平成 25 年度
事 業 報 告 書

一般社団法人現代舞踊協会
渋谷区恵比寿西 1 丁目 27-6-402 号

2013 事 業 報 告
（2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日）

【現代舞踊の公演】
1. 第 33 回モダンダンス 5 月の祭典
5 月 29 日（水）～31 日（金）
於：シアター千住（足立区）
開場：6 時
開演：6 時 30 分 全自由席 3500 円
［5 月 29 日(水)］
原島マヤ：borderline
ユリワケ：冬の桜（中国支部・岡山県）
伍紅好花：卒塔婆小町
内田裕子：シルクロード Journey
野村真弓：F－誰も知らない事－(平成 24 年度群舞奨励賞授賞作)
松本直子：不時着(平成 24 年度奨励賞授賞作品)
こかチちかこ：ここはまだ宇宙の胎内（中部支部・愛知県）
布上道代：Happy Brain ♡ ～輝く未来に向かって～（北海道支部・札幌市）
日比野京子：Tomorrow's Promise
井上恵美子：みかん協奏曲
村上クラーラ・ラコーナ：光りのない動物園
平多実千子：芯は心
金井桃枝：fan bone －骨扇－
正田千鶴：ドラミング
［5 月 30 日(木)］
山岸由佳 ・前川 玲：SHIKAKU(平成 24 年度新人振付賞授賞作)
三好直美：震える夜に（四国支部・愛媛県）
桂井芙美代：ゴッホとピカソへのオマージュ（中部支部・静岡県）
手島かつこ：空に向って咲く
奥村信子：コメディアン－喜喜恐恐（東北支部・秋田県）
チェリーズ：5 月の庭
谷 乃梨絵：Time Gate
鳴上 順：風
北島 栄：平坦な道!!?
日本女子体育大学モダンダンス部：ガリ勉くん物語
冴子：天使の渇きが その 嘘に聞く
荒木陽一：Pry them
川上邦子：一歩 未来へ（関西支部・和歌山県）
内田 香:moon (平成 24 年度 時代を創る現代舞踊公演優秀賞授賞作)
［5 月 31 日(金)］
大西まりこ：LIFE
髙橋純一：両足の行方(平成 24 年度新人振付賞授賞作)
秤 耀子：sam’sa’ra（北陸支部・石川県）
関山三喜夫：ゆう・悠・遊（中部支部・愛知県）
森谷紀久子：赤い家族
船木こころ：綴りゆく予感(平成 24 年度新人賞授賞作)
吉岡陽子：-風舞-時のバザール

さとうみどり：ゆらり・くるり～ a café
飯塚真穂：After Effect
遠藤美穂：シギリージャ
（平成 23 年度河上鈴子記念スペイン舞踊新人賞授賞作）
土屋乃予：アレグリアス
AMI(鎌田厚子)：el juicio de la vida ～命の判断～
南風野 香：セラーナ
蘭 このみ：タンゴス/サマータイム
スタッフ 照
明／エクサート松崎
音
響／山本 直
舞台監督／居上貞之（29 日）
伊東 功（30 日）
白戸規之（31 日）
アナウンス／山県順子
制
作／舞踊フェスティバル部
2. 中部支部第 56 回現代舞踊公演 ダンス・パラダイス 2013
6 月 23 日（日）
於：名古屋市芸術創造センター（愛知県）
開場：6 時
開演：6 時 30 分 全自由席 4000 円
榊原菜生未：女達の FUGA～NEW WORLD PRDER
玉田弘子：ひっこもろ！
石川雅実：薔薇が咲く庭
秀 和代：舞言歌
倉知可英：鏡の中の・・・異なる二つの心像
服部由香里：Impression ～かげみ～
関山三喜夫：六道輪廻・・・煩悩にうごめく一人の男の姿・・・
島田一也：夢追い花 ～夢と現実の間に想う～
ユリア：回帰 ～漂う～
福田純子：ワタシという仮面を剥ぐ時 ～ストレス社会の中で～
野々村明子：続－限界灘
倉知外子：望郷
スタッフ 照
明／御原祥子
音
響／上野 慶
舞台監督／渡辺智大
アナウンス／中田裕子
宣伝美術／加藤敏彦
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ／吉見真悟
制
作／中部支部

3. 全国青少年 夏の舞踊祭 2013
第 44 回ジュニア舞踊公演 第 39 回明日の新人による舞踊公演
8 月 2 日（金）
於：なかの ZERO 大ホール（中野区）
開演：４時 全自由席 1,000 円
＊明朝はジュニア作品

ゴシックは明日の新人作品

平多武於舞踊研究所つくば：読み聞かせ舞踊童話 チーター親子の運動会

Modern Dance SRD：2 つの日（北海道支部・札幌市）
日比野京子モダンダンススタジオ：記号はうたう ～宇宙へつながれ～
コンテンポラリーバレエスタジオダンスナッツ -岩本奈月-：
scramble field－雑踏の中の花達－

木下久本ダンススタジオ：陽はまた昇る
髙橋三枝子：夜明けのコダマ（北陸支部・新潟県）
窪倉チエ子モダンバレエ研究所：探そう～深雪花
金井桃枝舞踊研究所：いただきます
谷 乃梨絵：fly～ライト兄弟と仲間達 若き日の夢～
井上恵美子モダンダンススタジオ：青い花・青い空・青い海
庄司恵美子モダンダンススタジオ：ふしぎの森のティーパーティー
～ALICE IN WONDERLAND より～
西川菜穂子モダンダンス・スタジオ：ひまわり（中部支部・静岡県）

Steps 富士モダンダンスカンパニー -服部由香里-：友有遊(中部支部・静岡県)
羽田モダンバレエ研究所：丘の上のうし
真船さち子モダンダンススタジオ：群烏
星野聡子モダンバレエスタジオ：さようなら こんにちは(中部支部・静岡県)
西川菜穂子モダンダンス・スタジオ：Alice(中部支部・静岡県)
稲葉厚子舞踊研究所：狼少女
伊藤利江舞踊研究所：月光とピエロ
K-Dance Circle -蔭山けい子-：FINE －新緑のように－
髙橋三枝子：Neo －明日へ－（北陸支部・新潟県）
Steps 富士モダンダンスカンパニー -服部由香里-：Impression～韻～
(中部支部・静岡県)
川名今朝美モダンバレエスタジオ：歓喜の歌 －明日への希望－
窪倉チエ子モダンバレエ研究所：天上の華
K2Jr. -小林久美子-：背をむけないで、まっすぐ自分を見つめて
加藤舞踊学院：囀りの季節（とき）
子りすの会 -藤井宏子-：ちょっとラグタイム
すゞきさよこモダンバレエ教室：Road
コンテンポラリーバレエスタジオダンスナッツ -岩本奈月-：
カラスかねもん勘三郎

富田雅美ダンスユニット：か! た!! かたち!!!
窪内絹子モダンバレエ研究所：日本よいとこヨイヨイヨイ！
スタッフ
照明デザイン／飯田 豊
音響／河田康雄
舞台監督／丸山明男
アナウンス／才川玲子
宣伝美術／清水香子
制作／事業部

ジュニア賞：加藤舞踊学院
作品：囀りの季節（とき）
授賞理由：童心あふれる演技で観客を魅了した成果に対して
ジュニア賞：富田雅美ダンスユニット
作品：か！た！かたち！！！
授賞理由：体で遊ぶテーマを元気に表現した成果に対して

明日の新人賞：谷乃梨絵モダンバレエスタジオ
作品：fly～ライト兄弟と仲間達若き日の夢～
授賞理由：夢のあるテーマをのびのびと表現した成果に対して
チャコットジュニア作品賞：窪内絹子モダンバレエ研究所
作品：日本よいとこヨイヨイヨイ！
授賞理由：舞台と観客が一体となり盛り上げた成果に対して
チャコット明日の新人作品賞：井上恵美子モダンバレエスタジオ
作品：青い花・青い空・青い海
授賞理由：清々しい表現と構成で観客を湧かせた成果に対して
【選考委員名】
田中いづみ（長） 飯塚真穂 大神田正美
清水フミヒト 中條富美子 花輪洋治 藤里照子
4. 第 40 回 2013 神奈川県青少年ダンス観賞会
8 月 9 日（金）

於：神奈川県立青少年センター

Jazz
司
一貴：Message II
Modern
中村しんじ：I was Born to Love You
5. 文化庁委託事業「平成 25 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
主催：文化庁・一般社団法人現代舞踊協会
①現代舞踊新進芸術家育成 Project 1
全国新進舞踊家による現代舞踊フェスティバル in 東京
8 月 17 日（土）
（16 日仕込み・下見リハーサル）
於：東京芸術劇場プレイハウス（豊島区）
開演時間：午後 6 時 全席自由：3,000 円
水谷みつる：午前 0 時のまがり角
（関西支部・京都府）
秀 和代：Natural～いる・いない～
（中部支部・三重県）
益田加奈子：悠久の流れはいまも…
（九州支部・宮崎県）
藤岡江美：―あの日。空が裂けた
（四国支部・高知県）
北井千都代：交差する夜
（北陸支部・石川県）
二見一幸：Even Horizon
（関東ブロック・神奈川県）
神永宰良：フクシマノヒカリ
（東北支部・福島県）
行貞悦子：この地に生きて
（北海道支部・旭川市）
本田尚恵：風紋
（中国支部・広島県）
杉江良子：時を刻む森
（中部支部・愛知県）
髙橋裕子：Blindness -白い闇（東北支部・宮城県）
中村しんじ：メッセージ
（関東ブロック・東京都）
スタッフ
照明デザイン／清水裕樹（有）HALO
音響／山本 直
舞台監督／居上貞之
アナウンス／井上篤子
宣伝美術／総合印刷むろおか

制作／舞踊フェスティバル部
優秀賞：髙橋裕子
作品：
「Biindness－白い闇－」
授賞理由：舞踊作品の要素を巧みに融合させ、テーマを明確に表現した成果に対して
チャコット賞：二見一幸
作品：Even Horizon
授賞理由：現代的且つダイナミックな空間構成に対して
【選考委員名】
うらわまこと（長） 花輪洋治 北井一郎
池田瑞臣 金井芙三枝 正田千鶴 田中いづみ
6. 文化庁委託事業「平成 25 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
主催：文化庁・一般社団法人現代舞踊協会
②現代舞踊新進芸術家育成 Project 2
時代を創る現代舞踊公演
9 月 18 日（水）
・19 日（木）
・20 日（金）
（17 日仕込み）
於：渋谷区文化総合センター大和田・さくらホール
開演時間：午後 7 時 全自由席：3,000 円
[18 日（水）]
鈴木いづみ：歪んだ部屋 ―「レベッカ」より―
糟谷節子：いちょうの実
馬場ひかり：ＡＷＡＫＥ ―仮想と現実の間
清水フミヒト：今、花は咲こうとしている
飯塚真穂：蛇と赤い実
米沢麻佑子：道
関口淳子：この腕の中
名作の再演（2002 年初演）
井上恵美子：RIVER
[19 日（木）]

伊東由里：Infection
高橋誠子：魂のつぶやき partⅢ～ユージン・オニール 朝食前より～
高岡由美：moon －izayoi－ 短夜編
中野真紀子：gift －part2－
稲葉厚子：絡み －生きる－
山本 裕：風
猪崎弥生：Re：
内田 香：冷めないうちに召し上がれ！
[20 日（金）]
船木こころ：柔らかな境界
山名たみえ：Welwitschia
渡辺麻子：時を漂うⅡ
菊地尚子：アトカタ
宮本 舞：花のある淵
池田素子：闇は光の… ～東京 Collage(+n)2013～

高田真琴：憶えのない符
名作の再演（2002 年初演）

井上恵美子：RIVER
スタッフ

照明デザイン／井上正美 小保内陽子
音響／山本 直
舞台監督／柴崎 大
アナウンス／内田朱美
宣伝美術／浅井美穂子
制作／事業部

優秀賞：菊地尚子
作品：アトカタ
授賞理由：時代と向き合う切実なテーマを緻密な構成で、ダイナミックに表現、見応え
のある作品に仕上げた事に対して。
奨励賞：関口淳子
作品：この腕の中
授賞理由：伸びやかな動きで、深みのある抒情的な世界を表出、ソロの可能性を拓いた
事に対して。
群舞奨励賞：馬場ひかり
作品：AWAKE－仮想と現実の間
授賞理由：粘度のある独創的な語彙で深遠な世界を舞踊化、新鮮な説得力を生みだした
事に対して。
【選考委員名】
立木燁子 石井 登 片岡康子 金井芙三枝
北井一郎 野坂公夫（長） 花輪洋治
7. 北海道現代舞踊公演「スタンディングスペース 2013」
9 月 21 日（土）
・22 日（日）於：かでる 2・7 ホール（札幌市）
開演時間：午後 6 時 全席自由 2000 円（21 日）
、3000 円（22 日）
[21 日（土）] ジュニア公演

ビィ・ボディ・モダン：動物の謝肉祭
ダンスアカデミープリム：そよ風に吹かれて
上岡邦子バレエ研究所：めぐりき より ころころ．試練
ユキモダン＆ジャズバレエスタジオ：かもめ
石脇美恵子モダンバレエスタジオ：Rondo －落日の譜－
行貞悦子モダンバレエ教室：春待ち草…百花繚乱
板谷敏枝バレエ教室：夜空の星
能籐玲子創作舞踊研究所：オーシャニア
MODERN DANCE LISSOME：連枝 II
赤川智保モダンバレエスタジオ：たからもののかくしばしょ
[19 日（木）] 新進舞踊家公演
近藤文子：ヘロドトスの夢
佐々木瑠美子：緋願花
工藤 紋：光
行貞悦子：この地に生きて
小松昴太：旅の始まり

渡部倫子：スレチガイ
進藤美也子：森で生まれている
高倉みはる：黒い翼
布上道代：Happy Brain ♡ ～愛と夢をもって～
荒関 旭：GET OUT
神田ゆず：2 つの日 ～選択～
高下ゆき子：眠れる時
石脇愛弓：Garden
佐々木絵美：Voice －明日へ－
宮脇 誠：偽りの仮面
菅野有希：Believe －明けない夜はない－

8. 第 50 回東北支部現代舞踊合同公演
9 月 29 日（日） 於：東京エレクトロンホール宮城 （宮城県）
開演時間：午後 1 時 全席自由 2500 円
中村美枝子：失われた時間への旅
奥村信子：コメディアン：喜喜恐恐
久保照子：挽夏
大滝千津子：曼荼羅
久慈幸恵：空へと続く道を歩めば
吉続正義・鏡 眞理子：祈りつかれて眠る夢のはてに
川村 泉：ジュピター
横山慶子：Again
柴内啓子：凍れる月光
合同作品
千尋 洋子（演出）
横田百合子：1 章 それぞれの出発
佐取純子：2 章 誘い
伊澤真希子：3 章 鳥の行方
髙橋裕子：4 章 夢の叶う場所へ
和田敦子：5 章 港の朝
高橋由紀子：6 章 ドックから世界へ
千尋洋子：7 章 出航、フィナーレ 旅立ちは朝の輝き
スタッフ 照 明／ブラスト（石黒 司）
音 響／コントライブ（斉藤浩行）
舞台監督／森 荘太（㈲森工房）
制 作／東北支部
9. あいちトリエンナーレ 2013 祝祭ウィーク事業 コンテンポラリーダンス 2013 空間飛行
10 月 5 日（土） 於：愛知県芸術劇場小ホール
開演時間：午後 2 時 30 分／6 時 30 分 全席自由 3000 円
関山三喜夫：時の流れ
寺原 幸・長谷川美樹：コ・コ・ロ「ノート」
佐藤小夜子：そこを右に曲がると…いや左かもしれない
石川雅実：わたしはわたしの存在をそのまま生きる
スタッフ 照 明／御原祥子

音 響／上野 慶
舞台監督／大蔵聡子
宣伝美術／加藤智彦
演 出／関山三喜夫
制 作／中部支部
10. 文化庁委託事業「平成 25 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
主催：文化庁・一般社団法人現代舞踊協会
③現代舞踊新進芸術家育成 Project 3
選抜新人舞踊公演
6 月 28 日（金）
〈講習会〉
（オーディション）
於：国立オリンピック記念青少年総合センター・小ホール（渋谷区）
制作／事業部
11 月 1 日（金）
（10 月 31 日仕込み・リハーサル）
於：草月ホール（港区）
開演時間：午後 6 時 30 分 全自由席：2,000 円
佐藤百恵：蜜柑 と オレンジ
熊木梨乃：closed
小林啓子：personal distance －[心の殻]トライアングル：雨のあと み・み・ず
星 利沙：あしあと
岡野友美子：閉ざされた城
菅原はる奈：seed ～砂漠を浮遊する
矢澤亜紀：I
小倉藍歌：アリスの証言
伊藤有美：おやつの 時間
岡 由利亜：やがて今も忘れ去られる
森田美雪・熊木梨乃：変わりゆく ふたつの…
加賀谷 葵：アクロポリスに寝転んで
小川麻里子：その唇で休みたい
富士奈津子：Bon appétit
北野友華：Last Flower
小俣裕美・小俣香織：ふちなしの鏡
藤井友美：レモンと星座と音楽と
佐藤伊都美：空窓
玉田光子：涙は雨に流されて
鈴木泰介：虫
スタッフ

照明デザイン／小保内陽子
音響／河田康雄
舞台監督／菅野由佳子
アナウンス／内田朱美
ステージコーディネーター／田中英世
メイクアドバイザー／チャコット㈱
宣伝美術／浅井美穂子
制作／事業部
新人賞：小倉藍歌
作品：アリスの証言
授賞理由：アリスの世界を透明感のあるアクチュアルな演技で表現したことに対して

新人振付賞：鈴木泰介
作品：虫
授賞理由：優れた内面表現を緊張感ある身体造形で持続させたことに対して
【選考委員】
池内新子 石井かほる 井上恵美子（長）
金井芙三枝 島田明美 長谷川秀介 野坂公夫
11. 文化庁委託事業「平成 25 年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
主催：文化庁・一般社団法人現代舞踊協会
④現代舞踊新進芸術家育成 Project 4
新進舞踊家海外研修員による現代舞踊公演
11 月 26 日（火）11 月 27 日（水）
（25 日仕込み・リハーサル）
開演時間：午後 7 時（26 日）
・午後 6 時 30 分 全席指定 3,000 円
於：新国立劇場小劇場（渋谷区）
ハンダイズミ：告知
松本直子：浮游する涙
久住亜里沙：0℃
松永雅彦：Harmonization～習慣からの脱却～
スタッフ

照明／杉浦弘行
音響／河田康雄
舞台監督／柴崎 大
宣伝美術／水内宏之
制作／芸術創造推進部

12. 都民芸術フェスティバル参加公演 現代舞踊公演
2014 年 1 月 15 日・
（水）16 日（木）
（14 日仕込み）
開演時間：午後 7 時（15 日）／午後 6 時 30 分（16 日）全自由席 4,000 円
於：東京芸術劇場プレイハウス（豊島区）
菊地尚子：Fragments of Human
野坂公夫・坂本信子：Romances sans paroles－無言歌－
折田克子：杜の譜（もりのふ）
スタッフ

照明デザイン／杉浦弘行
音響／河田康雄
舞台監督／田中英世
アナウンス／井上篤子
宣伝美術／イシザキミチヒロ
平山英一郎
制作／舞踊フェスティバル部

13．Emotional Dance シリーズ Vol.3 モダンダンス エクステンション公演
2014 年 2 月 19 日（水） 於：名古屋市千種文化小劇場（円形劇場）
（愛知県）
開演時間：午後 6 時 45 分 全自由席 3000 円
野々村明子：鱗の居場所 ～WATASHI～

夜久ゆかり：記憶の設計図
飯田佳世・近藤友希代：ホーム ～うつむき族の ラ・ラ・ラ～
佐藤典子：
「ロダン組曲」より「去りゆく愛」
スタッフ

照明／曽我裕幸
音響／金光浩昭
舞台監督／遠藤圭介
アナウンス／いのこ福代
制作／中部支部

14．ダンスプラン 2014 全労済ホール／スペース・ゼロ 提携公演（通算 第 118 回 全国新人舞踊公演）
2014 年 2 月 1 日（土）
・2 日（日）
開演時間：午後 6 時 20 分（1 日）／午後 5 時 50 分（2 日）
全自由席 2,800 円 於：全労済ホール スペース・ゼロ（新宿区）
1 日・2 日の両日 オープニングミニ講座「フラメンコの音楽で楽しみましょう」
講師：山田恵子（一社）日本フラメンコ協会副会長
[1 日（土）]
福田実由・花形祐美子：前後友遊～行進曲～
猪野沙羅：赤い月
成澤 彩：誘惑の花
菱沼彩奈：mind・ノック
澤原春海：nothing left～無足跡～
杉木 恵：その光の先へ… ＜中部支部推薦＞
蓬田真美：こころ、ここに
森田玲子：片翼の堕天使
トライアングル：はんはん
曲沼宏美：中国古典舞踊 春江花月夜
杉江麻莉子：昼の月
桧 彩香：つかの間の夢 ＜四国支部推薦＞
髙橋ゆかり：彼岸に咲く
福山若菜：別れの朝
木原 丹：瘤
中路久美子：joyeux 幸せにみえる日 ＜関西支部推薦＞
齊藤幸恵：幸福な瞬間
山岸由佳：CROSS
[2 日（日）]
佐々木礼子・近田未裕：二重奏
橋本雪乃：いつもそこにアイツがいる ＜北陸支部推薦＞
名越晴奈：夢幻の庭
中西春佳：怒れる川
荒関 旭：Way out ＜北海道支部推薦＞
宮田陽子・迫田舞美・林 亜夜香：天上へ…－浮遊する魂－
田中智子：Deep Forest
丸山里奈：異界に咲く花
久保田 早：Girls in red
粟野一彦：念

赤石賀奈子：迷宮の都市を去る
花村愛子：エデン
秋本里奈子・井上依里子：彼女という歳月の幸せ
松田知也：曙光 la Aurora de Nueva York
森山みえ：ソレア
坂本恵美：タラント
清水梨々花：タンゴ・デ・マラガ
関 祐三子：シギリージャ
スタッフ

照明／小保内陽子
音響／河田康雄
舞台監督／田中英世
宣伝美術／クロイワ
制作／事業部

河上鈴子記念スペイン舞踊新人賞：松田知也
作品：曙光 la Aurora de Nueva York
授賞理由：ロルカの世界を表現した演技に対して
ダンスプラン賞：木原 丹
作品：瘤
授賞理由：物を身体性に取り込みテーマに肉迫した表現に対して
齊藤幸恵
作品：幸福な瞬間
授賞理由：静寂な空間に不思議な魅力を浮かび上がらせた表現に対して
トライアングル（桜井矢絵・杉本咲野）
作品：はんはん
授賞理由：2 人の独自の世界を探究し続ける姿勢に対して
【選考委員名】
杉原ともじ（長） 折田克子 加藤みや子
坂本秀子 杉本亜利砂 野坂公夫
松永雅彦 山田恵子（スペイン舞踊の部のみ）
15．中部支部 第 43 回ジュニア舞踊公演
2014 年 3 月 28 日（金）
於：日本特殊陶業市民会館ビレッジホール（愛知県）
開演時間：午後 5 時 30 分
全自由席 1500 円
宇治原 光・小崎かおり（宇治原光舞踊研究所）
：ふわふわ ゆらゆら
桂井芙美代（桂井 F.バレエアカデミー）
：海の中では
石原弘恵（清州 MDA）
：大地からのおくりもの
南條冴和（南條冴和舞踊研究所）
：つゆ草の葉裏で
寺原 幸（ミユキ・ダンス・アフィ）
：魔法の呪文をとなえよう！
服部由香里（Steps 富士モダンダンスカンパニー）
：白雪姫と 7 人の小人
関山三喜夫（関山三喜夫・ノリ子舞踊研究所）
：君へのファンファーレ
秀 実希子（Hide Dance Lab）
：か・け・る
福田純子（水野幸代現代舞踊団）
：自転車に乗って
杉木 恵（恵美バレエ＆モダンダンス研究所）
：夏の終わり
太田明子（グループたんぽぽオオタ）
：おひさまと 歌おう！

出演者全員：カーテンコール
スタッフ 照
明／奥出利重子
音
響／石渡知美
舞台監督／近藤朋文
アナウンス／柴崎美江
制
作／中部支部
【研修会、講習会】
1. ダンスと創造教育の未来
4 月 28 日（日）午前 10 時～午後 4 時 於：芙二三枝子舞踊研究所
ワークショップ講師：馬場ひかり
シンポジウム講師：堀切叙子・芙二三枝子
4 月 29 日（月）午前 10 時～午後 4 時 於：アネックス仙川ファクトリー
シンポジウム講師：堤 康彦・西田留美可
オープンディスカッション
「ダンスと創造教育の未来」
制作／研究企画部
2. 中部支部研究部舞踊講座 2012
7 月 1 日（日）
ピナを踊る

於：関山三喜夫スタジオ
講師：市田京美

3. 北海道支部ワークショップ
7 月 14 日（土）15 日（日） 於：かでる 2・7
講師：篠原聖一
4. 第 39 回神奈川県青少年ダンス講習会
8 月 9 日（木）10 日（金） 於：神奈川県立青少年センター
講師：中村しんじ（モダンダンス）
講師：司 一貴（ジャズダンス）
5. 夏期舞踊大学講座
8 月 18 日（土）19 日（日）
於：国立オリンピック記念青少年総合センター
ダンスＤＮＡとコンテンポラリーな身体
「現代舞踊のパイオニアに学びクリエーションの世界を探る」
講師：石川須姝子 ケイ タケイ
藤井利子 山野博大
6. 中国支部講習会

7. 一日舞踊大学講座

2013 年 1 月 13 日（日）

於：狸庵文庫美術館
講師：山口華子

2013 年 2 月 11 日（月・祝）
於：国立オリンピック記念青少年総合センター
スペシャルワークショップ
「からだで遊ぶ」
講師：伊藤キム
シンポジウム
「今、ダンス教育は必要か」
講師：うらわまこと 伊藤キム
小川智紀（ST スポット横浜）
加藤みや子

【現代舞踊家の顕彰】
「江口隆哉賞」並びに「江口隆哉賞にかかる文部科学大臣賞」
第 30 回江口隆哉賞は平成 24 年 1 月 1 日より 12 月 31 日までに創作、発表された現代舞踊作品の中から
最優秀作者に贈る。
江口隆哉賞

江口隆哉賞にかかる文部科学大臣賞
江口隆哉賞

授賞者：能美 健志
授賞理由：
「White Reflection」
「AQUA」と劇場型野心作のあと、
昨年はソフトで軽妙なデュオ「リサージュ」を再演、
その多才と領域の広さをあらためて証明した
受賞者：能美健志
授賞者：森山 開次
授賞理由：
「曼荼羅の宇宙」の舞台では、従来からの強靭にして個性
あふれる身体表現法をいっきょに開花させ、
密教にからむ
特異なアジア的宇宙の抽出に成功した
【江口隆哉賞選考委員会】
評論家／日下四郎（長） うらわまこと 佐々木三重子 立木燁子
舞踊家／池田瑞臣 石井かほる 金井芙三枝 正田千鶴 花輪洋治

「現代舞踊協会賞の授与 」
東京新聞が主催する舞踊コンクール並びに埼玉県舞踊協会が主催する舞踊コンクールの上位者に対して
【東京新聞 全国舞踊コンクール】
1位
創作舞踊部
小林 啓子
現代舞踊第一部
向井 章人
現代舞踊ジュニア部
宗像 亮
現代舞踊第二部
高橋 和花

2位
佐々木紀子
伊東 由里
岸野 奈央
海藤 優丞

3位
伊藤雅子・木場裕紀
津田ゆず香
佐々木奏絵
水木 悠斗

埼玉県舞踊協会が主催する第 45 回埼玉県舞踊コンクール 1 位に対して
【第 45 回埼玉全国舞踊コンクール】
モダン 1 部
1 位 木原 浩太
モダン 2 部
1 位 高城菜都夫
ジュニア部
1 位 千田沙也加
【その他】
A 年 4 回の会報および舞踊に関する刊行物の発行（定款第 5 条第 7 項）
舞踊に関する刊行物の発行（定款第 5 条第 7 項）
イ）会報「DANCE EXPRESS 芸術舞踊」を年 4 回（4 月 7 月 10 月 1 月）発行した。
ロ）協会事業を中心とした年間予定表（2013 年版）を発行した。
B 舞踊に関する国際的交流（定款第 5 条第 4 項）
イ）文化庁・新進芸術家海外留学生として、当協会推薦により坂田守が海外研修を通じ国際交流を図った。
ロ）東京都が進めている 2020 オリンピック東京開催の招致活動に協力した。
C 芸術関係団体との連絡提携（定款第 5 条第 5 項）
第 27 回国民文化祭・とくしま 2012 を共催し洋舞フェスティバルに会員が参加協力した。
新国立劇場運営財団の評議委員として野坂公夫常務理事が協力した。

芸術家会議の常任幹事として野坂公夫常務理事が芸術文化の振興及び文化予算獲得のための陳情等に協力し
た。
芸術家会議の懇親会において池田美佳、久住亜里沙、本間祥公が国会議員等の応接に協力した。
D 舞踊に関する調査研究および資料の収集（定款第 5 条第 6 項）
舞踊公演のプログラム、舞踊誌、新聞記事、評論、ビデオ、舞台写真の収集
E 舞踊コンクール等への協力
イ）東京新聞主催「現代舞踊展」（平成 24 年 7 月 6 日・7 日）へ後援し、会員が出演し協力した。
また、全国舞踊コンクールに協賛し、協力した。
ロ）埼玉全国舞踊コンクールを後援し協力した。
ハ）日本フラメンコ協会主催新人公演の選考委員として、北井一郎常務理事が協力した。
ニ）神戸新聞主催、こうべ全国舞踊コンクールを後援し協力した。
F その他
イ） 支部事業への役員派遣
加藤みや子 中部支部公演
6 月 24 日（日）於：名古屋市芸術創造センター
井上恵美子 北陸支部公演
8 月 12 日（日）於：石川県立音楽堂交流ホール
杉原ともじ 九州支部公演
8 月 25 日（土）於：大分文化会館大ホール
石井かほる 四国支部公演
8 月 26 日（日）於：高知市文化プラザかるぽーと大ホール
花輪 洋治 東北支部公演
8 月 26 日（日）於：鶴岡市文化会館（山形県）
ロ）協会後援名義申請者・承認分（公演月ベース）50 件
【4 月】永山美代子 秀和代 山﨑麻矢 こうべ全国洋舞コンクール
【5 月】菅野有希 関山三喜夫 林千絵
【6 月】加藤燿子 黒沢輝夫 NPO 法人芸術家のくすり箱
【7 月】礒田智沙恵 津島美代子 中田佳代子 平多宏之 平多実千子 柳沢鹿乃子 和田寿子
斉藤千雪 とやま世界こども舞台芸術祭
【8 月】鈴木馨 平多浩子 平多宏之 水野幸代 なかの洋舞連盟
【9 月】久保照子
【10 月】石井智子 平富恵 豊島重之 マミコタダ ユリワケ
ケイタケイ’s ムービングアース・オリエントスフィア
【11 月】大滝千津子 村山香澄 吉続正義
【12 月】井上恵美子 鍵田真由美 佐藤夏子 髙橋三枝子 奈良美佐子 肥田貞子 平多結花
福島県洋舞連盟
【1 月】NBA バレエ団
【2 月】藤里照子 藤里照子
【3 月】石井智子 芙二三枝子 杉並洋舞連盟 東京新聞 合同会社東風
ハ）協会員の受賞
横山 慶子（地域文化功労者 文部科学大臣表彰）
谷
淑江（芸術祭新人賞）
石川 雅実（愛知県芸術文化新人賞）
倉知 可英（名古屋市芸術賞「芸術奨励賞」）
小島 章司（ニムラ舞踊賞）
平多 浩子（松山バレエ団特別賞）
【処務の概要】
（1）会員に関する件（3 月 31 日現在）
会員の種類
人数
正
会
員
2421

準

会
員
合 計

賛助会員

16

24 年度新入会
退会
（ 正 61 準 11
132 ）
（退会とは、退会・除名・死去・正会員への移行）

16

（2）役員に関する件
第 21 期役員
（平成 24 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）
会 長 植木
浩
副会長 渥見 利奈
副会長 池田 瑞臣
理事長 花輪 洋治
常務理事 石井かほる
折田 克子
加藤みや子
金井芙三枝
北井 一郎
正田 千鶴
野坂 公夫
理 事 井上恵美子
大野
洋
坂本 秀子
佐藤 一哉
杉原ともじ
関山三喜夫
田中いづみ
中村しんじ
波場千恵子
監 事 工藤嘉津繪（税理士）
佐々木かつ子
藤里 照子
2012.3.29 第 51 回総会承認

【東日本大震災被災者義援金に関する件】
91,552 円
第 53 回通常総会（アルカディア市ヶ谷）並びにダンスプラン 2013（スペース・ゼロ）で募金を呼び掛け、
日本赤十字社を通じ被災地にお届けした。

