に臨みました。

予選を行わずに本選のみで開催する

すなわち 、この辺りも考え 、また判断す

じるのは 、作品の表現や個性を含めた

る必要と難しさがあるということです。

ところがいざ幕が上がると 、嬉しい
ことに 、これまでと変わることなく 、鍛

第１位の古尾谷莉奈は『白の組曲』
。
リファールがラロの曲に振り付けた組

ことができました。

錬を重ねた 、優れた踊りを随所で見る

ではないぶ
曲の一部で 、グラン・パの Va
ん 、かえって完成度と可能性の両方で

ちなみに 、私がコンクール審査をす
る際は 、四つのグループに分けて採点

1

65歳以上210円が掛かります。中学生以下無料。
）
国営武蔵丘陵森林公園 雅の広場・能舞台から上演＆
ライブ配信！！ 期間限定ネット配信も行います！

観覧無料 （但し、公園入場料 : 高校生以上450円、

主
後

高く評価できました。第２位の山田茉

国営武蔵丘陵森林公園 雅の広場 能舞台

催◎埼玉県舞踊協会
共 催◎（公財）さいたま市文化振興事業団
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）
（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
審査員◎［１部（成人の部）］うらわまこと／池亀典保／篠原聖一
［ジュニア部］上野房子／児玉初穂／篠原聖一
［２部（児童の部）］林愛子／池亀典保／篠原聖一

、
こ
Va

2021年１０月２４日㈰〔雨天延期日 10月30日㈯〕

19

《クラシックバレエ》
2021年7月17日
（土）～ 7月19日
（月）
さいたま市文化センター 大ホール

子は
『ドン・キホーテ』
のキトリの

Cプロ15:00

Bプロ14:00

Aプロ13:00

18

4

7

近藤みどり「錆びた言葉」

コレオグラファーの目vol.19

50

2

彩の国さいたま芸術劇場 小ホール
2021年6月12日㈯18:30開演
13日㈰13:00開演・17:00開演

＃Morince やわらかな風と森編

■２部児童の部■

太田ひなの
クラシックバレエ
ジュニアの部
■ジュニアの部■

古尾谷莉奈
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………………… 古尾谷莉奈
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 山田 茉子
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 山田 博貴
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 尾関
華
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 大川 祐瑠
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 仲野 きり
朝日新聞社賞…………………… 岸本
花
埼玉新聞社賞…………………… 岩根日向子
テレビ埼玉賞…………………… 原田 寿洋
東京新聞賞………………………… 石井 月乃
毎日新聞社賞…………………… 風間 瑠花
読売新聞社賞…………………… 松平 紫月
チャコット賞…………………… 加藤 航世

2

矢島茜「見えなくなった星」

コロナ禍の中、大きな舞台で踊る機
会を頂けた事にとても感謝していま
す。そして１位を頂く事ができてす
ごく嬉しいです。この結果に甘える
事なく、日々の努力を大切にさらに
頑張っていきたいと思います。

2

53

───────── クラシックバレエ ─────────
■１部成人の部■

佐藤菜摘
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
（公社）日本バレエ協会賞………………… 佐藤 菜摘
第２位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県議会議長賞…………………… 荒木 美優
第２位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県教育長賞………………………… 森 陽茉里
第３位の１ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 星野なつめ
第３位の２ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 園田 瑞季
第３位の３ 埼玉県舞踊協会賞
県文化団体連合会会長賞……… 川上
杏
朝日新聞社賞…………………… 伊藤 綺華
埼玉新聞社賞…………………… 川﨑 帆紘
テレビ埼玉賞…………………… 渡邊 絢咲
東京新聞賞………………………… 岸
琴音
毎日新聞社賞…………………… 清水 舞斗
読売新聞社賞…………………… 渡邊眞依子
チャコット賞 … ………………… 西山叶和子

1

第53回 埼玉全国舞踊コンクール
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