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2014 事 業 報 告 

（2014年4月1日～2015年3月31日） 

 

【現代舞踊の公演】 

1. 第34回モダンダンス5月の祭典      

5月20日（火）～23日（金）  於：東京芸術劇場プレイハウス（豊島区） 

20日・23日／開場：6時30分 開演：7時  

21日・22日／開場：6時15分 開演：6時45分 全指定席5000円 

 

［5月20日（火）］ 

第一景「ソレア風の前奏曲」山田恵子 花輪洋治 

第二景「カディスの娘たち」加藤みやこ－加藤みや子ダンススペース－ 

第三景「ダンサ モーラ」鈴木敬子 

第四景「洞窟にて」石井智子－石井智子スペイン舞踊団－ 

第五景「宮廷から酒場へ」鈴木眞澄 －鈴木眞澄スペイン舞踊団－ 

第六・七・八景  

「ギター・カンテ」三澤勝弘（ギター）石塚隆充(日本語での弾き語り） 

「ヒターノの源流」「タブラオ風景」－クワドロ・フラメンコ－ 

岡本倫子 大塚千津子 チャリート剣持 チャチャ手塚 本間牧子  

森田志保 三枝雄輔 渡邊 薫 

「フラメンコの飛翔」 

“Viento”－カスタネットによるパフォーマンス－ 

小林伴子－小林伴子フラメンコスタジオ La Danza－ 

“Mi rosa es tu Corazon” 

曽我辺靖子－曽我辺靖子フラメンコスタジオ“hermanas”－ 

第九景フィナーレ「鳥の歌～パブロ・カザルス曲」山田恵子 

 

［5月21日(水)］ 

原島マヤ：霞 

稲葉厚子：worm －そして－ 

平多実千子：この道しかない 春の雪ふる 

金井桃枝：チュニャンヂョン 

服部由香里：Impression ～ある日私は眠れなくなった～ 

（中部支部・静岡県） 

休憩 

 

村上クラーラ・ラコーナ：むかしながらの風景…そしてこの現在
と き

 

杉江良子：肩におかれた手の記憶 みたものは…（中部支部・愛知県） 

杉原ともじ：鈴をのみこむ数え唄 

中村友美：うせざるはな 

米沢麻佑子：道 

 

休憩 

 

井上恵美子：－企画作品－ 洞
どう

の女
ひと

（特別出演／小島章司） 

 

［5月22日(木)］ 
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日比野京子：ソウ トキメキト ウソ 

谷 乃梨絵：墨彩の凛－雪舟－ 

荒木陽一：Melancolia III 

森谷紀久子：雨の乱舞 

能藤玲子：間にて 「蕨野行」より（北海道支部・札幌市） 

 

休憩 

 

手島かつこ：あの山のむこうまで 

可西晴香：よるのむこうに…闇に散る声（北陸支部・富山県） 

妻木律子：二重の影 

菊地尚子：アトカタ（時代を創る現代舞踊公演 優秀賞受賞作品） 

 

休憩 

 

武田 泉：La Vida Breve ～はかなき人生～ 

AMI－鎌田厚子－：羽と叫び～LAS ALAS Y LOS GRITOS～ 

蘭 このみ：ボレロ 

小松原庸子：ESPAÑA エスパーニャ 

 

［5月23日（金）］ 

第一景「ソレア風の前奏曲」山田恵子 花輪洋治 

第二景「カディスの娘たち」加藤みやこ－加藤みや子ダンススペース－ 

第三景「ダンサ モーラ」鈴木敬子 

第四景「洞窟にて」石井智子－石井智子スペイン舞踊団－ 

第五景「宮廷から酒場へ」鈴木眞澄－鈴木眞澄スペイン舞踊団－ 

第六・七・八景 

「ギター・カンテ」鈴木英夫・山崎まさよし（ギター・デュオ）、エンリケ坂

井（カンテ）、金田 豊（ギター） 

「ヒターノの源流」「タブラオ風景」－クワドロ・フラメンコ－ 

岡本倫子 大塚千津子 チャリ－ト剣持 チャチャ手塚 本間牧子  

森田志保 三枝雄輔 渡邊 薫 

「フラメンコの飛翔」 

祈り－命咲く－  

花岡陽子－花岡陽子スパニッシュダンスカンパニー－ 

Benamor－炎のごとく－ 

岡田昌己 

第九景 フィナーレ 鳥の歌～パブロ・カザルス曲」山田恵子 

スタッフ 

照 明／井上正美 株式会社エクサート松崎 

舞台監督／羽賀義博 

音 響／山本 直 

アナウンス／井上篤子 

制 作／舞踊フェスティバル部 

 

2. ダンス・アーカイヴ in JAPAN  未来への扉 

6月6日（金）～8日（日） 於：新国立劇場・中劇場（渋谷区） 

6日／開場：6時15分、開演：7時 

7日・8日／開場：2時15分、開演：3時 A席5400円 B席3240円  
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第一部 

1.「日本の太鼓」The Drumming of Japan （1951年初演） 

振 付：江口隆哉 

音 楽：伊福部 昭 

演   奏：上田 仁 指揮/東宝交響楽団（現・東京交響楽団） 

衣 裳：河野国夫 

作品責任者：金井芙三枝 ダンスミストレス：吉垣恵美 松本直子 

出 演：大神田正美 坂本秀子  

長谷川秀介 岩澤 豊 木許惠介  山本 裕 髙橋純一  鈴木泰介 

 

第二部 

1.「ピチカット」Pizzicati （1916年初演） 

振 付：伊藤道郎 

音 楽：レオ・ドリーブ バレエ「シルヴィア」より「ピチカット」 

作品責任者：井村恭子 

演 奏：杉山麻衣子（vl） 阿部篤志（pf） 

出 演：時田ひとし（6日・7日） / 妻木律子（8日） 

 

2. 食欲をそそる」Whetting Appetite （1925年初演） 

振付 /音楽：石井 漠 

作品責任者：石井かほる / 石井 登 

打楽器演奏：加藤訓子 

出 演：ハンダイズミ 藤田恭子 池田素子 土屋麻美 

 

3.「白い手袋」White Gloves （1939年初演） 

振付 /音楽：石井 漠 

衣 裳：東郷青児 

作品責任者：石井かほる / 石井 登 

打楽器演奏：加藤訓子 

出 演：新国立劇場バレエ団ダンサー（貝川鐵夫 中田実里 成田遥） 

 

4.「母」Mother （1941年初演） 

振 付：高田せい子 

音 楽：フレデリック・ショパン 練習曲Op.10-3「別れの曲」 

作品責任者：山田奈々子 

演 奏：今川裕代（pf） 

出 演：加賀谷 香（6日・7日） / 馬場ひかり（8日） 

 

5.「BANBAN」（1950年初演） 

振 付：檜 健次 

音 楽：宅 孝二 

作品責任者：石川須姝子 ダンスミストレス：田中いづみ 

演 奏：今川裕代（pf） 

出 演：島田美智子 関口淳子 宮本 舞 富士奈津子 青木香菜恵  

森田美雪 田中朝子 池川恭平 木原浩太 

 

6. タンゴ三題 Tango Torilogy  演奏：阿部篤志（pf） 

(1) 「タンゴ」（1927年初演） 

振 付：伊藤道郎 音楽：イサーク・アルベニス 
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作品責任者：井村恭子 

出 演：武石光嗣 

 

(2) 「タンゴ」（1936年日本初演） 

振 付：小森 敏 音楽：イサーク・アルベニス 

作品責任者：藤井利子 

出 演：柳下規夫 

 

(3) 「タンゴ」（1933年初演） 

振 付：宮 操子 音楽：エドガルド・ドナート 

作品責任者：金井芙三枝 ダンスミストレス：吉垣恵美  

出 演：中村恩恵 

 

第三部 

1.「春の祭典」The Rite of Spring（2008年初演） 

振 付：平山素子 柳本雅寛 

音 楽：I.ストラヴィンスキー「春の祭典」 

演 奏：土田英介（pf）/篠田昌伸（pf） 

衣 裳：堂本教子 

出 演：平山素子 大貫勇輔 

主催・制作：新国立劇場 

制作協力：一般社団法人現代舞踊協会 

DAiJ企画運営委員会 

（正田千鶴、片岡康子、加藤みや子、 

波場千恵子、妻木律子、池田恵巳） 

                                     

3. 中部支部 第57回現代舞踊公演「ジェネレーション旋風」 

                 6月14日（土）～15日（日） 於：名古屋市芸術創造センター（名古屋市） 

                    14日／開場：6時30分、開演：7時 

15日／開場：5時30分、開演：6時  全自由席3000円 

                  [Aプログラム 6月14日(土)] 

第1部 

                 杉江良子：肩におかれた手の記憶 みたものは… 

                 桂井芙美代：道～アラカルト～ 

                 杉木恵美：未来
あ す

に向かって －友情、絆、そして平和！－ 

                 髙橋純一：両足の行方（特別出演・埼玉） 

                 刈谷 夏：かじった林檎はどんな味？…イヴたちの午後 

長嵜かよ子：ツ・ナ・グ 

倉知可英：深いトコロ 

 

第2部 

宇治原 光：風に立つ 

能美健志：Luna（特別出演・東京） 

寺原 幸：風流の粋～風景を語る～ 

ユリア：夜の依代
よりしろ

 

篠田志緒：哀しみの果て 

花輪洋治：The Rose（特別出演・神奈川） 

野々村明子：花を撒く－友に捧ぐ－ 
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[Bプログラム 6月15日(日)] 

第1部 

南條冴和：叟 これより転じて～狂詩曲 

及川直美：氷炎～相反する心～ 

玉田弘子：今日も一日、 

髙橋純一：両足の行方（特別出演・埼玉） 

近藤夕希代：碧いこもりうた 

榊原菜生未：赤い風車の恋と愛 

服部由香里：Impression～ある日私は 眠れなくなった～ 

第2部 

関山三喜夫：ダンス寄席－鬼がわら－ 

名もなき市井の親父たちの姿をうつして 

能美健志：Luna（特別出演・東京） 

こかチちかこ：空の蒼が呼ぶ 

神原ゆかり：相棒 

島田一也：瞳の中の絵画 

花輪洋治：The Rose（特別出演・神奈川） 

佐藤典子：子守唄～賽
さい

の河原考
かわらこう

～ 

           スタッフ 

照 明／御原祥子 

音 響／幾多雅子 

アナウンス／中田裕子 

           制 作／一般社団法人現代舞踊協会中部支部 

（古川隆一、寺原 幸、西川菜穂子、星野聡子） 

  

4. 関西支部 合同公演 

                                  6月22日（日） 於：サンケイホール ブリーゼ（大阪市） 

                                      開場：2時30分、開演：3時 全自由席2000円 

 

第1部 

                 木川たづ子・浜中麻里：ピ・エ・ロ 

                            葦笛の踊り 

                            風はどこへ－。 

失われた記憶 

沼田眞理子：おぉシャンゼリゼ 

look back on 

カオヒナニ森重：Auhea Okalani La 

                Mai italia Kolei Nani 

井上あや子：オー・ミリュウ 

          初舞 

山本年子：天使の羽のマーチ 

     空が好き海が好き 

風の音が聞こえますか 

鳩の歌 

平崎喬子・巻田奈巳：町の広場にて 

MATSURI 

入江由希子：月とピエロ 
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江口須美子・北川洋子：花園に舞う休日 

           GO!GO! ラ・ラ・ラ 

希望に輝く道 

中路久美子：春宵感懐 

藤原晴子・鈴木由美子：大きな海 

 

休憩 

 

第2部 

入江由希子：窓辺の花影 

沼田眞理子：カミーユの彫刻 

カオヒナニ森重：AIA O WAIPIO 

                Merelana 

                Mele kakepakepa aloha 

藤原晴子・鈴木由美子：めぐる季節 

井上あや子：コッペリア 第3幕より仕事の踊り 

      コッペリア 第3幕より道化の踊り 

      眠れる森の美女 第1幕よりワルツ 

      眠れる森の美女 第3幕より宝石の踊り 

山本年子：ベルの歌 

サラバンド 

平崎喬子：ヴァイオリンのためのパルティータ 

     ハピネ スイズ ヒア 

江口須美子・北川洋子：夕やけ空にさようなら 

光射す明日へ 

巡
めぐり

 －時を刻んで 

石原完二：Jugend
ユ ー ゲ ン ト

  sünde
ズ ン デ

 －若気の至り－ 

木川たづ子・浜中麻里：リベルラ 

スタッフ 

照 明／檍 正史 

音 響／臼山 勝 

舞台監督／保澤睦巳 

アナウンス／池田淳子 

制 作／一般社団法人現代舞踊協会関西支部 

 

5. 文化庁委託事業「平成26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 

現代舞踊新進芸術家育成Project3に係る「選抜新人舞踊公演オーディション」 

7月2日（水） 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) 

スタッフ 

照 明／小保内陽子 

舞台監督／田中英世 

音 響／河田康雄 

制 作／事業部 

 

6. 全国青少年 夏の舞踊祭2014－スペシャル－ 

第45回記念ジュニア舞踊公演／第40回記念明日の新人による舞踊公演 

8月20日（水） 於：なかのZERO大ホール（中野区) 

開場：3時30分、開演：4時 全自由席1000円 
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＊明朝体はジュニア作品  ゴシック体は明日の新人作品 

第1部 

                 谷 乃梨絵モダンバレエスタジオ：Pizza イタリアーノ 

                 NWBスタジオ －渡辺麻子－：太陽の贈り物 

Stellar Creative Dance －松永茂子－：Pastoral 野花の賦 

星野聡子モダンバレエスタジオ：笑う果実（中部支部・静岡県） 

ダンスのうつわ －纐纈愛子－：BLACK or RED ? 

羽田モダンバレエ研究所 －竹江みゆき－：何かが変わる 

M.Dance Scene 池内新子・池田素子スタジオ：波のゆくさき 

中原なおみモダンバレエスクール：ストリート チルドレン 

ダンス ポルトレーヴ －鈴木七重－：河童 －ピクニック編－ 

705 Dance Lab －菊地尚子－：姉妹 

窪倉チエ子モダンバレエ研究所：風がはこんでくれたもの 

後藤バレエ －後藤千鶴－：童 ～山野谷にあそぶ～ 

 

休憩 

 

第2部 

Steps 富士モダンダンスカンパニー －服部由香里－： 

生まれたよ（中部支部・静岡県） 

窪倉チエ子モダンバレエ研究所：懐かしい午後の風景 

榎本妃佐子モダンバレエスタジオ：我等只今修行中 

西川菜穂子モダンダンス・スタジオ： 

MELODY ～楽譜を飛び出た音符たち～（中部支部・静岡県） 

真船さち子モダンダンススタジオ：あした晴れたら 

K2Jr. －小林久美子－：雄々しき翼 

羽田モダンバレエ研究所 －竹江みゆき－： 

一休さん…何やら今日も楽しそう 

                                  稲葉厚子舞踊研究所：twins －doll－ 

                 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－： 

ふらふら島のフラワー 

                 Ange －稲川千鶴－：アマモリズム 

                 アルテ・エスペランサ －渡邉美紀－：ねこの世界は夢の国 

 

休憩 

 

第3部 

＜記念企画＞活躍する卒業生たち 

平成23年度新人振付賞受賞作品  

大橋美帆：雪膳 宮沢賢治「永訣の朝」より 

平成25年度新人賞受賞作品 

小倉藍歌：アリスの証言 

平成24年度新人賞受賞作品 

船木こころ：柔らかな境界 

 

平多武於舞踊研究所つくば －平多結花－： 

1945、ウィナーノイシュタット －モルゲンという名のパン屋－ 

                 窪内絹子モダンバレエ研究所：不規則な雨だれの呼吸 

                 小林容子ダンスカンパニー “ Y ”：燦・SUN・燦 
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                 705 Dance Lab －菊地尚子－：Run Run Run 

                                  マキDanceファクトリー －田中真紀－： 

太陽の娘たち ～たったひとつの太陽
ほ し

から～ 

西川菜穂子モダンダンス・スタジオ： 

小人の森に雪が降る（中部支部・静岡県） 

Ange －稲川千鶴－：MOMO 

Steps 富士モダンダンスカンパニー －服部由香里－： 

さくら（中部支部・静岡県） 

スタッフ 

照 明／飯田 豊 

音 響／河田康雄 

舞台監督／田中英世・菅野由佳子 

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：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- 

                作品：ふらふら島のフラワー 

          授賞理由：ファンタジーの世界を愛らしい動きで表現した成果に対して 

 

    ジュニア賞：Ange -稲川千鶴- 

            作品：アマモリズム 

          授賞理由：雨のリズムをイキイキと表現した成果に対して 

 

    明日の新人賞：705 Dance Lab  -菊地尚子- 

            作品：姉妹 

          授賞理由：姉妹のピュアな思いを情感豊かに表現した成果に対して 

 

チャコットジュニア作品賞：Steps 富士モダンダンスカンパニー –服部由香里- 

        作品：生まれたよ 

      授賞理由：意表をつく演出で観客を楽しませた成果に対して 

 

チャコット明日の新人作品賞：真船さち子モダンダンススタジオ 

        作品：あした晴れたら 

      授賞理由：なつかしい情景で共感を呼んだ成果に対して 

 

                            【選考委員】 

                            正田千鶴（長） 佐藤一哉 松永雅彦 吉岡陽子  

藤井 香 山名たみえ 猪崎弥生 

 

7. 第41回 2014神奈川県青少年ダンス鑑賞会 

                 8月9日（土）  於：神奈川県立青少年センター 

                 開演：5時 

                     モダンダンス 

                     二見一幸・田保知里：TINGLE（ティングル） 

                     ジャズダンス 

                                          杉本亜利砂・松本亜耶：Burlesque  

You’ll Be in My Heart 

There’sNo Business Like Show Business
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（ショウほど素敵な商売はない） 

 

 

8. 文化庁委託事業「平成26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 

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くらしき 

                  8月23日（土）（22日仕込み・下見リハーサル） 

於：倉敷市芸文館（岡山県・倉敷市） 

                 開場：4時30分、開演：5時 全自由席3000円 

 

                 ﾀﾞﾝｽ･ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ岡山：千姿万態のﾛﾏﾝ 竹久夢二「宵待草」より 

（中国支部・岡山県） 

川又 圭・渡邊栄子：黄色い奇跡         （四国支部・愛媛県） 

五十嵐生野：春懐秋喜
しゅんかいしゅうき

              （北陸支部・新潟県） 

宗像 亮：暖かな氷壁 振付：髙橋裕子      （東北支部・宮城県） 

加藤燿子：中原中也より 南無ダダ        （中国支部・山口県） 

野坂公夫・坂本信子：闇のなかの祝祭       （関東ブロック・神奈川県） 

 

休憩 

 

内田 香：彼女のredな味          （関東ブロック・東京都） 

野々村明子：限界灘から             （中部支部・愛知県） 

川上邦子：熊野に生きる･･･ 祈りの道           （関西支部・和歌山県） 

丸岡有子：play ～奏でる～           （九州支部・福岡県） 

篠原聖一・佐々木絵美：凍結                   （北海道支部・札幌市） 

ユリ ワケ：季節の詩              （中国支部・岡山県） 

スタッフ 

舞台監督／近藤邦廣（㈲アステム） 

照 明／大塚和眞（㈲スペース･アート） 

音 響／森田匡亮（創作舎） 

アナウンス／新谷 都 

宣伝美術／タイラマユコ、㈱総合印刷むろおか 

企 画／現代舞踊新進芸術家育成Project委員会 

制 作／舞踊フェスティバル部 

 

チャコット賞：加藤燿子 中国支部・山口県山口市 

作品：中原中也詩より   南無ダダ 

授賞理由：独自性に富んだ軽妙なタッチと緻密な構成に対して。 

 

チャコット賞：川上邦子 関西支部・和歌山県那智勝浦部 

作品：熊野に生きる･･･  祈りの道 

授賞理由：熊野に生きる精神を独特の迫力ある演技により表現したことに対して。 

 

【選考委員】 

                           植木 浩（長） 北井一郎 井上恵美子 波場千恵子  

 

9. 四国支部 四国洋舞合同公演 ブルーフェスティバル2014 in香川 

8月24日（日） 於：高松国分寺ホール（高松市） 

開場：1時30分、開演：2時 全自由席1500円 
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シマダトミオ：ふるさとの詩                 （香川県） 

檜 千尋：いつのまにか少女は･･･カルミナ･ブラーナより   （徳島県） 

藤岡江美：懐かしい風の郷へ                （高知県） 

粟田由美：影絵に思う～あの日、あの時～          （徳島県） 

田中 幸：月の音                     （愛媛県） 

森 ゆかり：アイデンティティ               （香川県） 

藤岡江美：蒼い花                     （高知県） 

 

休憩 

 

三木 紀：桜の宿                     （香川県） 

阿部リカ：U・LA・LA                    （愛媛県） 

塩見由紀：赤の狂詩曲                   （愛媛県） 

原田ゆりえ：魔鏡                     （徳島県） 

森 ゆかり：娘道成寺                   （香川県） 

スタッフ 

舞台監督／荻野尚令 

美 術／アトリエ狐路庵 川崎展子 

照明・音響／㈱ライフ総合舞台 

アナウンス／広瀬多加代 

宣伝美術／ベリーデザイン 溝上典子 

制 作／一般社団法人現代舞踊協会四国支部 

 

10. 北陸支部 北陸支部合同公演「Modern Dance Festival」 

8月31日（日） 於：新潟市民芸術文化会館 りゅーとぴあ劇場（新潟市） 

開場：0時30分、開演：1時 全自由席1500円 

 

第1部 

五十嵐生野：青空へのメロディー 

     「春懐秋喜
しゅんかいしゅうき

」                   （新潟市） 

堀 直美：月うさぎ 

     poem under the sea ～オンディーヌによせて～   （新潟市） 

小林まさみ：雪・月・花                  （柏崎市） 

メグミ・大場：アリスの夢 

       Spirut of the land              （長岡市） 

中西優子：Cell（細胞）～分裂と葛藤～          （石川県金沢市） 

 

第2部 

ニシムラ・ヤスコ：誘惑 SÉDUCTION  

－ 年ごろ知らず惑わすしつるも、わが罪にあらず － 

（富山県下新川郡） 

                                  髙橋三枝子：HA・NA・BI 

                       The History of the Day             （南魚沼市） 

                                  前多敬子：幻のきみの･･･                （石川県白山市） 

北井千都代：For away                                （石川県金沢市） 

東 由希子：彼女のくれた素晴らしい日  々       （石川県能美市） 

柳沢鹿の子：風神・雷神図2014                （上越市） 
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可西晴香：よるのむこうに － 闇に散る声 －     （富山県高岡市） 

 

第3部 

田沢澄子：日本の響 － 鼓 －                  

     Phase                      （長岡市） 

吉野淑子：Biyori ～麗しき花～            （石川県加賀市） 

今成典子：STORM                     （南魚沼市） 

内堀照子：パーティーナイト 

     その先の光へ                  （新潟市） 

土佐まり子：いろはうた ～紅に匂ふ華の如し～         （新潟市） 

スタッフ 

照明・音響／新潟照明技研㈱ 

舞台監督／菅原良広 

アナウンス／関根美紀（フリー） 

企 画／一般社団法人現代舞踊協会北陸支部 

（新潟地区） 

制作責任者／五十嵐瑠美子 

 

11. 東北支部 第51回現代舞踊合同公演 

9月14日（日） 於：青森市民ホール（青森市） 

開場：1時、開演：1時30分 全自由席2000円 

 

オープニングアクト 

津島美代子：Welcome to Aomori（アレグリアス） 

武蔵恵美子：旅立ち 

春日井郁子：妖精のワルツ 

春日井郁子：「コッペリア」よりスワニルダのヴァリエーション 

春日井郁子：「ドン・キホーテ」第２幕 夢の場より 

亜里紗：Feel This Moment 

 

アクト1 

大滝千津子：陽は昇る                    （山形県） 

千尋洋子：名もなき群像 －何をか語らん－          （宮城県） 

内沢すみ子：a
ア

 live
ライブ

 ～ 生
い

きる                （青森県） 

 

佐取純子：LEGEND「義経になった男」より 

              ～風・まんだら・さだめ～      （宮城県） 

奥村信子：a cry                      （秋田県） 

 

休憩 

 

アクト2 

津島美代子：厳冬の八甲田山（シギリージャス）        （青森県） 

川村 泉：紅茶のまわりを蜂が飛ぶ             （秋田県） 

大向真理子：風塊（ふうかい）                 （青森県） 

吉続正義：祈りは深く想いつのる              （山形県） 
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籾江道子：Que – Sera – Sera                 （宮城県） 

豊島重之：channels／流域                 （青森県） 

柴内啓子：幻視の花野                   （岩手県） 

春日井郁子：アリア 

花園の休日                  （青森県） 

スタッフ 

舞台監督／伊東 満（グローバルユニット） 

照明／佐藤牧人（ノースステージ） 

音響／今 博一（(有)サウンドクリエイト） 

アナウンス／奥村 潮 

制作／一般社団法人現代舞踊協会東北支部 

合同公演実行委員会 

                             （春日井郁子 津島美代子 武蔵恵美子  

青木千史 成田容子） 

 

12. 中部支部 現代舞踊 第31回新人公演 

9月23日（火・祝） 於：名古屋市芸術創造センター（名古屋市） 

開場：6時、開演：6時30分 全自由席2500円 

 

第1部 

山内佳子（ナオミダンススクール）：Tap 振付／榊原菜生未 

尾関乃亜（かやの木芸術舞踊学園）：Free ～最高の瞬間
と き

を求めて 

桂井望早（桂井F.ダンスカンパニー）：夢のモンタージュ 

坂田祥子（モダンダンスYou Co.）：惑 

浅野稚奈（かやの木芸術舞踊学園）：とべない蛍 

杉木 恵（恵美バレエ＆モダンダンス研究所）：井の中の蛙、新境地へ 

社本珠江（かやの木芸術舞踊学園）：BLACK SWAN 

 

休憩 

 

第2部 

桑山まり子（ミユキ・ダンス・アフィ）：letter 

外園有里子（Dance Work こかチ）：いつかの春 

浅野里江（モダンダンスYou Co.）：17才 

鴫原美葉（Dance Work こかチ）：めざめ 

増田陽子（西川菜穂子モダンダンス・スタジオ）：追憶の雨 

堂領 茜（かやの木芸術舞踊学園）：Wish ～自由への解放～ 

 

休憩 

 

第3部 

今井祐子（オクダモダンダンスクラスター）：ponta 

大嶽麻央（かやの木芸術舞踊学園）：不死鳥の如く 

福田純子（水野幸代現代舞踊団）：秘めたる翼は太陽まで舞い昇る 

平多紀子（かやの木芸術舞踊学園）：VOICE ～亡き者たちからの声～ 
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伊藤麻子（石川雅実ダンスパフォーマンスグループ）：Limitation 

松原梨紗（かやの木芸術舞踊学園）：私の中のジキルとハイド 

 

スタッフ 

照明／福井孝子 

音響／幾田雅子 

舞台監督／藤井良晃 

アナウンス／いのこ福代 

制作／一般社団法人現代舞踊協会中部支部 

   （玉田弘子 木原 創 佐藤小夜子 長谷川美樹） 

 

13. 文化庁委託事業「平成26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 

           現代舞踊新進芸術家育成Project2 

2014時代を創る現代舞踊公演 

9月24日（水）・25日（木）・26日（金）（23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（渋谷区） 

開場：6時30分、開演：7時 全自由席3000円 

 

9月24日（水） 

高澤和歌子：Horizont  －彼方の幻影－  

小林  泉：曖昧な夜更かし 

関口淳子：緋色の人 

久住亜里沙：Cocoon 

 

 休憩 

 

阿部友紀子：堆積 

宮本  舞：spiral syndrome 

船木こころ：sigh 

内田 香：彼女の red な味 

 

9月25 日（木） 

鈴木いづみ：標本  ～沈黙は語る～ 

高岡由美：ありふれた日常  day&night 

池田素子：As Is / To Be 

稲葉厚子：絡み  ̶part2  ̶終わることそれは始まり 

 

 休憩 

 

飯塚真穂：鳥が啼く 夜の淵 

前澤亜衣子：space a space 

桑島二美子：光抱く人 

 

9月26日（金） 

鈴木泰介・贄田麗帆：翼 

髙橋誠子：魂のつぶやき  part V ―男・女― 

山本  裕：目は開けていたい 
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馬場ひかり：禊
みそ

ぐ 

 

 休憩 

 

山名たみえ：童話  ― 失われ行くイメージの為の 

渡辺麻子：Storm 

内田 香：彼女の red な味 

スタッフ  

照 明／井上正美、小保内陽子 ㈱エクサート松崎 

舞台監督／柴崎 大 

音 響／山本 直 

アナウンス／内田朱美 

企 画／現代舞踊新進芸術家育成Project委員会 

制   作／事業部 

 

優秀賞：菊地尚子    

作品：Seep 

受賞理由：明確な振付、演出でテーマに肉迫し、総合芸術としての舞踊を現した。 

 

奨励賞：桑島二美子    

作品：光抱く人 

受賞理由：抒情に富む洗練された振付で、美しい流れの作品に仕上げた。 

 

群舞奨励賞：久住亜里沙      

作品：Cocoon 

受賞理由：的確な構成と多様な身体造形で、人間の深みを重厚に表現した。 

 

【選考委員】 

花輪洋治（長） 金井芙三枝 北井一郎 野坂公夫  

平多実千子 二見一幸 稲田奈緒美（舞踊評論家） 

 

14. 文化庁委託事業「平成26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 

           現代舞踊新進芸術家育成Project3 

選抜新人舞踊公演 

10月30日（木）・31日（金）（29日仕込み） 

於：渋谷区文化総合センター大和田・伝承ホール（渋谷区） 

開場：6時30分、開演：7時 全自由席2500円 

 

10月30日（木） 

渡部  悠（川村泉舞踊団）：ミネルヴァの梟 

鷹栖 歩莉（TOMS FACTORY）：脆弱な太陽 

近田 未裕（坂本秀子舞踊団）：夕日の中の霊鳥 

岸野 奈央（川村泉舞踊団）：糸 

藤本 光恵（正田千鶴フラグメント）・さくどう 葵（谷 乃梨絵モダンダンス 

スタジオ）：To be , or not to be 

小室 眞由子（湯原園子モダンバレエスタジオ）：ありきたりの花束 

石井 里奈：bright… 

小見山  紬（坂本秀子舞踊団）：スミレの花の砂糖づけ 
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 休憩 

 

藤井 淳子（柴内啓子現代舞踊研究所）：ooze 

細川 麻実子（加藤みや子ダンススペース）：かりそめ躰温 

加賀谷  葵（川村 泉舞踊団）：春泥 

岡野 友美子（坂本秀子舞踊団）：醒めない夢 

岡  由利亜（ダンスワークス）：宵の風 歌う先き 

櫛田 祥光（Dance Company Lasta）：here 

小林 啓子（ダンスカンパニーカレイドスコープ）：SYNC ～同期する身体 

北野 友華（マヤバレエスタジオ）：クローバー 

 

10月31日（金） 

渡部  萌（TOMS FACTORY）：ささやきは花瓣を色めて 

森川 瑶子（山崎麻矢モダンバレエスタジオ）：日溜まりに蘇る 

内田 奈央子（Roussewaltz）：蝶、 蝶 

山岸 由佳（日比野京子モダンダンススタジオ）：相 

古田 詩織（マヤバレエスタジオ）：Anemone ̶ 染まりゆく花 

矢澤 亜紀（Roussewaltz）：道草 

坂田 尚也（能美健志＆ダンステアトロ 21）：置き去りの風景 

佐藤 百恵（沢 珠江舞踊研究所）：花 

 

 休憩 

 

伊藤 有美（川村 泉舞踊団）：飛蝗と風 

小俣 香織（坂本秀子舞踊団）：鐘 ～赦しの秘蹟～ 

岩本 真由子（平岡・志賀ダンスアカデミー）：朝霞 －聖黙の陽－ 

菅原 はる菜（705 Moving Co. / スタジオ ダンス ソネット）：鉛の月 

熊木 梨乃：How 

齊藤 幸恵（坂本秀子舞踊団）：彼女 

玉田 光子（坂本秀子舞踊団）：Horizon Blue 

木原  丹：パズル 

スタッフ  

照 明／小保内陽子 (株)エクサート松崎 

舞台監督／菅野由佳子（㈱オン・ステージ・コードー）

ｽﾃｰｼﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ／田中英世 

（㈱オン・ステージ・コードー） 

音     響／河田康雄  

アナウンス／新妻久美子 

宣伝美術／浅井美穂子（オフィスアスク） 

企 画／現代舞踊新進芸術家育成Project委員会 

制 作／事業部 

 

  新人賞：菅原はる菜 

作品：鉛の月 

受賞理由：緊張感のある空間を創りだした表現力に対して 

※新人振付賞は該当者なし。 

 

【選考委員】 
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加藤みや子（長） 片岡康子 北井一郎 坂本秀子  

田中いづみ 花輪洋治 堀 登 

 

15. 文化庁委託事業「平成26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 

現代舞踊新進芸術家育成Project4 

新進芸術家海外研修員による現代舞踊公演 

11月14日（金）・15日（土）（13日仕込み） 

於：神奈川芸術劇場大スタジオ KAAT（横浜市） 

14日／開場：6時30分、開演：7時  

15日／開場：4時30分、開演：5時 

全自由席3000円 

 

11月14日（金）・15日（土） 

清水フミヒト（平成20年度1年研修 アメリカ）：Water Flow 

野村真弓（平成19年度1年研修 フランス）：Qualia 

二見一幸（平成5年度2年研修 フランス）：BARBAROI 

米沢麻佑子（平成18年度1年研修 アメリカ）：覚えておきたいこと 

スタッフ   

照 明／杉浦弘行 

舞台監督／柴崎 大 

音 響／河田康雄 

宣伝美術／水内宏之 

企 画／現代舞踊新進芸術家育成Project委員会 

制 作／芸術創造推進部 

 

16. 中部支部 Emotional DanceシリーズVol.4 モダンダンス エクステンション 

11月25日（火） 於：愛知県芸術劇場小ホール（名古屋市） 

開場：6時、開演：6時30分 全自由席3000円 

 

こかチちかこ：コピー～分身、そして一人ということ～ 

木方今日子：Mother 

夜久ゆかり：無題 三部作～一体誰によって作品は作られるのか～ 

篠田侑子：成 ～形あるものはいつか壊れ、真髄は消ゆることなく～ 

稲川麻子：百年の響感 

野々村明子：赤いスカート ～過ぎゆくもの。来るもの～ 

スタッフ 

照 明／福井孝子 

音 響／幾田雅子 

舞台監督／山本翔子 

制 作／倉知八洲土 秀 和代 岡田圭介  

佐藤典子 

 

17. 全労済ホール／スペース・ゼロ提携公演 全国新人舞踊公演（通算第120回新人舞踊公園）ダンスプラン2015 

2015年1月17日（土）・18日（日） 

於：全労済ホール／スペース・ゼロ（渋谷区） 

      17日／開場：6時、開演：6時20分 

18日／開場：5時30分、開演：5時50分 全自由席2800円 
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17・18日の両日 オープニングミニ講座「古きをたずねて新しきを知る」 

～ダンス・アーカイヴ in JAPAN 2015の見どころ～ 

講師：片岡康子（お茶の水女子大学名誉教授） 

［17日（土）］ 

竹前友里・森 淑那（坂本秀子舞踊団）：待ちぼうけ 

徳田あや（小林容子ダンスカンパニー ”y”）：輝安鉱の結晶 

有路 蘭（谷 乃梨絵モダンダンススタジオ）：幽玄
ゆうげん

 

宮田陽子（市伊 孝に師事）：野分 

杉江麻莉子・福田美由・花形祐美子（創作舞踊団DIG）： 

Ring －鳴り響くリフレーン－ 

橋本英子（後藤智江、秋本美佳に師事）：黒にひそむもの （九州支部推薦） 

森田美雪（沢珠江舞踊研究所）：Twilight 

荒生由莉香（小林容子ダンスカンパニー ”y”）： 

von －猟奇的な私からの脱出－ 

前川るみ（柳下規夫に師事）：El sol abrasador ～灼熱の陽～ 

 

 休憩 

 

小俣香織（坂本秀子舞踊団）：隠れ家 

菱沼彩奈（創作舞踊団DIG）：陽はまた昇っても、昇らなくても 

三谷真保（スタジオ M）：APOLYSIS         （中国支部推薦） 

髙橋真帆（髙橋三枝子スタジオバレリータ）：軌跡 

澤原春海（コンテンポラリーバレエスタジオダンスナッツ）： 

My Noise Report ～sound communication 

花村愛子（ダンスカンパニーカレイドスコープ）：SAMSARA 

玉田光子（坂本秀子舞踊団）：忘却の河 

秋本里奈子・井上依里子（ダンスカンパニーDeux）：空をなくした二羽 

中路久美子（菅原勝代現代舞踊研究所）：桜、葬奏曲   （関西支部推薦） 

 

［18日（日）］ 

髙橋ゆかり（小林和加枝に師事）：balance ただ、生きていくために 

五十嵐結唯（坂本秀子舞踊団）：moon forest 

西園美彌（フリー）：赤い血 白い乳 

たけだ友里（稲葉厚子、田中真紀に師事）：旅立ちのタンゴ 

猪野沙羅（坂本秀子舞踊団）：闇を渡る 

曲沼宏美（大鳳真陽、閻 仲珩、坂本秀子に師事）：祈り ～孔雀の精より～ 

髙橋茉那（髙橋裕子、下田栄子に師事）：獄
ひとや

の棘    （東北支部推薦） 

藤井友美（下田栄子、藤井宏子に師事）：月灯りのパレード 

田岡麻祐子（mami dance space）：いまはかつての先のいつか 

小俣裕美（坂本秀子舞踊団）：花酔い 

柿下さやか（正田千鶴モダンダンスフラグメント）：石の火 

藤井淳子（柴内啓子現代舞踊研究所）：しろく      （東北支部推薦） 

 

 休憩 
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鎌田厚子（AMIフラメンコ舞踊団）：Perder ～ペルデール～ 

北島ナディア（北島寿子・歩スペイン舞踊スタジオ）：グアヒーラ 

関 祐三子（鎌田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）：シギリージャ 

小西みと（鎌田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）：グアヒーラ 

柴崎沙里（鎌田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）： 

ファンダンゴ・ポル・ソレア 

スタッフ  

照  明／小保内陽子 (株)エクサート松崎 

舞台監督／田中英世 

音  響／河田康雄 

制  作／事業部 

 

 

  河上鈴子記念スペイン舞踊新人賞：関 祐三子 

作品：シギリージャ 

受賞理由：迫力ある情熱的な演技に対して。 

 

  ダンスプラン賞：花村愛子 

       作品：SAMSARA 

受賞理由：美しく豊かな流れを描き出した表現に対して。 

     玉田光子 

       作品：忘却の河 

受賞理由：情念の炎を現代的に表現した成果に対して。 

     たけだ有里 

作品：旅立ちのタンゴ 

受賞理由：息の合った新鮮なデュエットに対して。 

 

【選考委員】 

 井上恵美子（長） 猪崎弥生 稲葉厚子 金井芙三枝

杉原ともじ 時田ひとし 花輪洋治 

 

18. 東京都および公益財団法人東京都歴史文化財団助成  

2015都民芸術フェスティバル参加 現代舞踊公演 

2015年2月25日（水）・26日（木）（24日仕込み） 

於：東京芸術劇場プレイハウス（豊島区） 

開場：6時30分、開演：7時 全指定席4000円 

 

上原尚美：たくましく生きる 

髙野美智子：FLOR DE PIEDRA －序章－ 

内田 香：concentration －記憶のカケラ－ 

スタッフ 

照明デザイン：井上正美 

照 明 操 作：株式会社エクサート松崎 

音 響：山本 直 

舞 台 監 督：田中英世（株式会社ｵﾝ･ｽﾃｰｼﾞ･ｺｰﾄﾞー） 

宣 伝 美 術：水内 宏之（株式会社ﾘﾑｰﾌﾞｲﾒｰｼﾞ） 

アナウンス：井上 篤子 

企画・制作：舞踊フェスティバル部 
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19. ダンス・アーカイヴ in JAPAN企画運営委員会「ダンス・アーカイヴ in JAPAN Vol.2」 

2015年3月7日（土）～ 8日（日） 於：新国立劇場 中劇場  

主催・制作：新国立劇場 

制作協力：社団法人現代舞踊協会 

開場：2時15分、開演：3時  

S席6480円 A席5400円 B席4320円 C席3240円 

 

第1部 

1.「機械は生きている」Machines  Are  Alive（1948年初演） 

振付・音楽：石井 漠 

作品責任者：石井かほる／石井 登 

効果音楽：河田康雄 

打楽器演奏：加藤訓子（per.） 

出演：石井 登 吉垣恵美 ほか 

 

2.「マスク」Mask（1923年初演） 

振付・衣装デザイン：石井 漠 

音 楽：スクリヤービン「2つのﾀﾞﾝｽ op.73-1花飾り」「練習曲 op.08-2」

作品責任者：石井かほる 

音楽監修：笠松泰洋 

出演：石井かほる 

 

3.「恐怖の踊り」 Dance of terror（1932年初演 ベルリン） 

振付・衣装デザイン：執行正俊 

音 楽：マヌエル・デ・ファリャ「恋は魔術師より 恐怖の踊り」 

作品責任者：執行伸宜 

衣装製作：ロージュA くろさわ彩 

出 演：小林洋壱 

 

4.「釣り人」 Angler（1939年初演 仁壽講堂） 

振 付：檜 健次 

音 楽：宇賀神味津男 

演 奏：河内春香（pf.） 

作品責任者：石川須姝子 

作品補佐：田中いづみ 

ダンスミストレス：桐山良子 

衣装製作：蔵来芸舞瑠 高野ノリエ 

出 演：片岡通人 

 

5.「スカラ座のまり使い ～3つのバージョンでの上演」 

Playing with a ball at La Scala（1935年初演） 

振 付：江口隆哉 

音 楽：フランツ・シューベルト「スケルツォ D593」 

演 奏：河内春香（pf.） 

作品責任者：金井芙三枝 

協 力：ヨネヤマママコ／砂川啓介 

ダンスミストレス：松本直子／吉垣恵美 

衣装・美術：江頭良年 

衣装製作（II）：金子澄世 
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マネジメント：蔭山けい子 

出 演： I 再現版 木原浩太 

       II日本舞踊家版 西川箕乃助 

III デュエット版 佐藤一哉 堀 登  

 

第2部 

1.「体（たい）」Body（1961年初演 厚生年金会館大ホール） 

振 付：石井みどり 

音 楽：イーゴリ・ストラヴィンスキー「春の祭典」 

作品責任者：折田克子 

ダンスミストレス：手柴孝子 

装置・衣装：前田哲彦／並河万里子 

装置製作：ユニ・ワークショップ 

出 演：酒井はな 佐々木大 ほか 

 

20. 中部支部 第44回ジュニア舞踊公演  

2015年3月26日（木）於：日本特殊陶業市民会館ビレッジホール（名古屋

市） 

開場：5時、開演：5時30分 全自由席1500円 

 

ナオミダンススクール：UNDER THE SEA   構成・振付／榊原菜生未 

水野幸代現代舞踊団：SOMEDAY ～いつかはきっと～  

構成・振付／福田純子 

グループたんぽぽオオタ：白い線になれ！     構成・振付／太田明子 

清洲MDA（モダンダンスアカデミー）：収穫しましょ。  

構成・振付／石原弘恵 

佐藤典子舞踊研究所：季節
と き

のスケッチ ～夏・秋～    振付／鈴木宏美 

恵美バレエ＆モダンダンス研究所：咲かせよう －いのちの花－ 

構成・振付／杉木 恵 

 休憩 

 

ミユキ・ダンス・アフィ：春が来たから…      構成・振付／寺原 幸 

桂井F.バレエアカデミー：スクランブル     構成・振付／桂井芙美代 

南條冴和舞踊研究所：鳥たちのエクササイズ    構成・振付／南條冴和 

Hide Dance Lab：夢みてごらん        構成・振付／近藤夕希代 

宇治原光舞踊研究所：とんで・とんで・とんで パートII  

構成・振付／宇治原光 

出演者全員：カーテンコール 

スタッフ 

照 明：横幕こずえ 

音 響：杉藤芳明（スギサウンドワーク） 

舞台監督：福田由佳（(有)自由舞台） 

舞台操作：佐脇真治（SAW.S） 

アナウンス：大脇まどか（劇座） 

制 作：一般社団法人現代舞踊協会中部支部 

     （岡田圭介 倉知外子 夜久ゆかり） 
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【研修会、講習会】 

1. 研究企画部 ダンスと創造教育の未来 

2014年4月27日㈰ 1時～4時   於：芙二三枝子舞踊研究所（豊島区） 

ワークショップ講師：岩渕多喜子（舞踊家） 

シンポジウム講師：稲田奈緒美（舞踊評論家） 

制作：研究企画部 

 

2. 九州支部 合同研修会 

2014年5月24日㈯・25日㈰    於：福岡加奈子バレエ研究所（佐賀市） 

ワークショップ講師：本間祥公・山口華子 

制作：一般社団法人現代舞踊協会 九州支部 

 

3. 中部支部 アーカイブ in中部 

2014年6月29日（日） 於：関山三喜夫舞踊団スタジオ（名古屋市） 

         講師：関山三喜夫 

            倉知外子 

            野々村明子 

制作：一般社団法人現代舞踊協会 中部支部 

 

4. 研究企画部 「創って遊ぼう！ ダンス体験」～地域の宝をダンスで掘り起こそう～ 

         諏訪市が世界へ！舞踊家ニムラエイイチの意志をつなぐ 

2014年8月9日（土）・10日（日） 於：諏訪市文化センター 

カルチャーホームすわ（諏訪市） 

講師：加藤みや子 

主催：長野県諏訪市教育委員会 

 

5. 北海道支部 One more step 心と身体のダンスクリエーション I 

2014年8月17日（日） 於：旭川市民文化会館リハーサル室（旭川市） 

講師：トーマス・デュシャトレ 

市田京美 

制作：一般社団法人現代舞踊協会 北海道支部 

 

6. 夏期舞踊大学講座2014「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」シリーズ6 

             執行正俊、石井みどりの舞踊世界を実技と講話により学ぶ集中講座 

2014年8月30日（土）・31日（日）於：国立女性教育会館（埼玉県嵐山町） 

講師：執行伸宜 折田克子 片岡康子 

 

7. 北海道支部 One more step 心と身体のダンスクリエーション II 

2014年9月6日（土）・7日（日） 於：かでる2・7（札幌市） 

講師：池田扶美代 加藤みや子 酒屋 仁 笹森明彦 

制作：一般社団法人現代舞踊協会 北海道支部  

  

8. 中国支部 中国支部講習会 

2015年1月25日（日）   於：広島市上野学園ホール（広島市） 

講師：丸岡有子 

制作：作：一般社団法人現代舞踊協会 中国支部 

 

9. 研究企画部 一日舞踊大学講座2015 

2015年2月14日     於：日本大学芸術学部江古田校舎（練馬区） 
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         コンテンポラリーダンスワークショップ 

         講師：池田素子 

         「ことば と からだ」ワークショップ 

         ワークショップ提案：谷川俊太郎  

講師：加藤みや子 協力：佐藤真理子 

         シンポジウム「ことば と からだ」＋ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 

講師：谷川俊太郎（詩人）、森下はるみ（お茶の水女子大

学名誉教授）、穴澤万里子（日本大学芸術学部准教授）  

司会：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32回江口隆哉賞は平成26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        授賞者：勅使川原 三郎 

              授賞理由：舞踊の根源と革新への探求を絶え間なく継続し、特に「空時計サナトリ 

ウム」において優れた成果をあげた。ダンスカンパニーKARASを主宰 

しながら国内外での活動を続け、傑出した才能は既に高い評価を得てい 

る。それでもなお、舞踊の根源と革新への探求は留まることなく、大劇 

場からスタジオ公演まで充実した活動を行っている。特にブルーノ・シ 

ュルツの短編を舞踊化するシリーズにおいて、研ぎ澄まされた言葉と身 

体を対峙、あるいは共振させて豊かなイマジネーションを広げ、新しい 

舞踊の時空を作り上げた。（稲田奈緒美） 

 

江口隆哉賞にかかる 

文部科学大臣賞         受賞者：勅使川原 三郎 

 

                  【江口隆哉賞選考委員会】 

評論家／池野 惠、稲田奈緒美、山野博大（長）、三浦雅士 

舞踊家／池田瑞臣、金井芙三枝、正田千鶴、野坂公夫、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  第72回全国舞踊コンクール】 

1位           2位                3位 

     創作舞踊部      鈴木泰介・贄田麗帆        藤井淳子          木許恵介 

     現代舞踊第一部           玉田光子               藤井淳子             伊藤有美 

     現代舞踊ジュニア部         海藤優丞               丹波南美             足立真珠 

     現代舞踊第二部           塚本  響               森下ちはる             平岩花萌 

 

埼玉県舞踊協会が主催する第47回埼玉県舞踊コンクール1位に対して 

                  【第47回埼玉全国舞踊コンクール】 

                モダン1部  1位 大前裕太郎 

                モダン2部  1位 塚本 響 

                ジュニア部  1位 海藤優丞 
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【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1項7号）  

  舞踊に関する刊行物の発行（定款第5条第1項7号）  

  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（2014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1項4号）  

イ）文化庁・新進芸術家海外留学生として、当協会推薦により船木こころ（1年研修 オランダ アムステルダ

ム）、高橋純一（1年研修 フィンランド ヘルシンキ）、竹下暁子（1年研修 イギリス ブリストル）

が海外研修を通じ国際交流を図っている。 

ロ）東京都、文化庁が進めている 2020 年東京オリンピック･パラリンピック文化プログラムへのプレゼンテー

ションを行った。  

C 芸術関係団体との連絡提携（定款第5条第1項5号）  

 イ）第29回国民文化祭・あきた2014を共催し洋舞フェスティバルに会員が参加・協力した。 

ロ）新国立劇場運営財団の評議委員として花輪洋治理事長が協力した。 

ハ）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。 

  ニ）芸術家会議の懇親会において松本直子、齊藤幸恵、小倉藍歌が国会議員等の応接に協力した。 

ホ）芸術家会議（東京都）の監事として、高橋弘之事務局長が東京都における文化芸術の振興及び文化予算獲得

のための陳情等に協力した。 

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1項6号）  

     舞踊公演のプログラム、舞踊誌、新聞記事、評論、映像、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26年7月11日・12日）へ後援し、また協会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、池田瑞臣副会長が協力した。 

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 

井上恵美子中部支部公演   6月14日（土）・15日（日）於：名古屋市芸術創造センター 

平多実千子四国支部公演   8月24日（日）於：高松国分寺ホール 

正田千鶴北陸支部公演   8月31日（日）於：りゅーとぴあホール 

加藤みや子北海道支部研修会     9月6日（土）・7日（日）於：かでる2・7 

北井一郎東北支部公演    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）44件 

【4月】アルテイソレラ 永山美代子 ヒデ・ダンス・ラボ  

【5 月】折田克子 山﨑麻矢 こうべ全国洋舞コンクール AMZ モダンダンス研究会  ユキ モダン＆

ジャズバレエスタジオ 

【6月】アルテイソレラ 東京新聞  

【7月】東京新聞 和田寿子 成田容子 

【8月】水野幸代 本田尚恵 チャーリーダンススタジオ なかの洋舞連盟 平多浩子 島崎啓子  

水野幸代・福田純子  

【9月】久保照子 山口県洋舞連盟  

【10月】ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所 第29回国民文化祭 山﨑節子  

横山慶子モダンダンスリサイタルを支援する会 

【11月】MTBI in TOKYO 石井智子 有限会社マジェスティック 吉続正義 アルテイソレラ 

     カヨコフラメンコスタジオ  大滝舞踊研究所   
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【12月】髙橋三枝子  稲葉厚子  真船さち子   

【1月】玉田弘子 

【2月】藤里照子  

【3月】タンダバハダンスカンパニィ  静岡県現代舞踊協会  東京新聞  妻木律子  杉並洋舞連盟   

        芙二三枝子 

 

ハ）協会員の受賞 

石井かほる（ニムラ舞踊賞） 

           横田百合子（宮城県教育文化功労賞） 

      倉 知可英（名古屋市民芸術祭特別賞（スピリット賞）） 

 

【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      2346 

   準  会  員    11        26年度新入会         退会 

     合 計             （ 正64 準5           75 ）    

（退会とは、退会・除名・死去・正会員への移行） 

    賛 助 会 員     15 

 

（2）役員に関する件 

第22期役員                                  

（平成26年4月1日～平成28年総会終了の時まで） 

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                     

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                 

坂本 秀子 

 

                       2014.3.4第55回総会承認 

 


