
コンテンポラリーダンス ×

足袋 × 狂言による異色の公

演シリーズ第 4 弾！

時代を超えた創作の源流を、

能楽堂に見る！

チケット：2,500 円　全席自由（受付にて、狂言体験ワークショップ参加証の提示で

200 円のキャッシュバック有り）

チケットお取り扱い：       P コード：488411・興行コード：1834784、 埼玉県舞踊協会

こしがや能楽堂、越谷コミュニティーセンター（サンシティ）チケットカウンター、各コレオグラファー

２０１８年１１月４日 ( 日 )　開場１３：００　開演１４：３０

こしがや能楽堂（越谷駅または南越谷駅よりバス約 10 分。花田苑入口下車徒歩 3 分）

・無料！認定足袋フィッターによる足型計測～美と健康は足元から！（※行田足袋の販売も行います）

・無料！隣接の花田苑自由散策 ( 本公演チケットを提示してください )

・無料！アロマリラックスハンドトリートメント（開演前先着 8 名様）

・お抹茶（お菓子付 300 円／開演前先着 30 名様）

・足袋ご持参の方は、公演最後に行われる足袋 nce 体操で舞台に上がれます！
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写真：前回の公演「首引」とコンテンポラリー作品より／撮影：矢島 茜
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◆狂言師プロフィール
深田 博治（ふかた ひろはる）
1967年生。野村万作に師事。国立能楽堂・能楽三役
第四期研修修了。能楽協会会員。万作一門の研鑽会
「狂言ざゞ ん座」同人。すでに『奈須与市語』『三番叟』
『釣狐』『金岡』等を披き、「万作の会」の演者の一人とし
て国内外の狂言・能公演に出演。朝日カルチャーセン
ターをはじめ、全国各地での狂言講座、ワークショップで
講師を勤め、狂言の普及に力を注いでいる。

飯田 豪（いいだ ごう）
1989年生。野村万作に師事。日本大学芸術学部卒
業。能楽協会会員。既に「面箱」を披く。

狂言出演ダンサー（五十音順）
佐々木 美結、山口 菜摘、弓削多 真由、若野 信子、他

◆コレオグラファー・プロフィール（五十音順）

大澤 歩佳（おおさわ あるか）
力強く逞しい繊細な男性3人が宙を舞う。／出演：大澤 歩佳、齋藤 嘉鳳、山崎 祥弥

岸野 奈央（きしの なお）
川村 泉舞踊団所属。現在は地元の秋田と関東を行き来し舞踊活動を行なっている。／出
演：藤島 美乃里、根岸 早苗、岸野 奈央

田中 朝子（たなか あさこ）
すゞ きさよこダンスグループ所属。お茶の水女子大学舞踊コース卒業。／出演：田中 朝子、
重野 ひかり、中西 飛希

長島 友華（ながしま ともか）
1990年～現在 原島 マヤに師事。人の心に寄り添える作品をつくれたら幸せだなと思いま
す。／出演：海江田 詩織、金森 みずほ、矢島 茜、長島 友華

藤井 彩加（ふじい あやか）
日本大学芸術学部演劇学科洋舞コース卒業。／出演：横田 安規、藤井 彩加

藤井 香（ふじい かおり）
なまくら熟年、１㎝跳んでみる。／出演：江積 志織、藤井 彩加、松本 日奈子

逸見 菜月（へんみ なつき）
足袋を愛し愛されてダンス・伝統芸能を研鑽／出演：北村 菜月、清水 鈴音、高橋 英里、武
久 舞花、中川 明日美、平山 瑞嬉、逸見 菜月、山部 遥

細川 初枝（ほそかわ はつえ）
川口市にてモダンバレエスタジオ主宰／出演：細川 初枝（児童：薮田 李佳、中務 綾乃）

梁田 妃美子（やなた ひみこ）
秋田県出身。幼少よりモダンバレエ、クラシックバレエを習う。結婚を機に埼玉へ移住し、新し
いダンスを模索中。／出演：梁田 妃美子

◆プログラム：
①能楽堂とコンテンポラリーダンスの素朴な問答
②～⑩「足袋を履いて宙（そら）を舞う」コンテンポラリーダンス
⑪狂言「釣針」　太郎冠者：深田 博治／主：飯田 豪／妻：弓削多 真由／
腰元：佐々木 美結、山口菜摘、他／乙：若野 信子
⑫足袋nce体操～お客様もご一緒に～

足袋nce行田へ！
日本有数の足袋の生産地・行田で、本公演のコレオグラファーたちが、足袋を履いたコンテ
ンポラリーダンスを発信します。
「ニューギョーダコレクション」9月16日（日） 雨天の場合は９月２３日（日）●さきたま古墳公園
「行田足袋コレ2018」11月11日（日）●行田商工センター又はその周辺　
※同日行田商工祭・忍城時代まつり開催

狂言体験ワークショップ
大らかな笑いの宝庫・狂言を、こどもからお年寄りまで、皆で楽しみます。
講師：深田 博治（「万作の会」所属）
日時：２０１８年１０月２９日（月） １９：００～２０：５０（１８：３０～受付）
場所：氷川の杜文化館 練習場 （JR：大宮駅東口下車徒歩15分／さいたま市大宮区高
鼻町2-262-1）
参加費：大人（高校生以上）2,200円／小人（小・中学生（800円）／セット料金2,500円
（大人＋小人）
服装：動きやすい服装、白足袋、又は白靴下。（素足は不可）
■お申込み：埼玉県舞踊協会（講座・ワークショップ・公演チケット共通）
お名前、ご連絡先、申込み内容をご記入の上、Faxにて、または申込フォーム
（QRコード）にてお申し込みください。 Fax.０４８-８８２-７５４９

併 催
大人のBunka倶楽部～Tabiちゃんおススメ・モデルプラン

主催：埼玉県舞踊協会「コレオグラファーの目」実行委員会
後援：越谷市、越谷市教育委員会　
協力：行田商工会議所　
お問合せ：「コレオグラファーの目」実行委員会　e-mail : saidance_work@yahoo.co.jp
埼玉県舞踊協会事務局　http://www.saitamaken-buyoukyokai.jp/
Tel.048-882-7530（月・木曜 10：00～15：00）

アクセス：こしがや能楽堂 〒343-0015 埼玉県越谷市花田6-6-1 Tel.048-964-8700
【交通】　東武スカイツリーライン 越谷駅東口 北側ロータリーより
　　　　花田循環又は市立図書館行きバス「花田苑入口」下車徒歩3分
　　　　東武スカイツリーライン 新越谷駅／JR武蔵野線 南越谷駅 北口ロータリーより
　　　　花田行き又は市立図書館行きバス「花田苑入口」下車徒歩3分
【駐車場】こしがや能楽堂・花田苑共同駐車場があります。（合計で１０４台）駐輪場併設。
※駐車場には限りがありますので、ご来場の際はなるべく公共の交通機関をご利用ください。

足袋の足合わせ会 in 足袋nce@能楽堂
今履いている足袋が足にしっくりこないという方。認定
足袋フィッターがお客様の足の寸法を測らせていただ
き、（採寸無料）、お客様に合う足
袋を提案します。
ぴったりな足袋が見つかれば、シワ
が少なく綺麗に履きこなせます。こ
の機会に是非、足袋の足合わせ
（試し履き）会にご参加ください。
※販売も行います。

楽の蔵 シェ トモ
地元産の有機野菜を中心に四季
折々の食材を使った創作フレンチレス
トラン。スタイリッシュな料理と真心の
こもったサービスで至福のひと時をお
過ごしください。

はかり屋
旧日光街道沿い、明治38年よりおよそ
120年の間、越谷のまちを見つめ続けて
きたお屋敷旧大野邸秤屋（はかりや）。
2018年4月に120年の時を経てこだわ
りのショップ、レストランを体験できる古民
家複合施設として生まれ変わりました。

和三盆 恵菓
和三盆糖菓子専門店。商品を手にし
たときに手仕事の「ぬくもり」を感じ商
品を手にした時に手仕事の「ぬくもり」
を感じ、口にした時に自然の恵が全身
に染み渡り、 身も心も癒されてほしい
多くの方に和三盆糖の魅力をお伝え
していきます。

埼玉県越谷市北越谷2-33-9
Tel.048-978-8287
定休日：毎週水曜日・第3火曜日

埼玉県越谷市越谷本町8-8
mail：info@hakari-ya.jp
http://hakari-ya.jp

埼玉県越谷市蒲生茜町２３-２
WAnest w102
Tel.070-4814-4833
http://wasanbon-keika.com/

アロマストレッチ＆足袋nce講座
だれでも簡単！アロマストレッチを楽しみながら、ゆったりまったり足袋nceを踊ります。
講師：原島 マヤ＆上田 仁美＆藤井 香（埼玉県舞踊協会所属）
日時：２０１８年１０月１５日（月）　１０:３０～１２:００
場所：こしがや能楽堂 松風の間
参加費：無料
服装と持ち物：動きやすい服装。バスタオル、又はヨガマットをお持ちください。

①ダンスの世界をちょっと体験！～
アロマストレッチ＆足袋nce講座 
10月15日（月）

②大らかな笑いを体感！～
狂言体験ワークショップ 
10月29日（月）

③11月4日（日） 11：00 ランチ  
・【楽の蔵 シェ トモ】で、和気あいあ
い、おいしい食事と楽しいひと時を
…（要予約）
・古民家複合施設【はかり屋】を散
策。ランチもできるよ。

13：10 こしがや能楽堂到着。
（花田苑自由散策、足型計測や足
袋販売、お抹茶、アロマリラックスハ
ンドトリートメントを楽しんでね。）

14：30～16：10 公演鑑賞。
足袋ご持参の方は、足袋nce体操
を能舞台で体験！

18：00 ディナーもある【楽の蔵 シェ 
トモ】で、大人のBunka倶楽部・カン
パ～イ！（要予約）
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