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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 

 



2015 事 業 報 告 

（2015年4月1日～2016年3月31日） 

 

【現代舞踊の公演】 

 

 

1. 第35回記念モダンダンス5月の祭典      

5月20日（水）～22日（金）  於：めぐろパーシモンホール大ホール（目黒区） 

開場：6時 開演：6時45分 全自由席3500円 

 

〔5月20日（水）〕 

1.田中真紀：forêt noire －歪んだリンゴ－ 

2.布上道代：THE NEXT－次なるは－（北海道支部・札幌市） 

3.北島栄：始まるから始める 

4.菅原はる菜：鉛の月（平成26年度新人賞受賞作品） 

5.内田裕子：KARASU 

6.手島かつこ：夢追人 

7.藤田三惠子：冬の部屋 

8.伍紅好花：狐の嫁入り－花かんざし－ 

9.二見一幸：Even Horizon 

（平成25年度江口隆哉賞、現代舞踊フェスティバルチャコット賞受賞作品） 

10.井上恵美子：目を覚ませと呼ぶ声がして 

11.谷乃梨絵：煌なり天球 

12.川上邦子：熊野に生きる･･･立ち上がれ・森 

13.髙橋裕子：Eternity（東北支部・宮城県） 

 

〔5月21日（木）〕 

1.伊藤利江：牡丹華季 

2.手柴孝子：コンポジション 

3.荒木陽一：一途な光へ･･･ 

4.入江由紀子：花酔い（関西支部・大阪府） 

5.小倉藍歌：惜春（平成25年度新人賞受賞者による作品） 

6.チェリーズ：象が行く 

7.鬼塚マミコ：story－そして（関西支部・大阪府） 

8.沢 美知：Tangled up in emotion 

9.日本大学芸術学部有志：最後の喝采 

10.桑島二美子：光抱く人（平成26年度奨励賞受賞作品） 

 

11.木原夕子：水に映った十字架 

12.佐久間善子：息づく 

13.坂本秀子：5月の草原に遊ぶ 

 

〔5月22日（金）〕 

1.竹江みゆき：種をまく－芽が出て膨らんで－ 

2.杉江良子：飛び石を駆ける（中部支部・愛知県） 

3.桂井芙美代：園への誘い（中部支部・静岡県） 

4.鈴木泰介・贄田麗帆：翼（平成25年度新人振付賞受賞者による作品） 

5.すゞきさよこ：モルダウ－交響詩「我が祖国」より－ 

6.大西シャラまりこ：Showcase 

7.小室眞由子：零度のぬくもり 

8.育かほる：水のバラードPart.Ⅱ 

9.北村真実：わたしのなまえは 



 

＜フラメンコの部＞ 

10.松田知也：曙光 la Aurora de Nueva York 

～エンリケ・モレンテに捧ぐ F.ガルシア・ロルカ作「ニューヨークの詩人」より 

11.武田泉・土屋乃予：Dos Personas－ふたり－ 

12.岡田昌巳：それでも踊り続ける･･･ 

13.花岡陽子：Oracion－祈り－ 

14.石井智子：深い花咲く森の中に－アレグリアス－ 

 

スタッフ 

照明／小保内陽子（20日・21日）、井上正美（22日） 

照明操作／株式会社エクサート松崎 

音響／山本直 

舞台監督／伊東功（20日）、居上貞之（21日）、白戸規之（22日） 

アナウンス／井上篤子 

宣伝美術／有限会社クロイワ 

制作／舞踊フェスティバル部 

2.  関西支部 関西支部合同公演 「今 ここから 洋舞フェスティバル」 

6月21日（日）於：大阪サンケイホール ブリーゼ（大阪市） 

開場：3時 開演：3時30分 全自由席2000円 

 

＜第1部＞ 

山本年子モダンバレエ教室：ウイ・アーザ・ワールド 

Creative Dance Theatre：祈りなきキャラバン 

平崎喬子舞踊研究所：音の絵 

    残月 

河邉こずえ舞踊研究所：「偽りの鐘」 

あの影は嘘を語る 私の知らぬ間に 

       沼田眞理子ダンスカンパニー：赤ずきんちゃんとオオカミ 

                               花のスイング 

                 井上バレエスタジオ：ディズニーファンタジー 不思議の国のアリス 

                 江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所：Happy Days！ 

                                  風邪にむかって･･･ 

                 イリエ・ユキ／モダンバレエ研究所：ブリキのJOY 

                 木川たづ子バレエアートスタジオ：失われた時を求めて 

                                 行こうどこまでも－。 

 

       ＜第2部＞ 

          山本年子モダンバレエ教室：木漏れ陽 

ミツルモダンバレエスタジオ：The color of flowers 

カオヒナニ森重フラスタジオ：Hinamano ulua’e  

                           Lanai hale 

ダンスシャワーギャザリング：お喋りなあじさい 

              咲き初めし無心の風情 

沼田眞理子ダンスカンパニー：屈辱のコンポジション 

井上バレエスタジオ：道化師 

江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所：追憶－愛しき人へ 

                 巷に雨の降るごとく 

KIZAEMONアートダンス：夢の絆は時空をこえて 

木川たづ子バレエアートスタジオ：あけゆく静けさによせて 

                                息吹の詩 

 

スタッフ 

照明／檍 正史 



音響／臼山 勝 

舞台／保澤睦己 

アナウンス／池田淳子 

プログラム表紙／中尾知世 

制作／一般社団法人現代舞踊協会関西支部 

 

3. 中部支部 第58回現代舞踊公演「ダンス・パラダイス2015」 

                 6月28日（日） 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3000円 

 

篠田志緒：攻撃的ケンソン 

秀 和代：遠音 ～tóne～ 

島田一也：月の微笑み 

玉田弘子：くつろいで… 

杉江良子：飛び石を駆ける 

服部由香里：Impression ～WAVE～ 

倉知外子：立つ 

こかチちかこ：ふつうの日々、ちょっとした不協 

佐藤典子：大地 

坂田祥子：鎖－とざす－ 

野々村明子：日日是好日 

ユリア：やさしいうた ～春の風のように～ 

苅谷 夏：波間に時を刻む 

関山三喜夫：リア   

 

スタッフ 

照明／御原祥子 

音響／幾田雅子 

舞台監督／藤井良晃 

宣伝美術／一光社プロ 

アナウンス／中田裕子 

マネジメント／吉見真悟（マネージメント・プロ） 

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. 文化庁委託事業「平成27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に係る「選抜新人舞踊公演オーディション」 

7月1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 

 

 

 

5. 中部支部 Emotional DanceシリーズVol.5 モダンダンス エクステンション 

7月30日（木） 於：名古屋市瑞穂文化小劇場（名古屋市） 

開場：6時 開演：6時30分 全自由席2500円 

 

1.魂の声：福田晴美 

2.Color My Life：福田純子 



3.桜 咲く 堤に立つ ～水面に溢れれる記憶～：寺原 幸 

4.VOICE PRINT ～残された声．．．想い～」：夜久ゆかり 

5.微笑：石川雅実 

6.箱庭の住人：長谷川美樹 

7.ほころび：近藤夕希代 

8.零落の偽善者：石原 弘恵 

 

スタッフ   

照明／福井孝子 

音響／幾田雅子 

舞台監督／山本翔子 

 

 

6. 第42回 2015神奈川県青少年ダンス鑑賞会 

                 8月11日（火）  於：神奈川県立青少年センター 

                 開演：3時30分 

                     モダンダンス 

                                         二見一幸・田保千里：しあわせの歌 

                     ジャズダンス 

                     杉本亜利砂・松本亜耶：レゲエ讃歌 

                                 Shat up & Dance 

                                                            ラインダンス 

 

7. 全国青少年 夏の舞踊祭2015 

第46回ジュニア舞踊公演／第41回明日の新人による舞踊公演 

8月19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 

＊明朝体はジュニア作品、ゴシック体は明日の新人作品 

 

〔1部〕 

1.五味明美モダンバレエスタジオ：お花がいっぱい♪夢いっぱい♪ 

2.横山慶子舞踊学園：今・立ちあがれ 

3.髙橋三枝子スタジオバレリータ：今････出会い 

4.バレエ・ド・ペガ－小林祥子－：月がわらい 風がうたう 聖なる夜に 

5.Dance Workこかチ－こかチちかこ－：水のデッサン 

6.Ｈ／Ｙダンスエテルノ－本間祥公：Cloud crowd 

7.星野聡子モダンバレエスタジオ：あした晴れ 

8.ダンス ポルトレーヴ－鈴木七重－ 

9.窪倉チエ子モダンバレエ研究所：キノコの森 

10.庄司恵美子モダンダンススタジオ：花かごに棲む妖精たち 

11.マヤバレエスタジオ－原島マヤ－：石きもち 

 

〔2部〕 

12.小林容子ダンスカンパンー“ｙ”：アレンジメントフラワー“花たちの戯れ” 

13.伊東みどり・由里ダンスパレット：携帯電話 

14.羽田モダンバレエ研究所－竹江みゆき－：反抗期 

15.稲葉厚子舞踊研究所：それでも･･･わたしたち 

16.吉田久木子モダンバレエ研究所：To the Moon～！ 

17.K－Dance Circle－蔭山けい子－：ｼｰﾝ 1 陽気なペンキ屋さん、ｼｰﾝ 2 バイオレ

ットブルー 

18.髙橋三枝子スタジオバレリータ：一夜の夏 

19.谷乃梨絵モダンバレエスタジオ：バスタイム 

20.加藤みや子ダンススペースACAD.：バレンタイン❤サバイバル!!! 

21.平多武於舞踊研究所つくば－平多結花－：shabon-Dama 



 

〔3部〕 

22.日比野京子モダンダンススタジオ：toi toi toi!! 

23.窪倉チエ子モダンバレエ教室：白いキャンバス 

24.ダンス ポルトレーヴ－鈴木七重－：通過－現在から未来へ－ 

25.富田雅美ダンスユニット：カップラーメン 

26.細川初枝モダンバレエスタジオ：翔べ！悟空 

27.K2Jr.－小林久美子－：明日への誓い 

28.谷乃梨絵モダンバレエスタジオ：ナスカ～地上絵を守る風～ 

29.羽田モダンバレエ研究所－竹江みゆき－：月のうさぎに会いたくて 

30.Steps富士モダンダンスカンパニー－服部由香里－：Impression ～WAVE～ 

フィナーレ 

 

スタッフ 

照明デザイン／飯田豊 

音響／河田康雄 

舞台監督／田中英世 菅野由佳子 株式会社オン・ステージ・コードー 

アナウンス／才川玲子 

宣伝美術／清水香子 

印刷／有限会社クロイワ 

DVD映像制作／中嶋真悟 

写真撮影／山口晴久 

ビデオ撮影／ビデオテクニカ 

制作／事業部 

 

8. 文化庁委託事業「平成27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28日（金）（27日仕込み・下見リハーサル） 

於：メルパルクホールTokyo  

開場：6時 開演：6時45分 全自由席3000円 

 

川又 圭：つむぎ（四国支部・愛媛県） 

沼田眞理子：ESORAGOTO／絵空箏（関西支部・京都府） 

坂元百合子：酒
しゅ

都
と

・醸
じょう

華
か

町
まち

…天上で地上で…（中国支部・広島県） 

西川菜穂子：TOBIRA（中部支部・静岡県） 

可西晴香：声 ― さまざまな自分 ―（北陸支部・富山県） 

山本 裕：深海（関東ブロック・東京都） 

飯島礼子：ニライ.カナイ 〜希望〜（九州支部・沖縄県） 

佐々木絵美：Place（北海道支部・札幌市） 

倉知可英：under the skin  ― 心の内（中部支部・愛知県） 

石原完二：a fragment of time 〈時の破片
かけら

〉（関西支部・京都府） 

川村 泉：８（東北支部・秋田県） 

能美健志：The Figures of Female（関東ブロック・東京都） 

 

スタッフ 

舞台監督／居上貞之 

照明／有限会社HALO 清水裕樹 

音響／山本 直 

アナウンス／井上篤子 

写真撮影／スタッフ・テス株式会社 

映像撮影／株式会社ビデオ 



宣伝美術／株式会社総合印刷むろおか 

制作／舞踊フェスティバル部 

 

9. 文化庁委託事業「平成27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Project3 

2015時代を創る現代舞踊公演 

9月8日（火）・9日（水）・10日（木）（7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8日（火）］ 

富士奈津子：雨夜譚 

糟谷節子：ダイアローグ 

高澤和歌子：砂の上の植物群 

稲葉厚子：絡流 －A UN－ 

池田素子：午後 8 時 －男と女とピアニスト－ 

米沢麻佑子：帰る。 

山本 裕：Bach's Cello Suite No.1 

名作の再演 1991年初演：闇のなかの祝祭 作：野坂公夫・坂本信子 

 

［9月9日（水）］ 

小倉藍歌：愛された小さな犬 

ラコーナ：Point de vue 

すゞきさよこ：Border Line 

ハンダ イズミ：Open Sesame！ 

鈴木いづみ：Feel the moment －刻む人－ 

伊東由里：Addict 

小林 泉：それは、、ひとときの幻影でした 

菊地尚子：境界線上のヘヴン 

 

［9月10日（木）］ 

佐々木紀子：鳥の歌 

高橋誠子：魂のつぶやきpartⅥ～生きてさえすればいいのよ 太宰治『ヴィヨンの妻』

より～ 

鈴木泰介・贄田麗帆：花 

馬場ひかり：孕
はら

む土 

松本直子：秘密 

冴子：実りのあるところ。 そこには確かに道があった。 その、トリ女たちの奇跡̶－ 

宮本 舞：blue sky 

名作の再演 1991年初演：闇のなかの祝祭 作：野坂公夫・坂本信子 

 

スタッフ  

照明デザイン／井上正美、小保内陽子 

照明操作／株式会社エクサート松崎 

音響／山本 直 

舞台監督／柴崎 大 

アナウンス／才川玲子 

宣伝美術／浅井美穂子（オフィスアスク） 

写真／スタッフ・テス株式会社 

ビデオ／株式会社ビデオ 

制作／事業部 



 

10. 東北支部 第52回現代舞踊合同公演 

9月13日（日） 於：秋田市文化会館（秋田市） 

開場：1時 開演：1時30分 全自由席2000円 

 

＜オープニングプログラム＞ 

1.残雪：川村真奈（監修 川村泉） 

2.ドーン（夜明け）：奥村信子 

3.morning：渡部立子 

4.妖精たちの庭で：安達香澄 

5.いつか、ずっと昔：川村真奈（監修 川村泉） 

6.盲目の女･･･桜添う：奥村信子 

7.march：川村真奈（監修 川村泉） 

8.新しい息吹：滝田一美 

9.ザ・フラワー・イズ・ア・キー：奥村信子 

10.花は咲く：川村真奈 

11.みどりつながる 

 

＜Tohoku本公演＞ 

本公演Ⅰ 

1.愛しき今･･･：渡部立子バレエ学園（秋田県） 

2.今様／北斎より 卍・涛・昇龍：佐取純子モダンバレエスタジオ（宮城県） 

3.不思議の森の住人たち：大滝舞踊研究所（山形県） 

4.空白に創る：すみ子モダンバレエ研究所（青森県） 

5.こうもり：八戸ユニークバレエ（青森県） 

6.陽炎の大地：蔦バレエ研究所 

7.「序曲は続く･･･」：吉続舞踊学園（山形県） 

 

本公演Ⅱ 

8.彷徨える民に・光あれ：仙台ノイエタンツ研究所 

9.独楽（ドクラク）への試み：雫石ダンススタジオ（岩手県） 

10.草－浮生は夢の若し－：さくらモダンバレエスクール（宮城県） 

11.だれもしらない：柴内啓子現代舞踊研究所（岩手県） 

12.流転：Dance Company YOKOYAMA（福島県） 

13.遊・KABUKI山に木を 木には花  々 粛々と溢る：奥村信子バレエ団（秋田県） 

14. 8 ：川村泉舞踊団（秋田県） 

 

スタッフ 

舞踊監督／佐藤秀也 

音響／加藤平 

照明／石黒司 

写真撮影／スタッフ・テス 

ビデオ／スタジオ インアウト 

アナウンス／樋口暁子 

制作／一般社団法人現代舞踊協会 東北支部 

 

11. 中部支部 現代舞踊 第32回新人公演 

9月21日（月・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＞ 

1.井口菜摘（Dance Workこかチ）：一歩先へ行ってみたら･･･ 

2.栗木 紬（かやの木芸術舞踊団）：自分探しの道しるべ 

3.鎌田優里（Hide Dance Lab）：□□□□（セル） 

4.鈴木香緒里（石川雅実Dance Company）：アンバランスな私 



5.戸上安理沙（南條冴和舞踊研究所）：Who I am 

6.今井祐子：ささくれが疼く 

 

＜第2部＞ 

7.石川かおり（studio K.K.nagoya）：まる 

8.坂東里奈（宇治原光舞踊研究所）：風まとう 

9.浅野里江（モダンダンスYouCo.）：真夜中のスミレ 

10.外園友里子（Dance Workこかチ）：深く暗いところ 

11.中村泉輝（加藤みや子ダンススペース／星野聡子モダンバレエスタジオ） 

：分離していく細胞 

12.後藤志帆（かやの木芸術舞踊団）：Marionnette 

 

＜第3部＞ 

13.伊藤麻子（石川雅実Dance Company）：歪な欠片 

14.石原稔子（studio K.K.nagoya）：風の旅 

15.小櫻ゆい（studio K.K.nagoya）：バーチャルバリア～導く光は…～ 

16.渡邉 舞（かやの木芸術舞踊団）：炎の舞 

17.福田純子（水野幸代現代舞踊団）：酔芙蓉 

 

スタッフ 

照明／福井孝子 

音響／幾田雅子 

照明音響操作／株式会社若尾綜合舞台 

舞台監督／藤井良晃 

舞台操作／リアルステージ株式会社 

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） 

 

 

12. 文化庁委託事業「平成27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Project2 

選抜新人舞踊公演 

10月21日（水）・22日（木）（20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21日（水）＞ 

1.鴨田果歩：affection 

2.村松千花・野村咲季：栖 

3.猪野沙羅：空白の叫び  

4.西岡 翼：痛みの森  

5.岸野奈央：お月様を食べたくて 

6.柴野由里香：渦 

7.鷹栖歩莉：白澤之流涕 

8.藤井淳子：反骨 

9.髙橋茉那：獄の棘 

10.小俣香織：道 ～ひとり花の谷をゆく～ 

11.内田奈央子：灰燼に帰す 

12.岩本真由子：そして、一片静かに落ちる 



13.大前裕太郎：ここに、傍らに 

14.伊藤有美：三つの変奏 

15.矢澤亜紀：雨女 

 

＜10月22日（木）＞ 

1.田中朝子：candle 

2.名越晴奈：Shade ～闇に咲く～ 

3.田中麻友美：滲む足跡 

4.永瀬仁美：あふれだす。 

5.森川瑶子：卯の花腐し 

6.小林啓子：Mother blanket ～離れえぬ  温もり 

7.齊藤幸恵：アンバランス 

8.鈴木泰介：颸 

9.北野友華：silkworm －紬糸－ 

10.幅田彩加：NIL 

11.佐藤百恵：日々の泡 

12.古田詩織：葡萄の木 

13.岡 由利亜：扉に風 

14.藤井友美：顔 

15.小室眞由子：零度のぬくもり 

 

スタッフ  

照明デザイン／小保内陽子 

照明操作／株式会社エクサート松崎 

音響／河田康雄 

舞台監督／菅野由佳子（株式会社オン・ステージ・コードー） 

ステージコーディネーター／田中英世（株式会社オン・ステージ・コードー） 

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） 

制作／事業部 

 

 

13. 文化庁委託事業「平成27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Project4 

新進舞踊家海外研修員による現代舞踊公演 

11月25日（水）・26日（木） 於：神奈川芸術劇場大スタジオ（横浜市） 

開場：6時30分 開演：7時 （両日） 全自由席3000円 

 

桑島二美子：三人姉妹 

飯塚真穂：城 

田保知里：空は昨日までの雨に拭われ 

幅田彩加：Numb 

 

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 

ビデオ撮影／株式会社ビデオ 

写真撮影／池上直哉 

制作／芸術創造推進部 

 

14. 北海道支部 北海道現代舞踊公演2015  

11月28日（土） 於：札幌市教育文化会館大ホール（札幌市） 

開場：5時30分 開演6時 全自由席3000円 

 

＜第1部＞ 

～森の聲～ジュニアオムニバス作品：石脇美恵子（監修） 

Rainbow：神田ゆず 

吹く風：行貞悦子 

大地のささやき：板谷敏枝 

月あかり ふるふる：上岡邦子 

夜明け～早起き鳥：石脇美恵子 

フィナーレ －森からのメッセージ：神田ゆず 

 

＜第2部＞ 

いとおしき：大杉洋子 

幻日幻月：背戸田勝敏 

Reflection－共鳴反射－：石脇愛弓 

終らない旅：板谷敏江 

《招聘振付作品》BARBAROI：二見一幸 

 

＜第3部＞ 

FlewAway：行貞悦子 

Signal：佐々木絵美 

沈黙の都市：宮脇誠 

《オムニバス作品》霧の谷間 全二章：能藤玲子（台本・演出） 

一章 霧わたり：赤川智保 

二章 霧隠れ：能藤玲子 

 

スタッフ 

舞台監督／斉藤 玲（株式会社御影） 

照明デザイン／笹森明彦 

照明操作／株式会社ほりぞんとあーと 

音響／三好満治（株式会社ほぞんとあーと） 

道具制作（BARBAROI）／株式会社ほりぞんとあーと 

アナウンス／阿部一恵 

舞台写真撮影／瞳踊堂 栗林弘行 

ビデオ撮影／株式会社ビデオ・アイ 

印刷／株式会社アイワード 

制作／北海道支部 

 

15. 全労済ホール／スペース・ゼロ提携公演 全国新人舞踊公演 ダンスプラン2016（通算第122回新人舞踊公演） 

2016年1月31日（日）於：全労済ホール／スペース・ゼロ（渋谷区） 

開場：3時30分 開演：4時 全自由席2800円 

 

Opening <特別オープニング企画> 

1950年初演江口隆哉「プロメテの火」が出来るまで 

ナビゲーター：金井芙三枝  資料作成：蔭山けい子 

 

モダンダンス コンテンポラリーダンスの部 



＜第1部＞ 

テルプシコラJr.（小林容子ダンスカンパニー“ｙ”）：Encounter 

吉川絢子（日比野京子モダンダンススタジオ）：はだしの時季 

 

赤川詩織（赤川智保モダンバレエスタジオ）：いつの日か （北海道支部推薦） 

有路 蘭（谷乃梨絵モダンダンススタジオ）：向こう側の私 

齊藤理絵（石川須妹子・田中いづみダンスアカデミー） 

           ：それでもぼくは飛んでみる －行け ! 醜いアヒルちゃん－ 

桧  彩香（あすなろバレエスタジオ／檜瑛司創作舞踊研究所）：鼓動（四国支部推薦） 

曲沼宏美（大鳳真陽、閻仲珩、坂本秀子に師事） 

：「百年の孤独 －夏目漱石「夢十夜」より－」 

 

＜第2部＞ 

竹前友里・森 淑那（坂本秀子舞踊団）：「恋セヨ乙女」  

中村泉輝（加藤みや子ダンススペース、星野聡子モダンバレエスタジオ） 

：「分離していく細胞」 （中部支部推薦） 

蓬田真美（タンダバハダンスカンパニィ）：「追憶からの一歩」  

菱沼彩奈（創作舞踊館DIG）：「空想 らくがき」 

小林えり（小林容子ダンスカンパニー“Y”）：薄紅の夜明けに 

唐澤利文（石川須妹子・田中いづみダンスアカデミー）：「今」 

司 奈画（司一貴モダンバレエスタジオ）・花輪洋治（モダンディーズ） 

           ：「ローズ ローズ」 

 

＜第3部＞ 

江藤裕里亜（加藤みや子ダンススペース）：「forgotten」 

荒生由莉香（小林容子ダンスカンパニー“Y”）：「瓦解する聖女」 

宮田陽子（市伊孝に師事）：「夢  幻 －娘道成寺より－」 

小俣裕美（坂本秀子舞踊団）：「夜とあそぶ」 

近藤 碧（窪内絹子モダンバレエ研究所）：「私の中の私」 

杉原 萌（TOMS FACTORY）：「Rubeus －赤い石－ 」 

井上依里子（カンパニーDeux）：「symbiosis －共に在る－ 」  

 

スペイン舞踊・フラメンコの部 

＜第4部＞ 

宝：「シギリージャ」 

久次米りえ子（鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）：「アレグリアス」 

小西みと（鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）：「グアヒーラ」  

山形志穂（小島章司に師事）：「カンティーニャ」 

柴崎沙里（鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）：「ソレア」 

平成27年度河上鈴子記念スペイン舞踊新人賞受賞 

関 祐三子鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコスタジオ）：「シギリージャ」 

 

スタッフ 

照明デザイン／小保内陽子 

照明操作／株式会社エクサート松崎 

音響／河田康雄 

舞台監督／田中英世（株式会社オン・スタージ・コードー） 

石黒勝巳（株式会社オン・スタージ・コードー） 

アナウンス／吉垣恵美 

宣伝写真／スタッフ・テス 

宣伝美術／浅井美穂子（オフィスアスク） 

     有限会社クロイワ 

制作／事業部 

 



16. 東京都および公益財団法人東京都歴史文化財団助成  

2016都民芸術フェスティバル参加現代舞踊公演 

2016年3月17日（木）・18日（金）（16日仕込み・リハーサル）  

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 

 

柳下規夫：冷たい満月 ニジンスキーの影に翔る 

山本裕：The color of flowers 

能美健志：春の祭典 

 

スタッフ 

照明／杉浦弘行 有限会社スタッフ アンド スタッフ 

舞台監督／田中英世 株式会社オン・ステージ・コードー 

音響／山本直 

アナウンス／井上篤子 

ビデオ撮影／株式会社ビデオ 

写真撮影／大洞博靖 

宣伝美術／陶山ゆつき 

制作／舞踊フェスティバル部 

 

17. 中部支部 第45回ジュニア公演  

2016年3月31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30分 開演：6時 全自由席1500円 

 

＜第1部＞ 

Hide Dance Lab「 心に希望の灯がともる」 

グループたんぽぽオオタ「ありがとう」 

清洲ＭＤＡ(モダンダンスアカデミー)「lost past」 

南條冴和舞踊研究所「雨があがったら･･･」 

水野幸代現代舞踊団「夜空の星をながめながら」 

ミユキ･ダンス･アフィ「この想い届けたい」 

 

＜第2部＞ 

ミユキ･ダンス･アフィ「また会えたネ!!」 

清洲ＭＤＡ(モダンダンスアカデミー)「舞 ～ｍａｉ～ 」 

Hide Dance Lab「夕べ奇妙な夢をみた」 

水野幸代現代舞踊団「わたげのとぶころ」 

グループたんぽぽオオタ「階段にて」 

南條冴和舞踊研究所「夢を飛ばそう！」 

 

スタッフ 

照明／横幕こずえ（フリー） 

音響／杉藤芳明（スギ・サウンドワーク） 

舞台監督／福田由佳（フリー） 

舞台操作／佐脇真治（SAW・S） 

アナウンス／大脇まどか（劇座） 

制作／中部支部（岡田圭介、倉知外子、夜久ゆかり） 

 

【研修会、講習会】 

1. 研究企画部 ダンスと創造教育の未来2015 

4月29日（水・祝） 於：芙二三枝子舞踊研究所（豊島区） 

時間：1時～4時  

参加費：一般3000円、学生2500円、協会員2500円、学生協会員2000円 

ワークショップ講師：馬場ひかり 加藤みや子  



講師：宮本乙女 うらわまこと 

 

2. 平成27年度 九州支部 合同研修会 

4月29日（水・祝） 於：マスダモダンバレエアートスタジオ（宮崎市） 

受講料：3000円 

講師：二宮真由美 

 

3. 中部支部 ワークショップ 鞍掛綾子氏によるGAGA運動法指導 

7月5日（日） 於：関山三喜夫舞踊団スタジオ（名古屋市） 

時間：1時～4時 

受講料：協会員2000円、非協会員3000円 

講師：鞍掛綾子 

 

4. 研究部 夏期舞踊大学講座2015「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7  海外編 

                        8月29日（土）～30日（日） 於：国立女性教育会館（埼玉県嵐山町） 

                 参加費：一般18200円、協会員15200円、学生10200円、学生協会員8200円 

講師：佐藤道代 

ゲストダンサー：酒井はな 

鼎談：佐藤道代 酒井はな 中村しんじ 

 

5. 北陸支部 平山素子先生ワークショップ 

9月26日（土）・27日（日） 於：新潟市民芸術文化会館 Bスタジオ（新潟市） 

                 講師：平山素子 

26日（土）Aクラス 中学生 1時～ 3時、Bクラス 高校生～一般 4時～6時 

27日（日）Aクラス 中学生 10時～12時、Bクラス 高校生～一般 1時～3時 

受講料：1日のみ 協会員3000円、協会員生徒4000円、一般5000円 

2日間講 協会員5000円、協会員生徒6000円、一般7000円 

 

6. 中国支部 中国支部講習会 

2016年1月17日（日） 於：上野学園ホール（広島市） 

時間：1時～4時 

受講料：協会員 無料、協会員の主宰するスタジオの教師・研究生2000円 

                講師：松永雅彦 

 

 

7. 研究企画部 一日舞踊大学講座2016 ダンスと教育 

    2016年2月13日（土） 於：日本大学芸術学部江古田校舎 

                  参加費：一般4000円、協会員3500円、学生3000円、学生協会員2500円 

      講師：小野寺修二、立木燁子、范旅、加藤みや子 

 

 

 

【現代舞踊家の顕彰】 

 江口隆哉賞                第33回江口隆哉賞は平成27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。 

 

                     授 賞 者：金森 穣 

授賞理由：2004年に新潟市民芸術文化会館の専属カンパニー”Noism”を結成し

て以来、今日的な視点と独自のスタイルによる作品を制作。公共の拠点での地

道な活動を継続し、国内の舞踊界を牽引してきた。2015年は、アジアの身体を

探る『ASU－不可視への献身』、テクノロジーの発達した今日の人間を映し出す

『箱入り娘』、さらには男女の愛と別離を通じて人間の孤独を描く『愛と精霊の

家』を発表。多彩な表現を通じて、著しい成果を収めた。 

 



 河上鈴子記念スペイン舞踊賞       第 17 回河上鈴子記念スペイン舞踊賞は平成 27 年 1 月 1 日から平成 28                     

年12月31日までの2年間に優秀な作品を発表したスペイン舞踊家個人或いは

団体に贈る。 

 

授 賞 者：石井智子 

授賞理由：スペインの伝説的な女性ダンサーを題材にした舞踊劇「ラ・ペテネ

ーラ」でヒロインを演じ、愛の歓びと哀しみに引き裂かれた人生を確かな技術

と豊かな表現力で描いて、感動的な舞台を作り上げた。また2013年、14年と

2 度にわたって詩人ロルカをテーマに行った公演も、哲学的な深みのある作品

で見応えがあり、それら精力的な創作活動は高い評価に値する。自身の研鑽の

みならず、カンパニーの育成にも努めており、今後もフラメンコ舞踊界の発展

に寄与することが期待できる。 

 

 

 

【その他】 

1. 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項第7号）  

2. 舞踊に関する国際的交流（定款第5条第1項第4号）  

 3. 芸術関係団体との連絡提携（定款第5条第1項第5号）  

   （イ）芸術家会議との連絡提携及び関係省庁への働きかけ      

4. 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項第6号）  

   （イ）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 

5. 舞踊コンクール等への協力 

   （イ）東京新聞主催第32回「アンコール公演」（平成27年6月14日）への後援 

   （ロ）東京新聞主催第42回「現代舞踊展」（平成27年7月9日・10日）への後援 

  (ハ) ダンスサミット2015への協賛 

（ニ）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。 

（ホ）神戸新聞社主催 こうべ全国舞踊コンクールを後援し協力した。 

6. その他 

 （イ）支部事業への役員等の派遣4件 

（ロ）協会後援名義申請者42件（承認分） 

（ハ）協会員の受賞 

    宮城県教育文化功労賞：横田百合子 

名古屋市民芸術祭特別賞（スピリット賞）：倉知可英 

東京新聞制定 中川鋭之助賞：米沢麻佑子 

旭日双光章：横山慶子 

平成27年度地域文化功労者表彰：棚橋鮎子（秋田県能代市） 

 

 

 

【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：2,294、準会員：14 合計：2,308）※賛助会員：14 

新入会：81、退会：115（内除名32） 


