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足袋nce@能楽堂
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オール埼玉で彩る文化プログラム公募事業

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ファイナル！
自然と共存する半野外の能楽堂で、時代を超えた創作の源流を見る！

２０１９１０/６(日)
こしがや能楽堂

開場１５:００
開演１６:３０

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

チケット：2,500円 全席自由
（7/6より発売）

チケットお取り扱い：埼玉県舞踊協会 ・公演チケット、
ワークショプ申込み共通QRコード
Pコード：992358・興行コード：1928352・ぴあ販売用QRコード

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
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無料！
「アロマストレッチ＆足袋nce講座」
公演開演前の観客席[松風の間]で、
アロマをたいてストレッチ♡ゆったりまったり
「足袋nce体操」
も踊ってみます。

※動きやすい服装でお越しください。(更衣室有) ※バスマット、又はヨガマットを持参してください。

時間：15：15～16：00／場所：こしがや能楽堂 松風の間（公演チケット購入された方対象・予約不要）
・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)
・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！

写真：前回の公演より／撮影：原島 洸
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足袋nce@能楽堂

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
②～⑮「五感」
をキーワードとするコンテンポラリーダンス
⑯狂言「茸」 山伏：深田 博治／何某：月崎 晴夫／茸：上田 尚弘、小原 里紗、中野 寧々、中村 泰子、
林 穂乃佳、保栖 理恵子、
宮﨑 夏帆、
他／姫茸：佐々木 美結／鬼茸：若野 信子
⑰～足袋nce体操～お客様もご一緒に！

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。

月崎 晴夫（つきざき はるお)
1964年生。野村万作に師事。能楽協会会員。万作一門の研鑽会「狂言ざゞん
座」同人。
『奈須与市語』
『三番叟』
を披き、
「万作の会」
の演者の一人として国
内外の公演で活躍している。
また、朝日カルチャーセンターをはじめ、全国各地の
ワークショップで講師を勤めるなど、狂言の普及に力を注いでいる。

狂言出演ダンサー

（五十音順）

上田 尚弘、小原 里紗、佐々木 美結、中野 寧々、中村 泰子、林 穂乃佳、保栖 理恵子、宮﨑
夏帆、
若野 信子、
他

コレオグラファー・プロフィール（五十音順）
稲葉 厚子（いなば あつこ）
稲葉厚子舞踊研究所主宰、
舞踊舎
「踏りゃんせ」主宰。／出演：稲葉 厚子

上田 尚弘（うえだ たかひろ）
幼少よりバレエを始め、第32回ローザンヌ国際バレエコンクール・セミファイナリスト。2014年〜2016年
Noism1に所属。遠藤康行演出「DOJYOJI+」
において、
シテ方観世流能楽師・津村禮次郎と共演。大
江能楽堂にて
「SEIMEI」
を発表。現在フリーランスで活動。／出演：上田 尚弘

ふりだしにもどる
主宰の宮本悠加、
主菜の寺﨑ゆいこによるまじめにふまじめなダンスパフォーマンスグループ。
2016年旗揚げ。
こ
れまでに単独公演
「点 to 線」
、
ダンスがみたい！新人シリーズ15
「サマーリフレイン」
、
足袋nce@能楽堂
「七曜
日」
を発表。
帰ってきたYO
（Twitter @2furidashi）
／出演：ふりだしにもどる
（宮本 悠加、
寺﨑 ゆいこ）

峯 章子（みね あきこ）
石井折田舞踊研究所所属。
ダンス２１主宰。／出演：川口 まゆみ、早川 朋子、池田 彩乃、木村 友美、
嶋田 楓、
土肥 彩乃、小林 姫音、
ヤマチ 玲良、
ＫＵＭＡ、
峯 章子

併催
狂言体験ワークショップ
やってみよう ! ! ゆかい、
痛快、
ゆかしき笑い !
狂言の謡や舞、
曲
（作品）
の一部を演じてみたり、
狂言の
《イロハ》
を楽しく教えていただきます。
子供からお年寄りまで、皆で楽しめます！
講師：深田 博治
（
「万作の会」
所属）
日時：２０１９年８月２６日
（月） １９０
: ０〜２０５
:０
（１８３
: ０〜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
（大学生以上）2,200円／小中高生 800円
服装：動きやすい服装、
白足袋、
又は白靴下。
（素足は不可。
更衣室有）
■お申込み先：埼玉県舞踊協会
お名前、
ご連絡先、
大人／小中高生の人数をご記入の上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
ワークショップ・公演チケット共通QRコード

大人のBunka倶楽部〜Tabiちゃんおススメ・モデルプラン
①ゆかい、
痛快、
ゆかしき笑いの文化を体感！〜狂言体験ワークショップ ８月２６日
（月）
②１０月６日(日) 11：30〜14：30 ランチ

江尻 美由紀（えじり みゆき）
藤井利子、
上原尚美に師事。
自然と調和したこしがや能楽堂の佇まいに魅せられる。
／出演：江尻 美由紀

江積 志織（えづみ しおり）
×髙橋 純一（たかはし じゅんいち）

藤井公・利子、上原尚美に師事。早稲田大学非常勤講師。
〔江積〕彩のくに創作舞踊団所属。東京新
聞主催全国舞踊コンクール創作舞踊部2位。
〔髙橋〕埼玉全国舞踊コンクール第1位受賞。文化庁派遣
在外研修員としてフィンランドで学ぶ。STOTPILATES IMP取得。／出演：江積 志織、髙橋 純一

押切 梨音（おしぎりりお）
日本体育大学世田谷キャンパスにて活動中。創作ダンスをはじめ、
リズムダンス、
日本舞踊、和太鼓演奏など
ジャンルを問わず幅広く行っています。発表の場は多岐に渡り、
日本、
ドイツ、
オーストリア等、
グローバルな活
動を長きに渡り展開し続けています！／出演：押切 梨音、川崎 瑞季、星 千景、宮野 真琴、佐藤 光、浅
川 花奈子、石川 陽菜、大宮 百加、川島 沙耶、栗崎 隼人、杉山 日向、須藤 璃子、平良 祐、高野 美
玲、田中 実玖、土綿 貴実、長谷川 実莉

枻川 真理子（かじかわ まりこ）、
島岡 彰子（しまおか あやこ）

枻川真理子 1991年より若松美黄、津田郁子に師事。島岡彰子 学生時代より若松・津田自由ダンスカン
パニー公演に出演。
／出演：枻川 真理子、
島岡 彰子

金森 みずほ（かなもり みずほ）
6歳からクラシックバレエを始め、2009年〜現在、原島マヤに師事。
日本大学芸術学部演劇学科洋舞コー
ス卒業。
／出演：村松 千花、
金森 みずほ

岸野 奈央（きしの なお）
川村泉舞踊団所属。
現在は地元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、

【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。

15：00 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、
アロマストレッチ＆足袋nce講座（15：15〜16：00）
を楽しんでね。
16：30〜18：10 公演鑑賞。
18：10〜18：30 ゆったりまったり足袋nce体操。足袋ご持参の方は、足袋nce体操を能舞台で体験！
〜明日のパワーをありがとう ! !
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
協力：
「行田足袋」
振興会、
KIKKI
お問合せ：
「コレオグラファーの目」
実行委員会 e-mail : saidance̲work@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。
（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。

根岸 早苗、
岸野 奈央

小林 和加枝（こばやし わかえ）
和加枝舞踊研究所主宰。
今年51回目の発表会開催。
1993、96、
2006年ダンス展を催し、
現代舞踊協会
主催の中堅舞踊、
時代を創る等の公演に数回出品。
そのほか海外
（イタリア、
フランス、
ドイツ）
の芸術交流公
演に参加発表。
埼玉県文化ともしび賞受賞。
／出演：小林 和加枝

佐藤 優子（さとう ゆうこ）

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。

幼少より原島マヤにモダンバレエを師事。20歳を過ぎた頃から地道にコツコツ自作を発表。世田谷シルク劇
団員として、
TPAMや瀬戸内国際芸術祭2019に出演するなど、
多岐にわたり活動中。
／出演：佐藤優子

楽の蔵 シェ トモ

はかり屋

ながしまさちこ

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。

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。

埼玉県春日部市出身。工学修士。
中村友美舞踊団員。Sachiバレエスタジオ
（千葉県柏市）主宰。／出
演：佐々木 美結、
宮﨑 夏帆

藤井 彩加（ふじい あやか）
1993年よ
り藤井香に師事。
2013年日本大学藝術学部演劇学科洋舞コース卒業。
2014年東京新聞全国舞
踊コンクール入賞5受賞。
同年埼玉全国舞踊コンクール現代舞踊1部第2位の2受賞。
／出演：藤井 彩加

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

