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2016年11月20日（日曜日）　開場 午後１時半　開演 午後２時

八戸市公会堂　入場無料

一般社団法人 現代舞踊協会・東奥日報社・デーリー東北新聞社・八戸市文化協会

（株）アート＆コミュニティ共　催

後　援

主　催 ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所　　ダンスバレエリセ豊島 父母の会

創設60周年記念公演
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ガランスの海に、

　　　　サリュの満
み

ち干
ひ

を

(1)

あっという間の、めくるめく 60 年。

またたきの間の、まるで瞬
しゅんまく

膜の 60 年。

瞬膜って、あの、リセを一望する長者山の黒森をねぐらと

するハシブトガラスの特性たる白いスクリーン。そう、日

よけのブラインドさながら上から視界を遮断するヒトの眼

瞼膜とは違って、下まぶたから持ち上がって視界を開閉す

る魔法のブラインド。その白くまばゆいスクリーンには、

一瞬のことごとくが 60 年分、どの一瞬も欠かすことなく、

層を成して映し込まれていたなんて。

豊島 重之　TOSHIMA Shigeyuki

三陸岩礁の北端かつ下北半島の南端に位置するこの地に、

姉豊島和子がバレエスタジオを開設して今年で 60 周年。

あの無残なほど壮絶な海
かいしょう

嘯にも似た三陸屈指の舞踊家が

逝って 6 年目の晩秋、舞台上のみならず日
にちじょう

乗にあっても「ひ

とりであること」を生きたソリストとの伴走の日々が偲ば

れてならない。

(2)

1966 年の 10 周年公演に私は姉に呼ばれて仙台から駆け

つけた。姉の振付出演による舞踊劇『赤いろうそくと人

魚』( 舞台美術は兄の画家豊島弘尚 ) の中核スタッフとして。

折しも石井久美子先生指導のクラシック組曲『くるみ割り

人形』( 偶然ながら今年も同作のヴァリエーション ) がプ

ログラムの一幕を飾り、すでにリセエンヌのなかには現在

活躍中の大久保一恵先生や服部明子先生らの可憐な笑顔が

ひしめき合っていた。翌年からは姉の舞台の共作者に抜擢

され、さらに 68 年舞踊劇『じんばい』、69 年『やまたい』、

70 年『テオレマの彼方』では台本演出ばかりか振付美術

出演まで手がけるに至った。

1957年、第一回発表会で豊島和子作品『青猫』を観たことが原記憶をなす。
1967年、実弟豊島重之が豊島和子作品の共作者・共同指導者に抜擢される。
1968〜69年、『じんばい』『やまたい』にて演出家・舞台美術家デビュー。
1971年、東北大学医学部卒、勤務医として八戸市内各院で診療活動。
1983年、初の東北演劇祭を実現、作演出『アテルイ』パリ公演を企画実現。
1984年、豊島重之が青森県芸術文化奨励賞受賞。東京など各地で凱旋公演。
1985年、精神衛生鑑定医。88年〜現在、精神保健指定医・臨床精神科医。
1996年、アデレード世界演劇祭『Facade Firm』招待公演。40周年を機に
「リセ」改称・新築リニューアル。豊島重之がTOKYOジャーナル演劇賞受賞。
2001年、八戸市美術館にて「第一回ICANOF企画展」をキュレーション。
2006年、世田谷パブリックシアター主催公演『OC』と50周年公演『Pantanal』
を演出。同年、リセアン千葉馨ソロ『室内劇』（豊島重之指導・服部明子振付）が
埼玉全国舞踊コンクール（モダン2部）「第一位グランプリ」受賞。
2007年、青森県立美術館主催『BB』と沖縄県立美術館開館公演『Decoy』を演出。
2009年、青森県立美術館『小島一郎展』に映像作品『小島一郎の北海道』常設展示。
2010年、八戸市美術館にて企画展『飢餓之國飢餓村字飢餓の木』をキュレーション。
2011年 1月、杉並区立芸術会館「座・高円寺」にて『nori-shiro』公演を演出。 
同年 3月、大震災、豊島和子逝去。5月、豊島重之が現代舞踊協会会員に推挙され、
正式にダンスバレエリセの後継・主宰に就任。8月、ドメイン取得  dblycee.jp 。
同年10月、八戸市公会堂にて豊島和子追悼公演『ギンリョウのたびだち』を作演出。
2013年、著書『種差の世紀』を北島敬三写真集『種差四十四連図』との合本で出版。
2015年、青森県立美術館『豊島弘尚追悼展』連動公演『Svalbard Vault』を作演出。
2016年、八戸市美術館にて企画展『種差デコンタ2016』をキュレーション。
オープニング公演『カリヲのキバ』を演出、河村恵里・田島千征出演。

■　これまで豊島重之作品が上演された主な美術館・公共劇場：
モリエール劇場（パリ）・ワルシャワ現代美術館・ベタニエン芸術家会館（ベルリン）・
ジュニアクラブ劇場（プラハ）・国立アタチュルク文化センター（イスタンブール）・
スペース劇場（豪州アデレード）・オルレアン市立音楽堂・東京ドイツ文化センター・
埼玉県立近代美術館・沖縄県立美術館・青森県立美術館・シアタートラム（三軒茶屋）・
杉並区立芸術会館「座 高円寺」・国際交流基金フォーラム（赤坂）・東京国際フォーラム

（有楽町）・早稲田大学戸山（同 演劇博物館主催）・シアターX（両国）ほか（順不同）

豊島和子演出・出演による 10 周年舞踊劇『赤いろうそくと人魚』　画家豊島弘尚によるセノグラフィ・デッサン／ 1966 年、八戸市民会館

At the Beginning

ダンスバレエ リセ豊島舞踊研究所　主宰
豊島和子・及川廣信・大野一雄に師事
一般社団法人 現代舞踊協会 会員
八戸市文化協会 会員
美術展キュレーター
モレキュラーシアター芸術監督
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想い起こしてほしい、2011 年 10 月の豊島和子追悼公演《ギ

ンリョウのたびだち》を。

ヒナギクの丘の野辺の送り／人類の叡智の結晶 (AI) がそ

の当の人類を葬送する「デイジーの唄」に託された大久保

一恵作品『人称と所在』。光合成不能の銀の龍／ギンリョ

ウソウの群落に汲
く

み尽くしがたい哀しみを託した田島千征

作品『Left Long Left ／置き去りに、かくも長き』。黄色い

蟻
ぎ ば い か

媒花クサノオウの可憐な舞姫たちが船出する服部明子作

品『種子の方舟』。その瘡
クサ

の黄
オウ

／草の王こそ豊島和子その

ひとではなかったろうか。

これら 3 輪のロンドに加えて、及川廣信師によるダンス

『白
しらぬか

糠——豊島和子に』と根本忍氏による『セルパンとラ

イヴ・エレクトロニクスのための［シララオイカ］2011』

という特別追悼作品も忘れがたい。

(3)

私たちはいま 60 周年記念公演《ガランス・ギャラクシー》

に鋭意取り組んでいる。2012 年の田島千征作品『トキモ

ナク ( ／コエモナク )』がそのプライマー ( 雷管 ) となっ

た。このタイトルはどこから飛来したのか。およそ皇室の

歌会始めになんら関心がないとしても、ひとり美智子皇后

の作歌における、失声症 (aphonia) と引き換えに得られた

鏤
る こ く

刻だけは見過ごすまい。わけても震災の翌年に詠まれた

一首「帰り来るを立ちて待てるに季
とき

のなく　岸とふ文字を

歳
さ い じ き

時記に見ず」。

3.11 以後の数知れぬ行方不明者が漂着するはずの岸壁に

待つ、朽ちて腐
くた

れてなお佇
た

ち尽くす棒
ぼうくい

杭に等しい姿は、戦

後の外地からの引揚者やシベリア抑留の帰還者を待つ寡
か も く

黙

な乱
らんぐい

杭状の佇ち姿と重なって、そこにいっさいの時制はな

豊島和子ソロ『お背戸に木の実が落ちる夜は』2007年、八戸市公会堂

出演：高沢利栄 (左) ・秋山容子 (右)        ／同上『マウスト (mouthed) 』2009年、御茶ノ水 CANVAS

出演：田島千征　　　豊島重之演出・美術『マウスト (mouthed) 』2009年、御茶ノ水 CANVAS

杉本敦子書／美智子皇后『帰り来るを 〜 』2012年歌会始め

For the 60 th Anniversary Performance
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く、待たれるひとの声も絶たれ、待つひとの貌
かお

に色も失せ

たまま。幼い記憶がおぼつかなく甦る。お目当てのラジオ

ドラマにかじりついていたせいで、図らずも舞鶴港への引

揚者情報を聴取した記憶が。生還者の名前を延々と読み上

げるアナウンサーの舌になじまない妙な声調がいまも耳に

残っている。

青森県立美術館から、若き日の豊島和子が初舞台を踏んだ

( ノイエタンツ系日本現代舞踊の記念碑的な ) 江口隆哉作

品『プロメテの火』に連動した公演を、というオファーが

あった。即座に千征先生と相談して『トキモナク』を入射

角とした新作『カフカス (KAVKAZ)』の台本演出構成に挑

んだ。人類に火をもたらしたかどでカフカス山頂の岩に呪

縛され、大鷲に日ごと夜ごと啄
ついば

まれる拷
ごうばつ

罰を耐えぬくプロ

メテウス。それこそ 1950 年代のマイヅル ( 舞鶴 ) の羽音

とともに 2011 年に離岸せる「アーム・アン・デトレス／

寄る辺なき遊魂」の受難にほかならない。

(4)

それを端的に《獲物の作法 Manner for Prey》と言い換え

てはどうだろうか。リセ 60 年のそう短くはないクロニク

ルのなかで、リセアンの千葉馨くんが踊った『室内劇』( 指

導豊島重之・振付服部明子 ) の 2006 年埼玉全国舞踊コン

クール ( モダン 2 部 )「第一位グランプリ受賞」がひとき

わ輝きを放つ。ちょうどリセ 50 周年記念《光と影のパン

タナール》公演の年、巧まざるタイムリーの極致というべ

きか。その馨くんに踊ってほしい新作が『獲物の作法』で

あった。それは一恵先生の振付により 2010 年 12 月公会

堂のステージで実現した。奇しくも豊島和子の ( 図らずも

遺作となった )『星
せいしゅく

宿のジュクルパ ( うた )』が目撃された

その同じステージで。

《獲物の作法》とは何ゆえか。大自然の摂理に反しない、

そのうえ、狩人には狩人の作法があるように、獲物には獲

物の作法があるはず。

そのことは、客と店主に扮した狩人と獲物の「哄
こうしょう

笑に満ち

たドンデン返し」を描いた童話『注文の多い料理店』を引

くまでもなく自明だろう。どんな聖化呪法の秘儀を弄
ろう

して

も狩人は、獲物への恐れと獲物からの怖れをついに免れる

ことができない。しかも、獲物が捕獲されるための作法を

獲物から訊き糾
ただ

すことも叶わない。ここには絶対的な非対

称がある。絶えざる受難を引き受けた獲物のアフォニアが

ある。亡きソリストを潜働した秘儀、それこそ《獲物の作

法》だったのではないか。

（2006年全国グランプリ受賞の）千葉馨ソロ『獲物の作法』2010年、八戸市公会堂豊島和子追悼作品『種子の方舟』2011年、八戸市公会堂

第59回発表会『ballad, 終わりのない 』2015年、八戸市公会堂

Un Salut à la Marée Garance



8 9

(5)

2015 年 3 月『スヴァールバル (Svalbard Vault) 〜種子の

方舟』公演は、青森県立美術館での兄豊島弘尚追悼展のファ

イナルを飾った。姉のあとを追うようにして慌ただしく離

岸していった「極光の画家」を、私は「未
みしょう

生の画家」と呼

ぶ。フランス語の別辞サリュ (salut) には再会の時制が孕
はら

まれていたから。画家の墨彩による遺作『UGETSU』に基

づくソリスト中野真李によるダンス『雨月』。互いに異な

る時代を息づく、見ず知らずの二人なればこそ、そのタブ

ローとステージが「未生のサリュ」を交わし合ったとした

ら。ギンリョウ忌とツバキザキ忌が誰にも知られることな

く目配
くば

せを交わし合ったのだとしたら。

(6)

もうひとつ私には、画家が遺
のこ

した油彩『ガランス (garance)』

を、未生のこどもたちに伝える使命があった。鮫浦の浜を

深紅に染め上げる夕まぐれに、ガランス ( 茜色 ) の小惑星

が不時着 (emergency landing) している。ゆくりなき終末

論的アレゴリー ( 寓意 )。ここにまたもや、2016 年歌会始

めの美智子皇后の一首「夕茜 ( ゆふあかね ) に入りゆく一

機若き日の　吾
あ

がごとく行く旅人やある」を添えないわけ

にはいかない。

玉砕で知られる南方の激戦地ペリリュー島訪問にこだわっ

た夫妻なればこそ、為すところなく炎上する一機に胸を掻

きむしる辛苦を搭載しようものを、ここはむしろ、頬を紅

潮させた一艘の艀
はしけ

の海図なき水路、この列島に渡来すべく

3 万年も前から繰り返しヒメガマの葦
あしぶね

舟に賭けた古代の冒

険者とみなしたい。亡き舞踊家がギンリョウの旅人だった

ように、60 周年のステージに小さな一歩を刻むリセエン

ヌたちも〈ガランスの海〉に乗り出す。

寄る辺なき出航、されど一斉に頬を染めて。

それが亡き画家の熱望にして、亡き舞踊家の切なる黙
も く し

示で

はなかったろうか。

「季のなく／夕茜に入りゆく」の二首、これを日頃から敬

愛する書家の杉本敦子さんに筆書していただいた。リセエ

ンヌたちにはこれ以上ない素敵なプレゼントに違いない。

いまだ生まれたことのない、いや、すでに生まれてはいる

のだが、生きた覚えがこれっぽっちもない、これから生ま

れるとも言えそうな〈未生との遭遇〉。こうして死者たち

の叶わぬ非望は、未生のこどもたちに響いていく、無音の

響きをもって唱い継がれていく、結実の確かな予兆をはら

んで。

杉本 敦子
書道家　八戸市生まれ

毎日書道展会員

書道芸術院審査会員

黒潮書道会事務局長

1967 年　名久井裕三先生に師事

2000 年　「書の前衛 4 人展」を開催

2007 年　「現代書を考える三人会」を開催

2012 年　「デーリー文芸作品　遊書・杉本敦子 

                 色紙展」を毎年開催。

「現代舞踊協会修了認定証」に書き込まれたリ

セエンヌたちの名前は、かつては豊島弘尚が、

そして 2010 年からは杉本敦子氏の手によるも

のです。右の書は、リセ 60 周年にあたって豊

島重之の求めに応じてくださり、書き下ろして

いただきました。

出演：大久保一恵　　　　豊島重之作演出『Decoy／囮』2006年、沖縄県立美術館

豊島重之＋ICANOFイスムス(地峡)展『イスミアン・ラプソディ』2007年、八戸市美術館／
　　　　出演：斉藤尚子（左）・田島千征（中）・秋山容子（右）

杉本敦子書／美智子皇后『夕茜に入りゆく 〜』2016年歌会始め

Artistic Director Toshima’ s Message
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Certified
認定証を授与されました。

久慈姫生
６年修了

今年私が踊るソロは、
大人っぽい曲なので
感情を込めて一生懸
命踊りたいです。群舞
は、みんなで息を合わ
せて指の先からつま先
までしっかりそろえら
れる様にしたいです。

米田倫渚
５年修了

バレエと出逢って七年
目となりました。今日
私は、五年修了認定を
受けます。感謝の想い
を込めて、迷わず丁寧
に踊りきりたいと思い
ます。

五十嵐心乙
５年修了

私は、花の表現とみり
ょくのあるおどりをす
ることが目標です。そ
のおどりでお客さんを
楽しませることができ
るようになりたいで
す。

川村結凪
４年修了

私は『儀右衛門にて
候』という作品をおど
ります。儀右衛門とは、
お茶を運ぶからくり人
形のことです。どうす
ればからくり人形に見
えるのかいろいろ研究
しました。体を使って
表現するのは、すごい
ことだと思います。

田中陽菜
４年修了

クラシックや、群舞や、
ソロ、すべてのおどり
で全力を出して、気持
ちをこめて一生懸命が
んばって、おどりたい
です。

古川茉那佳
４年修了

私は、今年初めてのソ
ロです。ソロは、やった
ことがないし、とても
きんちょうします。60
回目の発表会で、ソロ
をおどることが出来る
のは、とってもうれしい
です。発表会にむけ
て、練習がんばりま
す。また、高等部として
の最後でもあるので、
ぐんぶもがんばりま
す。

越後結愛
３年修了

おけしょうをして、いし
ょうをつけておどれる
はっぴょうかいがたの
しみです。でも、おきゃ
くさまのかおがみえる
とこわくなってドキドキ
します。

津島悠花
３年修了

ことしは、はじめてのソ
ロなので足をあげても
グラグラしないように
がんばりたいです。れ
んしゅうのせいかをほ
んばんではっきできる
ようにしたいです。

五十嵐真乙
３年修了

わたしは、はじめての
ソロなので、いっぱい
れん習してせいこうさ
せたいです。

荒沢玲華
３年修了

わたしは、今年はじめ
てのソロなので、きん
ちょうしていますが、
見にきていただいたお
きゃくさまに、よろこん
でもらえるように、せい
いっぱいがんばりま
す。

皆川心来
３年修了

わたしは、ことし、ソロ
をやるのでれんしゅう
をがんばりました。ソ
ロは一人できんちょう
するけれど、じしんを
もってがんばります。
みんながたのしいきも
ちになるようにおどり
ます。おきゃくさんにも
ほめてもらえるように
がんばります。

一般社団法人現代舞踊協会より

佐々木美怜
12 年修了

私の物語はすべてまっ
くら森のうたから始ま
った。空から星の子が
来たムーンライトジャン
グルでマイマイが空を
見上げた時冬の風鈴
が聞こえた。風のメー
ヴェに乗って古絵馬と
出会い野鹿のアニマが
現れた。
Angelus Novo（新し
い天使）が舞い降りて
きてマホガニー・デイ
ブレイク。

河村恵里
11 年修了

これからの私・・・
～一意専心～

山田菜月
10 年修了

踊ることが好きだとい
う気持ちは、今でも変
わらない。舞台に立て
ることに感謝し、自分
の作品のひとつ一つの
振りの意味を考え表現
したいと思う。

浪岡里帆
10 年修了

10年経っても変わらな
い舞台袖で待つ時の
緊張感。一歩ふみ出す
と音に合わせて身体
が動く。静と動をつか
って今できる精一杯の
踊りを私は踊る。

沼端ももこ
10 年修了

リセに来て３回目の発
表会。3年前の私より、
成長した私が今ここに
います。あきらめない心
と希望を、強い気持ちと
勇気を忘れないように
したいと思います。来年
から高校生になるので、
学校とバレエの両立も
がんばりたいです。大好
きな仲間と先生方、母
にいつも感謝を忘れず
にこれからも練習には
げみます！

橋本和佳奈
９年修了

ここにいられる時間は限
られている。いつかは、誰
もが卒業をしなくてはい
けない。私には、もう少し
時間があるが、舞台上に
いられる時間も、その衣
装を着て踊るのも、この
仲間と踊るのも、この作
品を踊るのも一度きり
だ。だから、自分が後悔
しないように、ひとつ一つ
リズムに合わせて踊りき
る。そして、踊ることに自
信を持ち、楽しもう！！

早川葵
９年修了

そこは、サーカスの劇
場。そこは、真夜中の
おもちゃ箱。そこは、虫
たちのいるはらっぱ。
そこは、砂漠の中に突
如現れた幻の湖。それ
は舞台。自分だけの世
界。
今年も、舞台を自分色
に染めあげて、
がんばります！！

荒沢藍璃
８年修了

今年でバレエは60回
目、そして私は研究部
になって初の発表会
です。私は「私らしく、
私しかできない踊り」
をモットーに練習には
げんでいます。なので、
発表会でもこのモット
ーを大切にして踊りた
いです。

杉澤沙耶
７年修了

教えてもらったフリを
ただおどるのではな
く、自分らしいおどり
方に変えておどりたい
です。そして、去年より
も、よい発表会にした
いです。

今野彩来
７年修了

今までの自分を越えら
れるように、表情豊か
に心を込めておもいっ
きり踊りたいです。小
学校生活最後の発表
会なので、高等部のチ
ームで 一 番 年上とし
て、みんなのことを引
っ張れるような踊りを
したいと思います。

紫葉楓來
７年修了

今年、４回目のソロを
踊ります。たくさんの人
に拍手をもらえるよう
に、がんばります。

木村莉緒
７年修了

バシリスクでは、水面
を走っているように見
せるために足の向きや
手先、表情に気をつけ
ておどりたいです。そし
て、役になりきってお
どれるようイメージを
ふくらませていきたい
です。

Gloriously

城下診療所●TEL.0178-44-3737　
南部診療所●TEL.0178-60-1111
E-mail　info@natsubori-dc.com
URL　http://www.natsubori-dc.com

歯科・歯科口腔外科・矯正歯科
医療法人

八戸ペリオ・インプラントセンター

院長　　夏 堀 礼 二

第60回記念発表会
おめでとうございます

医療法人 浅水眼科
馬場町眼科クリニック

八戸市馬場町２番地
　　　　　　　 0178-22-3462

営業時間  月～木 　18：00～25：00
        金土祝前日 18：00～24：00

定休日    日曜・祝日
住所　　 青森県八戸市長横町4-8 昭和通り
電話番号  0178-44-9115

営業時間　月～木　　　20:00～26:00
　　　　　金土祝前日　20:00～27:00
定休日　　日曜・祝日
住所　　　青森県八戸市長横町 18　れんさ街

0120-20-4878

〒039-1164
青森県八戸市下長一丁目6-25
FAX　0178-28-8450
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Silhouette of Lyceennes

佐藤あかり

60周年という特別な
年だから、群舞も、コ
ンクールもクラシック
もがんばりたいです。

佐々木さくら

わたしは、先生方に注
意されたことや、つま
先をのばすことに気を
つけて、曲のリズムに
合わせて、テンポがず
れないようにしておど
ります。クラシックは初
めておどるので、楽し
みです。

井上羚桜

バレエを始めて早七年
目。小さいころは楽し
く、学年が上がった今
では、かっこよさを重
視しておどっています。
今年はかっこよいおど
りなので、かれいにおど
りたいと思います。どう
ぞお楽しみください。

橋本芽依

せすじをのばして、手
さきをそろえてつま先
をのばして、しんけん
におどるぞ！60周年の
発表会がんばります！

水谷彩也香

私は、今年トリオをお
どるのでみんなといき
をあわせて失敗しない
ようにがんばりたいで
す。今年は２度目のク
ラシックなのでどの場
面にでれるか楽しみで
す。

高橋希

私は、体を使って表現
したり、表現を自分な
りに考えたりすること
が好きです。発表会の
時の緊張感・達成感も
好きです。踊ることは
私にとって生活の一部
です。これからも練習
を重ねて、表現力をつ
けてゆきたいです。

ソブリオ・アルティヤ

私は、バレエスクール・
リセに入ってよかった
です。その理由は、み
んなでおどるととても
気分がワクワクしてい
ていい気もちになりま
す。だから十一月の発
表会でもみんなでおど
るの楽しみにしていま
す。いいおどりをみん
なに見せたいです。

中居千奈

バレエを始めて４回目
の発表会です。今年
は、60周年の発表会
で、いつもよりも気を引
きしめて、がんばって
おどりたいです。

小亀美和

60周年の発表会で、
元気いっぱいえがおで
おどり、みんなをえが
おにしたいです。おう
えんよろしくおねがい
します。

水谷陽菜

わたしは、バレエでデ
ュエットをおどるので、
がんばりたいです。初
めてのクラシックなの
で楽しみです。60周年
の発表会でせいいっ
ぱい力をだせるように
がんばりたいです。

Silhouette of Lyceennes

松浦多輝

私が今年一番がんばり
たいのは、トリオの「み
ずちのふちのシエスタ」
です。みずちは「かっ
ぱ」、シエスタは「お昼
ね」というのです。だか
ら分かりやすく言うと
「かっぱのふちのお昼
ね」です。きょくはサンバ
のような音楽です。もく
ひょうは、ふりをまちが
えずに踊ることです。

佃美沙

わたしが、発表会でと
くにがんばりたい曲
は、トリオの「河童の
ふちのシエスタ」です。
とくにがんばりたい所
は三人で円になってお
しあいながら回ったり
足をあげたりするフリ
の所です。

中野珠希

お友達とおどるのがと
ても楽しみです。たくさ
ん練習して本番でたの
しくおどりたいです。ま
だ上手ではないけれ
ど、がんばりたいです。
クラシックもがんばり
たいです。はじめてで
すが、しっかり練習し
てうまくなりたいで
す。

名和夏葉

お友達と一緒に練習
するのが楽しいです。
お姉さんたちや先生の
ように上手にできるよ
うにがんばりたいで
す。バレエだいすきで
す。

岩崎晴稟

バレエのはっぴょうか
いがんばります。おね
えちゃんたちみたいに
もっとうまくなりたいで
す。

木村真緒

わたしは、バーレッス
ンがだいすきです。マ
マにリセアンのおどり
をぜんぶみせたいで
す。くるっとまわってい
っかいてんもぜんぶマ
マにみせたいです。

小野一凪

はじめてのリセアンが
たのしみです。きょねん
はないてしまったので、
ことしはさいごまでな
かずに、いっしょうけん
めいおどります。ふりを
わすれないように、しっ
かりれんしゅうするの
で、みなさんにみてほし
いです。

藤原愛

バレエだいすきです！
きれいにおどりたいで
す。はじめての発表会
ドキドキするけどいっ
ぱい練習したのでみん
なみてください！

小平陽凛

ほいくえんのときレオター
ドがかわいかったからバ
レエをはじめました。はじ
めてみたらおどるのがたの
しいとおもいました。はじめ
てのはっぴょうかいはドキ
ドキしたけどステージにで
たらたのしかったです。こ
としは１ねんせいになった
のでもっとじょうずにおど
れるようになりたいです。

工藤みなみ

わたしはきょ年のはっ
ぴょう会がはじめてで
した。さいしょは上手
にできないとおもいま
したが、上手におどれ
ました。今年は、もっと
もっとじょうずにおど
りたいと思います。バ
レエ大すき♡

中村美優

はじめてのはっぴょう
かいがんばります。

山辺三栗

２回目の発表会を迎
えました。自分のでき
る全てをだしきって、
早く先輩たちのように
踊れるようになりたい
です。

神蒼空

わたしは、バレエをは
じめて、２年になりま
す。はっぴょう会にで
るのは、２回目です。デ
ュエットをおどります。
バレエが大好きだから
ぜん力をだしきって、
がんばっておどりま
す。

佐藤樹里

四月からバレエをはじ
めました。はじめての
はっぴょう会できんち
ょうするけどがんばり
ます。リセアンがむず
かしいけどがんばりた
いです。

田家心晴

わたしは、バレエがだ
いすきです。今年のは
っぴょうかいもせいこ
うするように、がんば
りたいです。

名久井みなみ

おどるのすき。
おともだちすき。
せんせいすき。
がんばります。

ミキュイン・アネラ

お化粧と八戸のバレエ
が好きです。発表会は
一生懸命がんばりま
す。Ms.Chiyuki大好
きです。

ミキュイン・メリア

かわいいお洋服を着て
バレエをするのが大好
きです。パンダみたい
に大きくジャンプした
いです。ちょうちょみた
いにきれいに踊りたい
です。

リセアン・リセエンヌ　2015
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　ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所が、このたび創立 60

周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。

　貴研究所は 1956 年の創設以来、一貫して本県洋舞界を

リードし、本県バレエ芸術の向上・発展に大きく貢献して

こられました。多年にわたりバレエの普及・教育に情熱を

もって取り組んでこられた豊島重之先生をはじめ、指導者、

関係者の皆様の御尽力に深く敬意を表します。

　本日の記念すべき発表会に御出演される皆様におかれま

しては、日頃の練習の成果を十分に発揮され、力強くかつ

繊細な演技を披露されますことを心から期待しています。

　芸術文化は、人々に深い感動を与え、心を豊かにし、私

たちの生活に潤いと安らぎを与えてくれます。県では、芸

術文化に親しむ環境づくりと人づくりを推進するため、県

民が芸術文化に触れる機会を充実させるとともに、子ども

たちや若手芸術家など、本県から新たな芸術文化を生み出

す「人財（人の財
たから

）」の育成にも積極的に取り組んでいます。

　本日、発表会に出場される皆様一人ひとりが、本県の芸

術文化を支える「人財」です。明日の芸術を担う皆様がバ

レエを通じていろいろなことを学び、大きく成長される姿

を頼もしく思うとともに、その御活躍に心からのエールを

贈ります。

　結びに、この度の 60 周年の記念の年が、貴研究所にと

りまして輝かしい飛躍の年となりますよう、そして、御参

会の皆様の一層の御健勝と御活躍を祈念し、お祝いの言葉

といたします。

　このたび、ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所が創設 60

周年を迎えられ、記念の発表会がこのように盛大に開催さ

れますことは誠に喜ばしく、心からお祝い申し上げます。

　主宰の豊島重之様をはじめ豊島舞踊研究所の皆様には、

60 年という長きに渡り、創作・現代舞踊活動を通じて当

市の文化の振興に多大なるお力添えを頂いており、心から

感謝を申し上げます。

　また、豊島舞踊研究所の 60 周年の節目の発表会を、御

来場の皆様も心待ちにされてきたことと思います。

　本日の発表会の開催にあたり御尽力されました、関係者

の皆様の御努力に対し深く敬意を表しますとともに、本日

の発表会に御出演の皆様におかれましては、日頃積み重ね

てきた練習の成果を存分に発揮され、御来場の皆様を魅了

する素晴らしい舞台となりますことを御期待しておりま

す。

　さて、当市では、昨年 12 月に「八戸市文化のまちづく

りビジョン」を策定し、文化芸術を通して市民が生き生き

と心豊かに暮らせるまち、文化芸術の力を活用した魅力あ

ふれるまちの実現を目指し、市民の皆様とともに各種施策

に取り組んでいるところであります。

　豊島舞踊研究所の皆様におかれましては、今後とも創作・

現代舞踊を通じ、当市の文化芸術の更なる発展に、より一

層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、本日のダンスバレエリセ豊島舞踊研究所 60 周

年記念発表会の御成功と、豊島舞踊研究所の今後ますます

の御発展、並びに御来場の皆様の御健勝と御多幸を心から

お祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。

　日ごとに寒さも深まり、冬遠からじの季節を迎えて、ダンスバレエ

リセ豊島舞踊研究所 60 周年記念発表会が盛大に開催されますことは、

誠に喜ばしく心からお祝いを申し上げます。

　さて、豊島舞踊研究所は昭和 33 年５月に当文化協会の芸能部会員

に加入しましたが、昭和 31 年の創設より半世紀以上の長きにわたり、

たゆむ事なく、ダンス、演劇活動など継続し、日本国内のみならず、

海外との双方向での文化芸術活動に熱心に取り組み、活動の促進と交

流を八戸市にもたらしたことに、敬意を表する次第であります。

　豊島重之先生には、先進的な文化芸術のまち、八戸というイメージ

も発信し、多くの文化人や芸術家、観客が来訪し、八戸市の知名度アッ

プにも尽力して頂きました。

　更には、フランスに渡航して、パリでの舞踊公演を成功させたことや、

日本文化を海外の 14 カ国で公演して感動を与えるなど、日本文化の

紹介や諸活動に積極的に取り組んで開発発展に努めたことについても、

心から感謝申し上げます。

　豊島和子先生の後継者として、平成 24 年４月からダンスバレエリセ

豊島舞踊研究所主宰に就任して、制作、構成、美術、演出作品を上演

されている海外や国内で多く公演を開催し、全体のプロデュースにも

力を注いで成功に導いている。一方で、ダンスバレエリセ豊島舞踊研

究所指導者として埼玉全国舞踊コンクールで作品が、グランプリを受

賞し、こども達の指導育成にも当たり、洋舞の発展と八戸の芸術、文

化の振興に寄与しております。

　この度の、節目の 60 周年記念公演が、観客の皆様の心に「感動」と「潤

い」を与え素晴らしいステージを、展開してくれるものと大いに期待

しております。

　結びに、豊島重之先生とダンスバレエリセ豊島舞踊研究所の皆様の、

今後一層のご活躍とご来場者様の、ご健勝とご多幸を心から祈念申し

上げまして、祝辞といたします。

青森県知事

三村 申吾　MIMURA Shingo

八戸市長

小林　眞　KOBAYASHI Makoto

八戸市文化協会会長

天摩正行　TENMA Masayuki

お祝いのことば

橋本油店株式
会社

エネルギーから未来を考える

石油ガス部
八戸市糠塚字大杉平4-3

TEL:（0178）22-4944　FAX:（0178）22-4940
http://www.hashimoto-oil.com/

建株式会社 サカモト工業

代表取締役  坂 本 勝 博

青森県知事許可（般-24）第500500号
一般建築・増改築・パネル

熱絶縁工事・防水

〒039-2203
本社 青森県上北郡おいらせ町一川目三丁目73-396

TEL・FAX　0178ー52ー4693
携帯　0 9 0ー 4 4 7 7ー 0 0 2 6

誰にでも帰りたくなるふる里があるように、
家族にも「家」という心のふる里があるはず…
私たちはそのような想いで
　　　　　「家」創りをお手伝いしています。

青森県優良住宅協会会員・増改築相談員のいるお店

八戸市湊高台四丁目19－9　Tel.0178‒32‒4071
●　URL　　http://www.yshousing.jp/　●
●　E-mail　info@yshousing.jp　　　　　●

木材建築・木工土木・ミニハウス・ガレージ・他、何でもご相談下さい。

〒031-0023　八戸市是川字荒田沢16-7
Tel.0178-71-8480　Fax.0178-71-8482
自宅　〒031-0111　八戸市南郷区大字市野沢字松内場50-9

代表　橋場　康美
　　　携帯.090-3365-8107

貴方の住まいを点検してみませんか

青森県知事許可（般-16）第16998号

アパート
マンション家主様へ

家賃保証・空室保証
中古物件にも可能!!
アパマン
ショップ白銀不動産

(0178)47-0399

株式
会社

〒031-0072 青森県八戸市城下4-9-8 tel.0178-72-3525
営業時間/10:00～19:00　定休日/毎週水曜

キッチン バスルーム 洗面化粧台 カーテン 壁紙

収 納 照 明 外壁材 バリアフリー
セレクト雑貨

〒031－0031
青森県八戸市番町22－４ ウィンベル番町１F

TEL ： 0178－22－4466
http://www.ninohe-park.net

TEL 0195-23-5151

婚礼・法事・各種宴会・宿泊　ご予約承り中

生まれ育ったこのまちで大切な人に感謝を伝えよう
♥ ー じ も と 婚 ー ♥祝 豊島舞踊研究所 第60回 発表会

Congratulations on the 60 th Anniversary
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NEW アクセラ
Be a driver.

（株）ワイエスオート
八戸市長苗代字前田75-3 　  ０１７８－２８－２９２３

マツダオートザム八戸西

青森日産自動車（株） 湊高台店
八戸市港町字新井田道35-14

TEL　31-1691
お車のことなら、何でもご相談ください！！自動車・火災・傷害保険 生命保険

代表取締役　三戸昌善
TEL　0178－33－5885

医療法人育成会

〒034-0083　 十和田市西三番町１番28号
　　　　　　　 電話　0176（21）5558（代表）　0176(23)3821
　　　　　　　 FAX　0176（23）4647

育成会内科小児科

十和田倶楽部
TEL:0176-58-0350

ブログ  http://towadaclub.blog.fc2.com/
Facebook「十和田倶楽部」 で検索下さい。

～カフェレストラン・宴会・プチウェデイング・法事・イベント会場～

〒031-0011
八戸市大字田向字
冷水22-1
TEL 0178-32-7808

〒034-0031
十和田市東３番町3-53
TEL 0176-23-2250

光あふれて

十和田リセ　父母の会会長

佐々木裕美　SASAKI Hiromi

　本日は、第 60 回記念発表会にご来場くださり、誠にあ

りがとうございます。

　『舞
ぶ し ゅ

手散
さんこう

光』〜踊り手は光となれ〜

　和子先生の座右の銘。

　魂を揺さぶる和子先生の踊りは「舞手散光」を追い求め、

そしてリセにたくさんの光をちりばめていかれました。

　そのたくさんの光で満ちあふれているリセの先生方・生

徒たちは、今の自分にしかできない踊りを光り輝きながら

精一杯踊ります。

　発表会を開催するにあたり、ご指導くださいました、諸

先生方、ならびに、ご協賛くださいました皆々様に十和田

リセ父母会を代表いたしまして心より感謝申し上げます。

素敵なリセの 素敵なひとときを

ダンスバレエリセ 豊島舞踊研究所　
父母の会会長

木村千穂子　KIMURA Chihoko

　入所以来、毎年楽しみにしてきた発表会。60 周年を迎え

る今年はとくに、親子で心待ちにしてきた今日の舞台。学校

や家では見ることのない、リセでしか見られないりりしい笑顔。

レッスンを重ねるごとに輝きを増していくたたずまい。そして、

舞台を作るお手伝いをしながら、はらはらと我が子を見守り、

親子ともども心震える瞬間を分かち合う、年に一度の発表会。

　リセのスタジオで、子どもたちの成長を間近に感じながら

一緒に過ごすユメの時間は、親子にとってかけがえのない宝

物です。いつもわくわくする不思議なお話をしてくださる重之

先生をはじめ、リセエンヌたち一人一人を大切に指導してく

ださる諸先生方へ、素敵なリセのますますの発展を祈念して、

ここに感謝とお祝いの気持ちを申し述べたいと思います。

［註］フランス ( パリ・オルレアン・アヴィニヨン・ストラスブール )・ドイツ ( ベルリン・
ミュンスター )・イタリア ( パレルモ・ノト)・チェコ ( プラハ )・ベルギー ( アルデンビー
ゼン )・ポーランド ( ワルシャワ )・エストニア ( ターリン )・フィンランド ( ヘルシンキ )・
オーストリア ( ウィーン )・イギリス ( グラスゴー )・アメリカ ( ロスアンジェルス )・オー
ストラリア ( アデレード )・トルコ ( イスタンブール )・韓国 ( ソウル・ピョンテク )—— 
計 14 カ国。主演豊島和子『アテルイ』、主演大久保一恵・高沢利栄『f ／ F パラ
サイト』『ファサード・ファーム』ほか、いずれも演出構成 豊島重之による。

　今も脈 と々引き継がれる 60 年というユメの時間。

　故豊島和子先生によるフロンティアの軌跡、重之先生によ

る海外 14 カ国［註］公演の軌跡など、これまで沢山のリセ

エンヌたちと保護者の方々が積み重ねてきた歴史の重みに、

私たち父母の会一同、まさに身の引き締まる思いです。それ

はまた、60 周年の場に巡りあった大きな喜びでもあるのです。

　今日の舞台を御支援・御協賛いただいた皆さま、ユメの

時間に御足労いただいた皆々さまに、心より厚く御礼申し上

げます。素敵なリセのリセだけの楽しいひとときを、ご一緒

できる幸運を。

精米・肥料・飼料・農薬・農業用資材

有 限 会 社 砂 葉 商 店
〒039-0501 三戸郡南部町上名久井上町9-1

TEL（0178）76-2504・FAX（0178）76-2573

26席のフレンチレストラン

ル ムロン デ オワゾ

八戸市東白山台 3-1-1

TEL 0178-51-8727

～地域教育に貢献して36年
　　　　　全国170校の信頼と実績～

〒031-0075　八戸市内丸1-2-25　内丸ビル２F
TEL 0178-46-3399　FAX 0178-46-3399

お客様専用　　 なせばなる　 合格のゴール

０１２０－７７－５５５５

Messages for the 60 th Anniversary
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　第 55 回のパンフレットをめくってみ

た。そこに 5 年前のわたしは「〜わたし

色の空間〜」というメッセージを載せて

いた。リセエンヌとしてのソロ「エンジェ

ル・フォール」「Pins and Needles」を思

い返して、それぞれに〈わたし色〉が出

せたかどうか。

　その点では、モレキュラーの「カフカ

ス」「スヴァールバル」に出演できたのは、

〈わたし色〉にとって大きな経験となっ

た。

　サルスベリの花の満開の彼方に、この

世ならぬシカワタリの群生地が霞んでみ

えるという、60 周年記念のソロ作品「百

日紅・千日紅」。あまりにも華麗なモチー

フだけに、この時でしか在りえない、一

回きりの試練が〈わたし色〉を待ってい

るはず。

　リセエンヌとしての初舞台は第 44 回

発表会、「パパとおしゃべり」という小品、

こどもゴコロにも震えるような体感がい

まも。

　また、モレキュラーとして「にのまい」

「カフカス」 「のりしろ」「スヴァールバ

ル」に出演して、ダンスのディープな魅

力に気づかされた。その残像が、新しい

果実、未来の作物につながるとは。

　作物の永遠を願うために過剰なまで

に 使 い 果 た し て し ま う「 ト マ テ ィ ー

ナ」、血なまぐさい神話的な「crimson 

tomatina」。矛盾した信仰心と民衆の躍

り狂いは、深紅の祭典であるがゆえにひ

たすら美しくも見えてくるのではないだ

ろうか。

　60 周年記念の舞台でミセルモノ。愚

直なほどに躍り狂える作品を、自分に

とっての意味ある舞台にしたい。

　踊ることは自分自身を発見すること。

初めて舞台に立った第 43 回発表会では、

踊るのが大好き！楽しい！を発見。第

55 回では〈日々進化、挑戦〉すること

を発見。まさに挑戦的なソロ「水琴窟」

「うしろの正面」など。そして、60 周年

記念公演というすばらしい節目で、私は

何を発見出来るのだろうか。

　「Perpetual Petunia/Pripyat Poison」

は、年中咲き乱れてやまない紅い花のイ

メージ。美しい芳香で人々を惑わす毒の

花プワゾン。それは〈挑戦〉という言葉

にどこか似ている。そっと触れただけで

も壊れそうなカタチからは想像できない

くらい、ゾッとするほど紅く深く多様で

動きも変化に富んでいる。

　一新が一進に一心を感じたくて、もう

鼓動が高鳴っている。

大久保 望 OKUBO Nozomi

当リセ出身。桜美林大芸術文化学群 2 年。　
13 年 埼玉全国コンクール入賞『Angel Fall 〜消える
滝』13・15 年 青森県立美術館『カフカス』『Svalbard』
に出演。14 年 埼玉全国コンクール入賞『Pins and 
Needles』15 年 自作自演『Triptych ／三連画』をリセ
発表会で披露。

中野 真李 NAKANO Mari

当リセ出身。日大藝術学部ダンス学科 2 年。　
07 年 埼玉全国コンクール第三位『アナトリアの赤い
月』。08・09 年 同第三位『アレクサンドリアの詩』『狐
火』。12 年 同第四位『雪暮れて十日夜』13 年特別賞

『夜爪』。14 年 八戸市美術館『にのまい bis』『のりし
ろ bis』に出演。14 年特別賞『雨月』は 15 年豊島弘
尚三回忌の会でも再演。

田中 幸乃 TANAKA Yukino

当リセ出身。日大藝術学部ダンス学科 2 年。　
08 年 ヨコハマコンペティション第三位『海へ／細胞
の記憶』。12 年 埼玉全国舞踊コンクール特別賞『水琴
窟』。13・15 年 青森県立美術館『カフカス』『Svalbard』
に出演。14 年 埼玉全国コンクール入賞『うしろの正
面』。15 年 自作自演『Triptych ／三連画』に挑戦、サ
クセス！

出演：田中幸乃・大久保望・中野真李／　　「Triptych／三連画」2015年、第59回発表会

　彼女の踊りを初めて見た時、あっこれ

だ、と思った。もちろん、まだ小学生だっ

た私があっこれだ、とは言わなかっただ

ろうが、体の中を何かが這っていったの

は確かだった。それはしばらく続いた。

いつの頃からか、それは蠢きに変わった。

虫が、草木が、風が、空がそして大地が

彼女の周りでひしめき合い、そして私の

体に纏わりつき蠢き始めたのだ。季節が

次の季節へと滲んでいく時の体感とよく

似ていた。そこに立っている彼女はとて

も魅力的で不思議だ。55 周年にも綴っ

た言葉は薄れることなく 60 周年へと続

く。今日、彼女は一輪の赤いバラを手に

持って、リセエンヌ達と、深い赤い森の

中を駆け抜けるだろう。

　彼は開いたドアに寄りかかって稽古を

眺めていた。1994 年 12 月 28 日の三陸

はるか沖地震以前のお稽古場。とても好

きな空間だった。そこへ彼が観に来る度

に緊張したし、少し怖かった。彼は、他

者のことを考えられない人に踊りは出来

ないと言う。他のモノにならなければ観

客には届かないと言う。どんなすばらし

い振り付けさえも負けてしまうこの言葉

は、私の身体を不自由にさせ、思考を自

由にする。

　今日、リセエンヌ達がとてつもなく自

由に世界の赤い森をものすごい速さで駆

け抜けるだろう。

　幼い頃、私にとってリセでの時間は、

何より大切な「夢の部屋」だった。

レッスンの熱気、音楽、衣装、振り付け、

和子先生の凛とした姿、今でも鮮明に覚

えている。何ごとにも常に「高み」をめ

ざす和子先生の姿は、今ここに居る私の

礎となっている。

　そして教師となって三十一年、晴れ道

の心地良さ、張りつめた曇り道、迷い道

のワクワク感、うつろいの風の道、数え

きれない「輝きの欠片」をポケットにつ

めこんできた。

　その欠片から驚きの色や形の花が咲き

誇り、その実を大事にポケットに入れて、

また走り出す。ポケットが大きく重く膨

らむ程に、からだは軽く舞い上がる。

　今日の舞台、リセエンヌの羽音が聞こ

える。「キラリッ」発見。

　また新たなポケットが膨らんでいく。

　今のリセに建て替えられるひとつ前の

研究所二階事務室、そこは今振り返って

みるといわゆるひとつのサロンでした。

その中心にはいつも和子先生がいらっ

しゃって、先生を慕う多くの若者がぶら

りとやって来ては集っていました。その

頃の私はまだ小学生でしたが、その謎

めいた集団がエネルギッシュで 無性に

かっこいいと感じた事を今でもはっき 

りと思い出せます。その集団の中に和子

先生の弟である豊島重之氏が居た事、そ

ればかりかワクワクする数々の企みの張

本人であった事はそれから何年もして知

る事になるのですが。

　71 年「ダンス・ポエマテーク」。から

だが言葉に乗っかられる様なスリリング

な瞬間を大勢の大人達と舞台の上で体験

し、それが歳月を経て、86 年 モレキュ

ラーシアター参加へと繋がっていったの

も私にとって必然に思えます。それ以来

重之氏が発した「思考する身体」が実体

をもって私のキーワードになりました。

　今まさに 60 年目が積み重なろうとす

るリセの歴史に、あの時と変わらぬ エネ

ルギッシュでミステリアスで無性にかっ

こいい企てが、これまたあの首謀者の元 

また一つ姿を現わすはずです。

　そして今度はその一味でいられる幸運

に感謝しています。

教師　服部 明子 HATTORI Akiko 

当研究所出身。日女体育大舞踊科卒。平多正於
舞踊研究所教師を経て、85 年リセ教師となり、
現在に至る。86 年よりモレキュラーシアター・
メンバーとして活躍中。91 年あきた全国舞踊祭
コンクール指導者賞受賞。92 年青森県芸術文化
奨励賞受賞。06 年埼玉全国舞踊コンクール橘秋
子指導者賞受賞。現在、NHK 文化センターこど
もバレエ講師・二戸リセ教師も兼任。
一般社団法人現代舞踊協会会員。

教師　田島 千征 TASHIMA Chiyuki 

当研究所出身。ピラティス・インヨガ指導者養
成講座修了。00年スタイリッシュ・プラッツ開設。
同年リセ教師となり、14 年より十和田リセ教師
も兼任、現在に至る。94 年よりモレキュラーシ
アター・メンバーとして活躍中。06 年『coRioLis』
10 年『nori-shiro』11 年『Left Long Left』
13 年『kavkaz』14 年『nino-maii』
16 年『Karyo-Fangs』に出演。

教師　大久保一恵 OHKUBO Kazue 

当研究所出身。83 年より当リセ教師となり、現
在に至る。85 年 モノリサイタル（独舞展）『セ
イレーン』出演。86年よりモレキュラーシアター・
メンバーとして活躍中。89 年 八戸市芸術文化奨
励賞受賞。02 年『Cold Burn』03 年『ITADORI』
04 年『HO Primer』07 年『Ballet Biomechanica』 
09 年『mouthed』 12 年『nino-ichi』に出演。

Messages for the 60 th Anniversary Future Dance-artists
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Ballet Classique
The Nutcracker

くるみ割り人形より 

中居　千奈　　小亀　美和　　川村　結凪　　水谷　陽菜　　紫葉　楓來
高橋　希　　　中野　珠希　　佃　美沙　　　今野　彩来　　佐々木さくら

山田　菜月　　佐々木美怜

古川茉那佳　　木村　莉緒　　五十嵐心乙　　田中　陽菜

早川　葵　　　杉澤　沙耶　　荒沢　藍璃　　浪岡　里帆

橋本和佳奈

河村　恵里　　沼端ももこ　

井上　羚桜　　水谷彩也香　　橋本　芽依　　久慈　姫生　　佐藤あかり
米田　倫渚　　川村　結凪　　佐々木さくら　高橋　希　　　今野　彩来

マーチ

スペインのおどり

中国のおどり

ロシアのおどり

こんぺい糖のおどり

花のワルツ

振付指導

（予定時間 14:00～14:18）Program 1

幼少より石井漠に師事
’64 チャイコフスキー記念東京バレエ団入団。
’64 安田バレエスタジオ主宰。
’66 モスクワ、レニングラード、カザフ共和国
      公演に参加出演。
’69 静岡県御殿場市スタジオ指導。
’77 静岡朝日テレビカルチャー講師。
武蔵野シティバレエ実行委員
武蔵野芸術文化協会理事
一般社団法人現代舞踊協会会員
日本バレエ協会会員

’75 安田バレエスタジオ入所。
武蔵野シティバレエ出演。
ほか多数作品に出演。
安田バレエスタジオ 専任教師

講師　山本 和美
YAMAMOTO Kazumi

講師　石井 久美子
ISHII Kumiko

クララの夢 ヴァリエーション

木村　真緒　　小野　一凪　　越後　結愛　　中村　心優　　神　蒼空　　
工藤みなみ　　荒沢　玲華　　小平　陽凛　　山辺　三栗　　五十嵐真乙　
松浦　多輝　　津島　悠花　　佐藤　樹里　　皆川　心来

田家　心晴　　藤原　愛　　　ソブリオ・アルティヤ

紫葉　楓來

皆川　心来

荒沢　玲華

橋本　芽依　　水谷　陽菜

越後　結愛

名和　夏葉　　ミキュイン・メリア　　ミキュイン・アネラ　　木村　真緒　　
小野　一凪　　名久井みなみ　

五十嵐真乙

岩崎　晴稟　　小平　陽凛　　山辺　三栗　　佐藤　樹里

津島　悠花

久慈　姫生

神　蒼空　　　中村　心優

浪岡　里帆

沼端ももこ

橋本和佳奈

  1. リセアン • リセエンヌ

  

2. 風にゆれて

3. 天秤座の魚

4. 美しきロスマリン

  5. アドリアの蒼いスグリ

    6. ささやきの小径
  

7. 絵本の森の迷子たち
 

8. くるっと・まわって・いっかいてん

  
  9. タイムマシンにお願い

10. 月夜のドンジャラホイ

11. 赤い花  白い花

12. 砂の城

13. キャベツ畑の大事件

14. 真昼の月 

15. 眠りの淵

16. avant l’aube  夜明けの色

（予定時間 14:18～15:06）Program 2

ガランスの迷宮

Garance labyrinth

うお

こみち

アヴァン・ローブ

～～　認定者披露　　休憩　～～

白鳥の湖より（2015年）
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ほしめぐりのUTA　2015 どんどこまつり　2015 エクリプス（月蝕）　2015

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
河村　恵里

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
山田　菜月

工藤みなみ　　田家　心晴　　藤原　愛　　ソブリオ・アルティヤ

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
五十嵐心乙

杉澤　沙耶

古川茉那佳

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
田中　陽菜

中野　珠希　　松浦　多輝　　佃　美沙

米田　倫渚

早川　葵

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
佐々木美怜

高橋　希　　水谷彩也香　　佐々木さくら

今野　彩来

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
川村　結凪

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
木村　莉緒

【第49回埼玉全国舞踊コンクール　埼玉県舞踊協会賞】
小亀　美和　　中居　千奈　　井上　羚桜　　佐藤あかり　

（予定時間 15:20～16:08）Program 3

ガランスの楽園

Garance paradice

  1. 愛しけやし、にごりゑ

2. ジャカランダ、雨季のあとに

3. サンシャイン広場

4. 須弥山花

5. 時計台のミレナリア

  6. ミューオンの星宿

7. 雷神のむすめ

8. 河童の淵のシエスタ
 

9. スケルトン・コースト（竜骨海岸）
 

 10. ラピスラズリ　幻の首飾り

11. マホガニー・デイブレイク

12. 絵の中の絵  夢の夢  まどろみの丘にまどろんで

13. なつかしのチネチッタ

14. ギエモン（儀右衛門）にて候

15. 水切りバシリスク

16. かかし、海がみたい

は

しゅみせんか

みずち

せいしゅく

ガランス・ギャラクシー

橋本和佳奈　　河村　恵里　　早川　葵　　　山田　菜月　　杉澤　沙耶
沼端ももこ　　荒沢　藍璃　　佐々木美怜　　浪岡　里帆

岩崎　晴稟　　小平　陽凛　　山辺　三栗　　佐藤　樹里　　松浦　多輝
五十嵐真乙　　津島　悠花　

名和　夏葉　　ミキュイン・メリア　　ミキュイン・アネラ　　木村　真緒　
小野　一凪　　越後　結愛　　中村　心優　　荒沢　玲華　　工藤みなみ　　
神　　蒼空　　皆川　心来

田中　陽菜　　五十嵐心乙　　米田　倫渚　　今野　彩来
中野　珠希　　佐藤あかり　　佃　美沙

荒沢　藍璃
　

大久保　望

中野　真李

田中　幸乃

河村　恵里　　山田　菜月　　橋本和佳奈

橋本　芽依　　小亀　美和　　中居　千奈　　井上　羚桜　　古川茉那佳　
木村　莉緒　　高橋　希　　水谷彩也香　　佐々木さくら　　久慈　姫生　
紫葉　楓來　　川村　結凪　　水谷　陽菜

～～　グランド・フィナーレ　～～

（予定時間 16:08～16:50）Program 4 Garance galaxy

  1. Scarabae　赤夜行

  
2. 紅い目をしたプラネットラビット

3. 紅いティアラのチューブワーム

 
4. Flamingo Horizon

  5. ラ・ストラーダ／火影のささやきⅠ

6. 百日紅・千日紅

7. Crimson Tomatina

8. Perpetual Petunia／Pripyat Poison

  9. ドラゴン・ケイヴ／火影のささやきⅡ

 
  10. Flamingo Lagoon

スカラベ　　　   しゃくやこう

サルスベリ  　　シカワタリ

クリムゾン・トマティーナ 

フラミンゴ・ラグーン 

パペチュアル・ペチュニア           　　　プリピャチ・プワゾン

フラミンゴ・ホライズン 

かえい

かえい
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 埼玉県舞踊協会賞「かかし、海がみたい」
井上羚桜　佐藤あかり　中居千奈　小亀美和

 埼玉県舞踊協会賞「水切りバシリスク」木村莉緒  埼玉県舞踊協会賞「雷神のむすめ」田中陽菜 埼玉県舞踊協会賞「愛しけやし、にごりゑ」河村恵里

埼玉県舞踊協会賞「儀右衛門にて候」川村結凪埼玉県舞踊協会賞「ジャカランダ、雨季のあとに」山田菜月 埼玉県舞踊協会賞「須弥山花」五十嵐心乙埼玉県舞踊協会賞「マホガニー・デイブレイク」佐々木美怜

   第49回埼玉全国舞踊コンクール　エントリー全8作品が入賞しました！

有限
会社

八戸市桜ヶ丘２丁目３－３
TEL : 0178-20-9229
営業時間 17:00～ラスト
毎週水曜定休日

すいとんの店

ふくゑ
黒澤憲一郎税理士事務所
〒033-0052　青森県三沢市本町１丁目９番地４号

TEL. 0176-53-2078
FAX. 0176-52-5060

ちば歯科医院
院長　千葉　秀彦

〒039-1164　青森県八戸市下長 6-14-2

　　　　 TEL.0178-29-3223

NPO法人
おいらせサポートハウス Kの家
自然豊かな奥入瀬渓流がすぐそばにあり、なんと
源泉掛けながしの入浴支援が自慢です。

事業の種類
生活介護事業・放課後等デイサービス事業・グループホーム事業

代表連絡
青森県十和田市法量字焼山64-227
TEL/FAX:0176-74-1332
o i rase . ke i . no . i e@gma i l . com
www.npoknoie.wix.com/knoie

＊一時保育有り　＊休日保育有り
＊延長保育有り　＊学童保育有り

＊完全給食

八戸市根城２丁目23-6
TEL :０１７８－４４－４０７４　FAX : 0178-46-0737

白山認定こども園社会福祉法人
め ぐ み の 邑

入所申込みは随時受け付けておりますので
どうぞご相談下さい。

〒039-0502 青森県三戸郡南部町大字下名久井字高森57-11
TEL　0178ー76ー3341

社会福祉法人
清　慈　会 放課後等デイサービス放課後等デイサービス

清岳園　いっぽ清岳園　いっぽ
Seigakuen　Ippo

一人ひとりの成長に合わせて
　　　　　　　　　応援します

(0178)45-1187
FAX (0178)44-0826

Congratulations on your efforts
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埼玉県立近代美術館
WALK 八戸パラボラ

秋田県民会館
塩釜市民交流センター

イスタンブール・アタチュルク国立文化センター
いわき市立美術館

WALK 八戸パラボラ
川口市民会館ホール

八戸市公会堂
秋田県民会館

東京 錦糸町スタジオ
ワルシャワ現代美術館 ( ポーランド ) ／

ターリン文化センター ( エストニア ) ／ヘルシンキ文化センター ( フィンランド ) 

東京両国  シアター X( カイ )
八戸市公会堂文化ホール

グラスゴー市 ミッチェルシアター
浦和市文化センター

八戸市公会堂文化ホール ／ WALK 八戸パラボラ
浦和市文化センター

八戸市公会堂

東京両国  シアター X( カイ )

豪州アデレード市　スペース劇場

ダンスバレエ リセ・スタジオ
東京 錦糸町スタジオ

東京大井町 きゅりあんホール
八戸市公会堂

秋田市文化会館
広尾 ギャラリ・ヴェリタ

リセ・スタジオ
埼玉県立近代美術館
浦和市文化センター

秋田市文化会館
ピョンテク市文芸会館

ソウル・チョンギャラリー
東横学園女子短大／広島・鷺島ポイエーシス

八戸市公会堂
赤坂 国際交流基金フォーラム

パリ・アヴィニヨン・サンドニ・
オルレアン・ストラスブール

久慈アンバーホール
東京 門前仲町ホール

アミュー立川小ホール
八戸市公会堂文化ホール

宇都宮 ギャラリー・インザブルー

1956. 5
1957. 3. 2
1958. 7. 5
1959. 6.30
1961. 4
1961. 4.23
1961. 9
1962. 4
1962.10.20
1963. 4
1963.9.28
1964. 4
1965. 9.26
1966.10.9
1966.11.

1968.10.12
1969.10.26
1970. 3
1970. 9
1970.10.17
1971.10.23
1972.10.22
1973.12.9
1974.11
1975. 5
1976. 2.

1976. 9
1976.10.17
1977.10
1980. 9
1980. 3
1981. 5
1982. 3
1982. 8
1983. 1
1983. 8
1983.11. 28 〜 29
1984. 2.

1984. 7
1984. 9
1984.11
1985. 8.23
1986.7. 8 〜 13
1986. 8
1986.10. 9 〜 12
1986.11
1987. 6. 17 〜 7. 8

1987.10. 3
1988. 8. 30 〜 31
1988.10. 16 〜 17
1989. 3.18 〜 22
1989. 5.3 〜 6. 5

八戸市に豊島和子創作舞踊研究所を開設：主宰豊島和子
第 1 回発表会：舞踊劇「青猫」和子演出出演  ( 以後 毎年実施 )
第 2 回：舞踊劇「こけしぼっこ」和子「白い椅子のエチュード」
第 3 回：和子ソロ「黒い思想」「なみだ」ほか
東京全国舞踊コンクール：入賞「雨こんこふるな」和子指導
第 5 回：組曲「鬼剣舞連」和子演出出演
宮沢賢治祭参加：「鹿おどりのはじまり」和子演出出演
全国舞踊コンクール：入賞「あられ小太鼓」和子指導
第 6 回：舞踊劇「石霊」＋和子ソロ「春と修羅」
全国コンクール：入賞「かわいいインディアン」和子指導
第 7 回：舞踊劇「いつか地球で」和子演出出演
全国コン：第二位「熱帯魚」長谷川陽子／指導者賞：豊島和子
第 9 回：舞踊劇「白蛇」和子演出出演 
10 周年：舞踊劇「赤いろうそくと人魚」和子演出出演
八戸市芸術文化奨励賞：豊島和子

第 12 回：舞踊劇「じんばい ( 命綱 )」和子主演＋重之台本演出
第 13 回：舞楽「羊曼胎 ( やまたい )」和子主演＋重之作演出
モノ・リサイタル No.1：在家育江「生卵の中のアリス」重之演出
舞踊協会東北公演「テオレマの彼方 ( 六人のエミリア )」和子主演
第 14 回：和子主演「テオレマの彼方 ( 七人目の聖家族 )」重之演出
第 15 回：舞踊劇「せんだん栗毛」重之演出＋長谷川陽子主演
第 16 回：ダンスポエマテーク「あおねこ」重之演出＋長谷川陽子主演
第 17 回：トータルメディア「球体伝説」重之演出＋和子主演
第 18 回：トータルメディア「球体現象」重之演出＋和子主演
公会堂落成合同公演「縄文原野」和子出演＋重之演出構成
青森県芸術文化奨励賞：豊島和子創作舞踊研究所

豊島和子東京公演「球体逆塔」豊島重之作演出
20 周年：組曲「万華鏡」和子出演＋重之作演出
第 21 回：「円・空 炎上Ⅱ」和子出演＋重之作演出
豊島和子独舞展「風−ふう−」豊島重之作演出
重之作演出「海抜へのへのもへじ」和子・高沢利栄主演
重之作演出「皆目へのへのもへじ」和子・利栄主演
ジャパンフェス：重之作演出「ジャパネスク紀行」和子主演
人間と自然の復権展「赤ちゃんたちの夜」和子・利栄主演
モノ・リサイタル No.9：白山敦子「ようらん」金沢緑「部屋」
東北演劇祭：重之演出「歩行／写真展にて」和子・利栄主演
和子パリ公演「アテルイ」重之作演出＋鳥屋部文夫出演
青森県芸術文化奨励賞：豊島重之

重之作演出「アテルイ」和子・大久保一恵・高沢利栄主演
第 28 回：ミュージカル「キャッツエクスプレス」重之作演出
文化庁芸術祭：東京公演「アテルイ」和子・一恵・利栄主演
モノ・リサイタル No.11：大久保一恵主演「セイレーン」
東北演劇祭：重之演出「砂の女」「ナウシカ」和子＋総出演
ヒノエマタフェス：重之演出「パラサイトⅡ」白山敦子出演　　
重之作演出「f ／ F パラサイト」和子・一恵・利栄主演
30 周年：重之作演出「ナウシカ」「砂の女」和子＋総出演
演劇祭招待渡欧：重之演出「f ／ F パラサイト」一恵・利栄主演　　

国民文化祭熊本招待：重之演出「糸姫草紙」和子・一恵主演
重之作演出「BLIND GAME」大久保一恵・服部明子主演
ベルリン 750 年祭招待「f ／ F パラサイト」一恵・利栄主演
国際カフカ会議「f ／ F パラサイト」「B・TALKIE」重之演出　
演劇祭招待渡欧：重之演出「f ／ F パラサイト」一恵・利栄主演

八戸市 窪町スタジオ
( 旧 ) 八戸東宝劇場
( 旧 ) 八戸市民会館

八戸市民会館
東京 日比谷公会堂

八戸市民会館
花巻市 賢治碑広場
東京 日比谷公会堂

八戸市民会館
東京 日比谷公会堂

八戸市民会館
東京 日比谷公会堂

八戸市民会館
八戸市民会館

八戸市民会館
八戸市民会館

( 旧 ) 八戸市 東奥日報社ホール
福島市公会堂
八戸市民会館
八戸市民会館
八戸市民会館
八戸市体育館
八戸市体育館
八戸市公会堂

新宿 安田生命ホール
八戸市公会堂
八戸市公会堂

東京 銀座絵画館
八戸市公会堂文化ホール
東京 下北沢ライヴハウス

ロスアンジェルス市 ディズニーランド
宮城県立美術館

ヤマハ音楽センター
八戸市公会堂

パリ市 テアトル・ア・デジャゼ

仙台市民会館小ホール
八戸市公会堂

東京 草月ホール
八戸市公会堂文化ホール
八戸市公会堂文化ホール

南会津郡桧技岐デドバタ河原
東京 T2 スタジオ

八戸市公会堂
ベルリン・ベタニエン芸術家会館／

ミュンスター国際演劇祭・プンペンハウス劇場／ビルゼン市 アルデンビーゼン城
熊本県立劇場

WALK 八戸パラボラ
東京ドイツ文化会館

八戸市公会堂文化ホール／ WALK 八戸パラボラ
パレルモ国際演劇祭・ノト市立劇場 ( イタリア ) ／

プラハ・ジュニアクラブ劇場 ( チェコ ) ／ミュンスター・プンペンハウス劇場 ( ドイツ )

1989. 11.

1990. 3.10
1990. 7.29 〜 8. 2
1990.12.8 〜 9
1991. 3. 3
1991. 6.15 〜 7. 6
1991. 7. 27
1991. 7. 29
1991. 8. 6
1991.10. 13
1991.12. 7
1992. 3.

1992. 3.21 〜 22
1992. 9.9 〜 24

1992. 11.

1992.11.1 〜 3
1993. 2. 27
1993. 3.24 〜 4. 1
1993. 7.27 〜 8. 1
1994. 4.2 〜 3
1994. 7.28 〜 31
1994.11.12
1994.12.28
1995. 9.29 〜 10. 1
1995.11. 
1996. 3. 

1996. 3. 8 〜 22
1996. 7.4.
1996. 7.5/13.
1996. 8.10 〜 11
1996. 8. 22
1996. 9. 29
1996.12.14 〜 15
1997. 5. 31 〜 6. 1
1997. 7. 5 〜 6
1997. 7. 20 〜 21
1997. 7. 23 〜 31
1997.12. 13
1998. 5. 9 〜 12

1998. 7. 25 〜 30
1998. 9. 20
1998. 9. 26 〜 27

1999. 5. 28 〜 6. 24

1999. 8. 22
1999. 9. 18 〜 19
1999.10. 29
1999.12. 16 〜 17

2000. 4. 15

八戸市芸術文化奨励賞：大久保一恵

埼玉近美招待：重之演出「S ／ S 秘書たち」一恵・利栄主演
カンタータ：重之作演出「ロクス・パラソルス」一恵主演
あきた全国舞踊祭：学校部門第 1 位「霧の森」工藤薫出演
塩釜市招待：重之作演出「S ／ S 秘書たち」一恵・利栄主演
国際演劇協会世界大会：重之作演出「WALL」服部明子主演
アートセレブレーション：重之演出「モルグ」ユーリ主演
イスタンブール凱旋「モルグ」ユーリ・ルミステ＋明子主演
川口エジンバラフェス「秘書たち」ユーリ・ルミステ主演
第 35 回：重之作演出「スターバト・マーテル」和子主演
あきた舞踊祭：学校第 1 位＋入賞 1 位／指導者賞：服部明子
青森県芸術文化奨励賞：服部明子

絶対演劇フェス：重之演出 「ロクス・パラソルス」一恵主演
バルト 3 ヵ国公演：重之演出「肖像画商会」一恵・利栄主演

八戸市文化賞：豊島和子

重之作演出「肖像画商会」シャヒーネ・ハティオル＋明子出演
井村芳紀追悼「ブリンクス・オブ・ファレィジア」重之作演出
日英友好芸術祭「ブリンクス・オブ・ファレィジア」和子主演
埼玉全国コンクール：読売賞「お月さんころんだ」＋入賞 6 作
重之作演出「顔の演劇」「耳の演劇」「脚の演劇」一恵主演
埼玉全国コンクール：第三位「からくり草紙」＋入賞 7 作
第 38 回：重之作演出「流刑地にて」服部明子・田島千征主演
三陸はるか沖地震により、研究所損壊
重之作演出「顔の演劇」「口の演劇」「脚の演劇」一恵主演
八戸市文化功労者賞：豊島和子
TOKYO ジャーナル演劇賞：豊島重之

アデレード・フェス招待「ファサード・ファーム」重之演出
リニューアル「ダンスバレエ リセ豊島舞踊研究所」と改称
リセ落成記念：和子ソロ「O・NE」＋重之演出「HO の演劇」
重之演出「デュシャン HO ベケット／ HO の演劇」千征出演
現代舞踊協会フェス：重之演出＋和子ソロ「O・NE( 尾根 )」
40 周年：重之演出「カラコルム・カラコルム」和子出演
あきた全国舞踊祭：第三位最優秀群舞賞「土偶」
吉増剛造写真展ライヴ：重之演出「HO-60」 一恵主演
重之演出「ダンスオペラ san-nai」港大尋・久米田順子主演
重之演出 「HO-58」「HO-59」 利栄・千征・工藤薫主演
埼玉全国コンクール：第三位入賞「狐火」長谷川風立子
重之演出「ここには一本の木もいらない」工藤薫・千征主演
重之演出「ダンスオペラ san-nai」和子・工藤薫・千征主演
重之演出「緑の森の一角獣」吉増剛造・千征・長尾広海主演
重之作演出「HO-kori の飼育」一恵・千征・長尾広海主演
第 42 回：重之演出「青鬼の褌をあらう女」工藤薫主演
重之作演出「GOZO-OPERA」アラン・ジュフロワ招待公演

重之演出「OS-IRIS ／ OSCILLIS( オシリス／オシリス )」渡仏
港大尋作曲出演＋久米田順子・一恵・千征・薫・広海出演
豊島和子が久慈モダンバレエ 15 周年に「琥珀の炎」特別出演
重之作演出「Culture of Dust( 埃りの培養 )」千征・広海主演
立川国際芸術祭：重之演出「OS-IRIS ／ OSCILLIS」一恵主演
青森県舞台芸術助成「OS-IRIS ／ OSCILLIS」一恵・千征主演 

豊島和子独舞展「蚯蚓、丘を引く」重之作演出

ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所《60年の軌跡》
Challenging Days 
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2000. 9. 22 〜 24
2000.10. 8
2001. 3. 26 〜 4. 3
2001. 7. 25 〜 29
2001.11. 25
2001.12. 8
2002. 1. 25

2002. 1. 25 〜 27
2002. 4. 12
2002. 9. 7 〜 8
2002. 9.14
2002. 9. 20
2002.11. 3

2003. 7. 23 〜 29
2003. 9. 4 〜 7
2004. 7. 9 〜 11
2004. 7. 23 〜 30
2004. 9. 26
2004.11. 14
2004.12. 12
2005. 2. 11 〜 13
2005. 7. 14 〜 18
2005. 7. 22 〜 25
2005. 9. 11
2005. 9. 18
2005.10. 2
2005.12. 10 〜 11
2006. 7. 19
2006. 7. 25 〜 28

2006. 9. 18
2006. 9. 30
2006.10. 28 〜 29
2006.11. 24 〜 25
2007. 3. 11

重之作演出「Legend of HO( 直下型演劇 )」千征・広海主演
大久保一恵独舞展「HO-602」重之作演出
ジャパンフェス招待：重之演出「異境のまたたき」和子主演
埼玉全国コンクール：第二位入賞「 木霊っこ」 金沢理沙
45 周年：重之演出「異境のまたたき」＋和子「デンデラ野」　
あきた全国舞踊祭：第三位 金沢理沙・入賞 1 位 四戸由香　
デーリー東北賞：豊島和子

重之作演出「直下型演劇 」ミロスワフ・バウカ主演　
東京全国舞踊コンクール：入賞 1 位「木霊っこ」金沢理沙
重之演出「COLD BURN( 低温熱傷演劇 )」一恵・理沙主演
第 46 回：和子ソロ「ここはどこの細道ぢゃ」利栄選曲編集
豊島弘尚展：和子ソロ「ギンリョウソウ」利栄選曲編集
青森県文化賞：豊島和子

埼玉全国コンクール：第二位「月の隠れた晩に」＋入賞 6 作
重之作演出「ITADORI」一恵・千征・山田孝太郎出演
重之作演出「HO PRIMER( 呆の手引 )」一恵・千征主演
埼玉全国コンクール：第三位「DUO」千葉馨＋入賞 8 作
東北新人公演：最優秀賞「樹根の声・樹冠の声」四戸由香
第 48 回：重之作演出＋和子ソロ「パンタナルの蚊柱」
あきた舞踊祭：最優秀群舞賞「パ・パ・ラ・パ」中野渡萌
重之演出「フレ・ブレ configuration error」一恵主演
ベケット東京サミット：重之演出「NOW OH ON」一恵主演
埼玉：第二位「うつし身」千葉馨 第三位「イグアスの燕」島浦葵
第 49 回：和子ソロ「SEREIN ／天泣」利栄選曲編集
重之＋ ICANOF 展ライヴ：和子・千葉馨・四戸由香出演
国際ソロプチミスト八戸より女性栄誉賞：豊島和子
あきた全国舞踊祭：入賞 2 作＋招待作「pororoca( 河鳴り )」
重之＋ ICANOF 展：「コリオリ Ⅱ」千征主演＋「サンドルⅡ」
埼玉全国コンクール：第一位グランプリ「室内劇」千葉馨
第三位「ケムシ計画」／橘秋子指導者賞：服部明子

重之演出モレキュラー 20 周年「Pantanal」＋和子「Picaia」
リセ創設 50 周年記念発表会「光と影のパンタナール」総出演
重之作演出「OHIO ／ CATASTROPHE」千征・秋山容子出演
重之演出＋ ICANOF 沖縄展：千征・斉藤尚子・小幡由佳出演
埼玉ダンスフェス招待「室内劇」千葉馨・「ケムシ計画」

東京 門前仲町ホール
有楽町  東京国際フォーラム

ウィーン ( オーストリア )・コンチェルトハウス
さいたま市文化センター

八戸市公会堂
秋田市文化会館

赤坂  国際交流基金フォーラム
五反田ゆうぽうと

国際交流基金フォーラム
八戸市公会堂

( 旧 ) 八戸市 東奥日報社ホール

さいたま市文化センター
国際交流基金フォーラム
国際交流基金フォーラム
さいたま市文化センター
仙台市青年文化センター

八戸市公会堂
秋田市文化会館

国際芸術センター青森 (ACAC)
国際交流基金フォーラム
さいたま市文化センター

八戸市公会堂
八戸市美術館

秋田市文化会館
八戸市美術館

さいたま市文化センター

八戸市公会堂
八戸市公会堂

三軒茶屋 シアタートラム
那覇市 前島アートセンター

川口リリアホール

2007. 7. 24 〜 29
2007.10. 6
2007.11. 3 〜 4
2007.12. 1
2008. 4.17 〜 20
2008. 7.23 〜 29
2008.11. 7 〜 9

2008.11. 7 〜 9
2008.12. 27
2009. 4. 17 〜 20
2009. 7. 24 〜 28
2009. 9.19
2009.11.21 〜 23
2010. 4. 24 〜 25
2010. 7. 22 〜 25

2010.11. 18 〜 21
2010 12.11
2011.1.15・16

2011.3.11
2011.3.25
2011.5.29
2011.7.24 〜 28

2011.10.23
2011. 11.18 〜 20

2012.3.23 〜 26
2012.7.25 〜 29

埼玉コン：第三位「アナトリアの赤い月」中野真李＋入賞 9 作
青森県立美術館：重之演出「バレエ・ビオメハニカ」一恵主演
沖縄県立美術館開館記念：重之演出「デコイ／囮」一恵主演
第 51 回：和子「お背戸に木の実が落ちる夜は」利栄選曲編集
東京全国舞踊コンクール：入賞 6 位「アナトリアの赤い月」
埼玉：第三位「狐火」中野真李・特別賞「海へ」田中幸乃
ヨコハマコンペティション：第三位「海へ／細胞の記憶」・8 位「狐火」

重之演出「ILLUMIOLE ILLUCIOLE」一恵・千征・由香出演
第 52 回：和子「スヴァールバル〜種子の方舟」利栄選曲編集
東京全国コン：入賞 3 位「狐火」真李＋入選「海へ」幸乃
埼玉全国舞踊コンクール：特別賞「ガラテアの骨」千葉馨
第 53 回：和子ソロ「千のティンガラ ( 星の雫 )」利栄選曲編集
重之演出「mouthed( マウスト )」千征・容子・利栄出演
演劇博物館：重之演出「Ballet Biomechanica」一恵主演
埼玉全国コン：第三位「アレクサンドリアの詩」中野真李
入賞 3 位「塩を運ぶ女」中野渡萌・特別賞田中幸乃／入賞 18 名
ヨコハマコンペ：赤い靴賞「蓮華鏡」橋本和佳奈＋同賞 3 作
第 54 回：和子「星宿のジュクルパ」＋千葉馨「獲物の作法」
重之演出「nori-shiro」一恵・由香・千征・萌・利栄出演

大震災
豊島和子病没
リセ父母の会総会／豊島重之が リセ主宰に就任
埼玉コンクール：第三位「微生物バロック」久保田祥貴・特別賞「冬の風鈴」佐々木美怜
特別賞「わが谷 緑なりき」中野真李・入賞「盲女の唄うたいのいる道で」中野渡萌「流砂のウオ」大久保望　

「アスファルトバビロン」田中幸乃「ラ・ティラーナの家」平船果凛「木霊が呼ぶ」河村恵里・十文字朱里・
向井瑶子「バオバブに星実る」大久保良美「つくしで書かれた物語」早川葵・橋本茉里・袴田瑚子・昆泉

「不眠症のトリル」佐々木萌衣「イシス」杉本玲菜    入賞 12 作／計 17 名  
第 55 回：豊島和子追悼公演「ギンリョウのたびだち」総出演
ヨコハマコンペ：「木馬は空をめざす」山田菜月「ひなたのギニョール」山田祐華

「不眠症のトリル」「木霊が呼ぶ」「つくしで書かれた物語」／赤い靴賞 5 作 10 名

東京全国コン：入賞 5 位「わが谷 緑なりき」中野真李
埼玉全国コン：朝日賞「雪暮れて十日夜」中野真李・朝日賞「からくり童女」山田菜月
読売賞「草の蹄」久保田祥貴・特別賞「水琴窟」田中幸乃
入賞「風のメーヴェに乗って」佐々木美怜・「サザンクロスの髪飾り」河村恵里・

「真夜中のオルゴール」早川葵・「クリュオネのひとりごと」袴田瑚子／入賞 8 作

さいたま市文化センター
青森県立美術館
沖縄県立美術館

八戸市公会堂
目黒パーシモンホール

さいたま市文化センター
テアトルフォンテ

東京月島  temporary contemporary
八戸市公会堂

目黒パーシモンホール
さいたま市文化センター

八戸市公会堂
御茶ノ水 CANVAS

早稲田大学戸山キャンパス
さいたま市文化センター

神奈川県立音楽堂
八戸市公会堂

杉並区立芸術会館 座・高円寺 1

八戸きざん
さいたま市文化センター

八戸市公会堂
       神奈川県立音楽堂

目黒パーシモンホール
さいたま市文化センター
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一般社団法人 現代舞踊協会公認 〒031-0022  八戸市古常泉下 14-18
（水・土曜日）0178－22－1409
mail : dblycee@gmail.com 
web : dblycee.jp

八戸リセ　　水・土曜日
二戸リセ　　火曜日
十和田リセ　木曜日

初心者と大人のための
ボディエクササイズ

バレエ（ストレッチ・バーレッスン・バリエーション）
　毎週火曜日 ： 19：00～20：30
　毎週土曜日 ： 13：45～15：15
ピラティス（マット・バランスボール・BOSU）
　毎週土曜日 ： 12：30～13：30

田島 千 征（ピラティス国際指導者）
問合せ：090-7073-4760

スタイリッシュ
プラッツ

八戸ファンタジィ　演目「あそびうた」「ほしめぐりの UTA」「エクリプス」

「どんどこまつり」「ballad. 終わりのない」

二戸リセ再開

第 49 回埼玉全国舞踊コンクール　エントリー全 8 作品入賞

「マホガニー・デイブレイク」「愛しけやし、にごりゑ」「ジャカランダ、雨季のあとに」

「水切りバシリスク」「かかし、海が見たい」　「儀右衛門にて候」「須弥山花」「雷神のむすめ」

モレキュラーシアター「カリヲのキバ」公演 　出演 河村恵里 田島千征 ほか　重之作演出

（八戸市共催・企画豊島重之による ICANOF 企画展 8 月 26 日〜 9 月 11 日 八戸市美術館）

十和田市民文化祭　 演目「フラミンゴホライズン」「時計台のミレナリア」

「月夜のドンジャラホイ」「河童の淵のシエスタ」「マホガニー・デイブレイク」

「ジャカランダ、雨季のあとに」「紅い目をしたプラネットラビット」

第 60 回発表会：《 ガランス・ギャラクシー 》

2012.10.7
2012.11.17 〜 18

2012.11.17 〜 18
2013.3.25 〜 28
2013.7.24 〜 27

2013.8.24・25

2013.9.1
2013.10.12
2013.11.14 〜 17

2014.2.15・16

2014.3.27 〜 29
2014.7.19 〜 26

2014.8.22・23
2014.9.14

2014.10.5
2014. 11. 3.
2015.3.8

2015.9.18

2015.12.23

第 56 回：「トキモナクⅡ」千征・和佳奈・幸乃・望・真李出演
ヨコハマコンペ：第 6 位入賞「草の蹄」久保田祥貴／赤い靴賞 4 作

「羽化するひと」佐々木萌衣「ピスタチオの木の実の鳴る下で」大久保望
「風のメーヴェに乗って」佐々木美怜「からくり童女」山田菜月
重之作演出「にのいち」幸乃・真李・萌・千征・一恵出演 
東京全国コン：入賞 7 位「雪暮れて 十日夜 ( とおかんや )」中野真李
埼玉全国コン：第三位「古絵馬」佐々木美怜・特別賞「夜爪」中野真李　　　　 　　　　 　　　    
入賞「野にカギロヒの」田中幸乃「Angel Fall 〜消える滝」大久保望「シルクな月ミルクな雲」十文字朱里 

「カリヨンの丘へ」河村恵里「コイシガエルの恋しくて」袴田瑚子
青森県美主催：重之作演出「カフカス」和佳奈・真李・望・幸乃・千征出演　　　　　 
出演：橋本和佳奈  髙島莉緒  中野真李  大久保望  田中幸乃  佐々木萌衣  平船果凛  西塚由佳  田島千征
重之演出＋ ICANOF 展ライヴ「kapiw ＝かぷしま」千征・真李出演　 　　
第 57 回：「妖精たちのアイランズ 」「蟻塚〜燃え立つ一夜」
ヨコハマコンペ： 第 6 位入賞「古絵馬」赤い靴賞「リラリルリロロ」早川葵

「カリヨンの丘へ」「コイシガエルの恋しくて」「シルクな月ミルクな雲」　　　　　　　
重之作演出「にのまい」千征・真李主演／一恵・利栄 voice 出演

東京全国コン：入賞 1 位「古絵馬」美怜・入賞 3 位「夜爪」真李　　　  　　
埼玉全国コン：特別賞「楼蘭のうお」早川葵・特別賞「雨月」中野真李　　　　　  　 　　　 
入賞「野鹿のアニマ」佐々木美怜 「うしろの正面」田中幸乃「pins and needles」大久保望

「ノクチュルナ、神無月の晩に」川村結凪 五十嵐心乙 井上羚桜 佐藤あかり 田中陽菜
「夕焼けのつくりかた」木村莉緒「ケルトの風見鶏」袴田瑚子

重之演出＋ ICANOF 展「にのまい bis」「のりしろ bis」真李・千征・一恵主演 　　　　　　　　　
舞踊協会東北公演「チャヌルズ 〜流域」
出演：久保田祥貴  佐々木美怜  河村恵里  十文字朱里  沼端ももこ  大久保望  田中幸乃  中野真李

第 58 回発表会：「風と光のドリーミング」
NHK BS プレミアムにて全国放映「豊島重之とモレキュラーシアター《種差というトポス》」
青森県立美術館主催：豊島弘尚追悼展 招待公演「スヴァールバル〜種子の方舟」 
作演出 豊島重之　出演：久保田祥貴  中野真李  大久保望  田中幸乃  大久保一恵  田島千征  ほか

豊島弘尚展（9/18 〜 11/8・八戸市美術館） 
祝賀と追悼会：重之企画主催 「UGETSU」出演：中野真李
第 59 回発表会：《 SWAN SONG 》

 八戸市公会堂
       神奈川県立音楽堂

八戸市  南郷文化ホール
目黒パーシモンホール

さいたま市文化センター

青森県立美術館シアター

八戸市美術館
八戸市公会堂

神奈川県立音楽堂

 東京両国  シアターΧ ( カイ )

目黒パーシモンホール
さいたま市文化センター

八戸市美術館
青森市民ホール

八戸市公会堂
NHK  BS プレミアム

青森県立美術館シアター

八戸市美術館 
八戸グランドホテル

八戸市文化ホール

２月20日

４月５日
７月21〜28日

８月27日

11月５日

11月20日

八戸市公会堂

さいたま市文化センター

Rody’s

十和田市民文化センター

八戸市公会堂

表紙写真：
「かかし、海がみたい」
撮影：山口フォトアート

ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所《60年の軌跡》 ダンスバレエリセ豊島舞踊研究所 2016

風のかけら　2015あそびうた　2015 タクラマカンの葦舟　2015

総監督・舞踊構成／豊島重之　
振付指導／服部明子・田島千征・大久保一恵
　　　　　石井久美子・山本和美　
アナウンス／三浦文恵　
舞台／ KK アイズ　
衣装／高野和子・リセ衣装部

美粧／リセ美粧部　
舞台写真／フォトセンター惣門 
ヴィデオ撮影／映像工房サンフレンド　
ポスター／ツルカメデザイン　
パンフレット／ササキデザインプランニング
プロデュース／高沢利栄　

（左）
八戸ファンタジィ2015　
終演後に。
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いつも親切。いつも丁寧。全医療機関の処方せん承ります。

本社オフィス　〒 031- 0023　八戸市是川4-2-23　　電話  0178-96-6559　 Fax  0178-96-6569

いつも親切。いつも丁寧。全医療機関の処方せん承ります。

本社オフィス　〒 031- 0023　八戸市是川4-2-23　　電話  0178-96-6559　 Fax  0178-96-6569

柏崎調剤薬局　ニュータウン薬局 白山台店　薬局ミミ おいらせ店
くるみ薬局 二戸店　ちょうみん薬局 田子店

柏崎調剤薬局　ニュータウン薬局 白山台店　薬局ミミ おいらせ店
くるみ薬局 二戸店　ちょうみん薬局 田子店

番町教室
☎24-3861

白山台教室
☎38-3451

英会話 ＆ コンピューター教室
フォニックス・TOEIC・TOEFL・英検対応

JACKSON TWO
jackson2@sea.plala.or.jp

清水法律事務所
八戸市根城5-12-21-101（八戸の裁判所向かい）

TEL　０１７８－５１－６０３６

弁護士　清水健一郎　清水由美
青森県弁護士会所属

祝60周年

アメリカンダイナー

Rody’s
八戸市十六日町21


