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130601/SAT　13:00 ○パリ・オペラ座バレエ団日本公演2013／東京文化会館　　　　　　　 13:00も
　　　　　　　　　　「天井桟敷の人々」振＝ジョゼ・マルティネス
　　　　　　　　　　バチスト＝マチュー・ガニオ　ガランス＝イザベル・シアラヴォラ
　　　　　　18:00 ○パリ・オペラ座バレエ団日本公演2013／東京文化会館
　　　　　　　　　　「天井桟敷の人々」振＝ジョゼ・マルティネス
　　　　　　　　　　バチスト＝ステファン・ビュリオン　ガランス＝アニエス・ルテステュ
　　　　　　15:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／大宮ソニックシティ
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　17:00 ○Noism1：2013年春・新作公演／KAAT神奈川芸術劇場大ホール
　　　　　　　　　　「ZA-ZA 祈りと欲望の間に」演・振＝金森穣
　　　　　　　　　　出＝井関佐和子、宮河愛一郎、藤井泉、中川賢、真下恵、青木枝美、
　　　　　　　　　　藤澤拓也、宮原由紀夫、亀井彩加、角田レオナルド仁
　　　　　　17:00 ○鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコライブ／代々木上原・MUSICASA　　 14:00も
　　　　　　　　　　「赤いろうそくと人魚」原作＝小川未明　出＝鍵田真由美、佐藤浩希、
　　　　　　　　　　矢野吉峰、柏麻美子、工藤朋子、東陽子。柴崎沙里、関祐三子、小西みと　他
　　　　　　　　　　作詞・朗読＝小川秀晴　作曲・ピアノ・ヴォーカル＝中島千絵
　　　　　　18:30 ○スジャータ・モハパトラ東京公演2013／なかのZERO小ホール
　　　　　　　　　　《東インド古典舞踊オリッシー》
　　　　　　15:00 ○山海塾／世田谷パブリックシアター
　　　　　　　　　　「KARA・MI～二つの流れ～から・み」
　　　　　　16:00 ○DANCE -X13 MONTREAL:TOKYO:BUSAN／青山円形劇場
　　　　　　　　　　「HETERO」岩淵貞太、関かおり
　　　　　　　　　　「KAIROS」Su Hyun Kim（韓国）
　　　　　　　　　　「FLIGHT DiSTANCE ㈽:CHAIN SUITE」Helen Simoneau（カナダ）
　　　　　　18:00 ○DIAMOND DOGS「マスカレード」／銀河劇場　　　　　　　　　　　　 14:00も
　　　　　　　　　　演・振＝Ｄ☆Ｄ　振・ステージング＝港ゆりか
　　　　　　　　　　出＝東山義久、森新吾、小寺利光、和田泰右、長澤風海、加賀谷一肇　他
　　　　　　18:00 ○Tokyoza 1st SHIENKAI／光が丘IMAホール
　　　　　　　　　　構・振＝ユキ・スガヌマ　振＝サチ・コヤマ、カズコ・シミズ
　　　　　　　　　　賛助出＝サチ・コヤマ、アキオ・キムラ
　　　　　　19:00 ○カンパニー・フィリップ・ジャンティ「動かぬ旅人」／パルコ劇場　 14:00も
　　　　　　18:00 ○ビルジング第３回単独公演／池袋シアターグリーン　　　　　　　　 13:00も
　　　　　　　　　　「ビルは投げられた」演・振・出＝加藤紗希
　　　　　　19:00 ○P-Linkes「marbling」／四谷４丁目・クロスロードギャラリー13:00、16:00も
　　　　　　　　　　出＝大島志織、Waccha、米澤一平、濱田陽平、橋本知久
　　　　　　15:00 ○「Weightless Days」／京都芸術センターギヤラリー北・南
　　　　　　　　　　アンジェラ・デタニコ、ラファエル・ライン、ヤザキタケシ、松本芽虹見
　　　　　　15:00 ○花柳衛菊舞踊リサイタル「昭和ッ！」／セッションハウス　　　　　 18:00も
　　　　　　　　　　振・出＝花柳衛菊　出＝花柳大日翆
　　　　　　10:30 ○第39回たかね会《高嶺流創流45周年記念舞踊公演》（高嶺登猿・泉勝）
　　　　　　　　　　／浅草公会堂
　　　　　　15:30 ▽映画ロードショー「そしてAKIKOは…」／岩波ホール　　　　　　　　　 ⇒？
　　　　　　　　　　演＝羽田澄子
　　　　　　15:00 ▽《伊福部昭生誕100年プレコンサート》／ミューザ川崎シンフォニーホール
　　　　　　　　　　「日本の太鼓」鹿踊り（映像付き）1951年初演　作曲＝伊福部昭
　　　　　　　　　　「プロメテの火」1950年12月帝劇で江口・宮舞踊団が初演　作曲＝伊福部昭
　　　　　　　　　　指＝広上淳一　奏＝東京交響楽団
—————————————————————————————————————————————
130602/SUN　15:00 ○Noism1：2013年春・新作公演／KAAT神奈川芸術劇場大ホール
　　　　　　　　　　「ZA-ZA 祈りと欲望の間に」演・振＝金森穣
　　　　　　　　　　出＝井関佐和子、宮河愛一郎、藤井泉、中川賢、真下恵、青木枝美、
　　　　　　　　　　藤澤拓也、宮原由紀夫、亀井彩加、角田レオナルド仁
　　　　　　15:00 ○山海塾／世田谷パブリックシアター
　　　　　　　　　　「KARA・MI～二つの流れ～から・み」
　　　　　　19:00 ○ダンス リンク リング vol.4／セッションハウス　　　　　　　　　 15:00も
　　　　　　　　　　岩濱翔平、加藤みや子、木原浩太、タバマ企画、寺杣彩
　　　　　　16:00 ○DANCE -X13 MONTREAL:TOKYO:BUSAN／青山円形劇場
　　　　　　　　　　「HETERO」岩淵貞太、関かおり
　　　　　　　　　　「KAIROS」Su Hyun Kim（韓国）
　　　　　　　　　　「FLIGHT DiSTANCE ㈽:CHAIN SUITE」Helen Simoneau（カナダ）
　　　　　　14:00 ○DIAMOND DOGS「マスカレード」／銀河劇場
　　　　　　　　　　演・振＝Ｄ☆Ｄ　振・ステージング＝港ゆりか
　　　　　　　　　　出＝東山義久、森新吾、小寺利光、和田泰右、長澤風海、加賀谷一肇　他
　　　　　　14:00 ○カンパニー・フィリップ・ジャンティ「動かぬ旅人」／パルコ劇場
　　　　　　18:00 ○ビルジング第３回単独公演／池袋シアターグリーン　　　　　　　　 13:00も



　　　　　　　　　　「ビルは投げられた」演・振・出＝加藤紗希
　　　　　　/　　 ○平多宏之・陽子舞踊研究所第43回発表会／小牧市市民会館
　　　　　　18:00 ○第66回加藤燿子現代舞踊公演／山口市民会館　　　　　　　　　　　 13:00も
　　　　　　15:00 ○「Weightless Days」／京都芸術センターギヤラリー北・南
　　　　　　　　　　アンジェラ・デタニコ、ラファエル・ライン、ヤザキタケシ、松本芽虹見
—————————————————————————————————————————————
130603/MON
—————————————————————————————————————————————
130604/TUE　11:00 ▽東京新聞：平成25年舞踊芸術賞、中川鋭之助賞、舞踊コンクール特別賞表彰式
　　　　　　　　　　／如水会館
　　　　　　＜受賞＞東京新聞・舞踊芸術賞＝花柳茂香（邦舞）、森嘉子（洋舞）
　　　　　　　　　　東京新聞・中川鋭之助賞＝瀬島五月
　　　　　　　　　　（コンクール特別賞）
　　　　　　　　　　エールフランス航空賞＝加藤大和
　　　　　　　　　　石井漠・はるみ賞指導者大賞＝二見一幸
　　　　　　　　　　バレエ奨励賞＝該当なし
　　　　　　　　　　河藤たつろ記念団体奨励賞＝バレエスタジオDUO
　　　　　　　　　　平岡斗南夫賞＝向井章人
　　　　　　　　　　平多正於賞＝MDS池内新子・池田素子スタジオ
　　　　　　　　　　山田五郎賞＝小林啓子
　　　　　　　　　　みやこ賞＝（第１部）藤間蘭駒、（第２部）若柳華妙
　　　　　　　　　　童心賞＝「はらぺこ猫とワイルドマウス」岡田香
　　　　　　　　　　児童舞踊大賞＝かやの木芸術舞踊学園
　　　　　　　　　　すずらん賞＝「すずめの学校」平多陽子・平多美幸
　　　　　　20:00 ○東京ELECTROCK STAIRS新作公演／吉祥寺シアター
　　　　　　　　　　「東京るるる」振・音楽・出＝KENTARO!!　出＝横山彰乃、高橋萌登、
　　　　　　　　　　服部未来、吉田拓、泊麻衣子、武藤心平、秋山千尋
　　　　　　14:00 ○カンパニー・フィリップ・ジャンティ「動かぬ旅人」／パルコ劇場
—————————————————————————————————————————————
130605/WED　19:00 ○ラ・ダンス・コントラステ第17回アトリエ公演／座・高円寺２
　　　　　　　　　　「AWA」演・振＝中原麻里
　　　　　　　　　　出＝伊藤さよ子、宮内麻衣、布目沙織、増嶋あゆみ、高木奈津子、小野朝子、
　　　　　　　　　　anna、清水あゆみ、武石光嗣、細野生、関口啓
　　　　　　20:00 ○東京ELECTROCK STAIRS新作公演／吉祥寺シアター
　　　　　　　　　　「東京るるる」振・音楽・出＝KENTARO!!　出＝横山彰乃、高橋萌登、
　　　　　　　　　　服部未来、吉田拓、泊麻衣子、武藤心平、秋山千尋
—————————————————————————————————————————————
130606/THU　14:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／東京文化会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　19:00 ○ラ・ダンス・コントラステ第17回アトリエ公演／座・高円寺２
　　　　　　　　　　「AWA」演・振＝中原麻里
　　　　　　　　　　出＝伊藤さよ子、宮内麻衣、布目沙織、増嶋あゆみ、高木奈津子、小野朝子、
　　　　　　　　　　anna、清水あゆみ、武石光嗣、細野生、関口啓
　　　　　　20:00 ○東京ELECTROCK STAIRS新作公演／吉祥寺シアター
　　　　　　　　　　「東京るるる」振・音楽・出＝KENTARO!!　出＝横山彰乃、高橋萌登、
　　　　　　　　　　服部未来、吉田拓、泊麻衣子、武藤心平、秋山千尋
　　　　　　13:00 ○杉並区舞踊連盟創立55周年記念《ザ・日本舞踊》／杉並区立産業商工会館
—————————————————————————————————————————————
130607/FRI　19:00 ○新国立劇場《平山素子・フランス印象派ダンス三部作》／新国立劇場小
　　　　　　　　　　「ボレロ」作曲＝ボレロ　「弦楽四重奏曲」作曲＝トビュッシー
　　　　　　　　　　「官僚的なソナチネ」作曲＝サティ　他　演・振・出＝平山素子
　　　　　　　　　　出＝高原伸子、西山友貴、福谷葉子、青木尚哉、小尻健太、原田みのる、
　　　　　　　　　　アレッシオ・シルヴェストリン、平原慎太郎、宝満直也
　　　　　　18:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／東京文化会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝神戸里奈　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　20:00 ○東京ELECTROCK STAIRS新作公演／吉祥寺シアター
　　　　　　　　　　「東京るるる」振・音楽・出＝KENTARO!!　出＝横山彰乃、高橋萌登、
　　　　　　　　　　服部未来、吉田拓、泊麻衣子、武藤心平、秋山千尋
　　　　　　19:30 ○ダンス/タンツ2013／KAAT神奈川芸術劇場大スタジオ
　　　　　　　　　　《ローラン・シェトゥアーヌ ダンス公演》「Ｍ」
　　　　　　19:30 ○COLONDH vol.4 新作公演／池袋シアターグリーン
　　　　　　　　　　「コロラッタ」構・演・振・出＝COLONCH
　　　　　　　　　　阿久津孝枝、玉上めぐみ、中田智子、中津留絢香、西田沙耶香、
　　　　　　　　　　長谷川風立子、東島未知、藤澤優香
　　　　　　19:00 ○金曜赤坂座・夏の会／黛アートサロン
　　　　　　　　　　「八島」畑聡　「連獅子」林千永、五條絢巳　他
—————————————————————————————————————————————
130608/SAT　15:00 ○新国立劇場《平山素子・フランス印象派ダンス三部作》／新国立劇場小
　　　　　　　　　　「ボレロ」作曲＝ボレロ　「弦楽四重奏曲」作曲＝トビュッシー



　　　　　　　　　　「官僚的なソナチネ」作曲＝サティ　他　演・振・出＝平山素子
　　　　　　　　　　出＝高原伸子、西山友貴、福谷葉子、青木尚哉、小尻健太、原田みのる、
　　　　　　　　　　アレッシオ・シルヴェストリン、平原慎太郎、宝満直也
　　　　　　14:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／東京文化会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝荒井祐子　アルブレヒト＝宮尾俊太郎
　　　　　　16:30 ○バレエ シャンブルウエスト第69回定期公演／オリンパスホール八王子
　　　　　　　　　　「シンデレラ」演・振＝今村博明、川口ゆり子
　　　　　　　　　　シンデレ＝吉本真由美　王子＝山本帆介　道化＝吉本泰久
　　　　　　　　　　妖精の女王＝深沢祥子　コオロギ＝ベンジャミン・スチュワート
　　　　　　　　　　継母＝野田春菜子　オデット＝松村里沙　アロワサ＝田中麻衣子
　　　　　　　　　　指＝福田一雄　奏＝東京ニューシティ管弦楽団
　　　　　　19:00 ○東京ELECTROCK STAIRS新作公演／吉祥寺シアター　　　　　　　　　 15:00も
　　　　　　　　　　「東京るるる」振・音楽・出＝KENTARO!!　出＝横山彰乃、高橋萌登、
　　　　　　　　　　服部未来、吉田拓、泊麻衣子、武藤心平、秋山千尋
　　　　　　19:00 ○ダンス リンク リング vol.4／アネックス仙川ファクトリー　　　　 15:00も
　　　　　　　　　　小松睦、斉藤栄治、田路紅瑠美、根岸由季、横田恵
　　　　　　19:00 ○D-Zoneフェスティバル2013／セッションハウス　　　　　　　　　　 16:00も
　　　　　　　　　　MaMaNiMaNiMaNi「MaNiPuLaTe」出＝田上和佳奈、渡邊絵理
　　　　　　17:00 ○ダンス/タンツ2013／KAAT神奈川芸術劇場大スタジオ
　　　　　　　　　　《ローラン・シェトゥアーヌ ダンス公演》「Ｍ」
　　　　　　18:00 ○COLONDH vol.4 新作公演／池袋シアターグリーン
　　　　　　　　　　「コロラッタ」構・演・振・出＝COLONCH
　　　　　　　　　　阿久津孝枝、玉上めぐみ、中田智子、中津留絢香、西田沙耶香、
　　　　　　　　　　長谷川風立子、東島未知、藤澤優香
　　　　　　20:00 ○スズキ拓朗・ソロ新作「toy tooy toooy」／渋谷・SARAVAH東京
　　　　　　17:30 ○法村友井バレエ団「海賊」／あましんアルカイックホール
　　　　　　　　　　芸術監督＝法村牧緒　振＝ヴァジム・シローチン
　　　　　　　　　　衣裳・美術＝アンナ・コトロワ　衣裳・美術制作＝Vozrozfdenie社
　　　　　　　　　　メドゥーラ＝法村珠里　コンラッド＝今村泰典　アリ＝小嶋直也
　　　　　　　　　　グリナーラ＝河野裕衣　ランケデム＝法村圭緒　ビルバント＝大野晃弘
　　　　　　　　　　パシャ＝井口雅之　キャラクターダンス・ソリスト＝西尾隆生、堤本麻起子
　　　　　　　　　　指＝江原功　奏＝大津フィルハーモニー管弦楽団
—————————————————————————————————————————————
130609/SUN　15:00 ○新国立劇場《平山素子・フランス印象派ダンス三部作》／新国立劇場小
　　　　　　　　　　「ボレロ」作曲＝ボレロ　「弦楽四重奏曲」作曲＝トビュッシー
　　　　　　　　　　「官僚的なソナチネ」作曲＝サティ　他　演・振・出＝平山素子
　　　　　　　　　　出＝高原伸子、西山友貴、福谷葉子、青木尚哉、小尻健太、原田みのる、
　　　　　　　　　　アレッシオ・シルヴェストリン、平原慎太郎、宝満直也
　　　　　　14:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／東京文化会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　15:00 ○東京ELECTROCK STAIRS新作公演／吉祥寺シアター
　　　　　　　　　　「東京るるる」振・音楽・出＝KENTARO!!　出＝横山彰乃、高橋萌登、
　　　　　　　　　　服部未来、吉田拓、泊麻衣子、武藤心平、秋山千尋
　　　　　　14:00 ○COLONDH vol.4 新作公演／池袋シアターグリーン
　　　　　　　　　　「コロラッタ」構・演・振・出＝COLONCH
　　　　　　　　　　阿久津孝枝、玉上めぐみ、中田智子、中津留絢香、西田沙耶香、
　　　　　　　　　　長谷川風立子、東島未知、藤澤優香
　　　　　　16:00 ○イリスバレエスタジオ（泉田ひろこ）第28回発表会
　　　　　　　　　　／たづくりホール（調布市文化会館たづくり）
　　　　　　/　　 ○平多宏之・陽子舞踊研究所第43回発表会／多治見市文化会館
　　　　　　12:00 ○歌幸の会（水木歌幸）／国立小
—————————————————————————————————————————————
130610/MON
—————————————————————————————————————————————
130611/TUE
—————————————————————————————————————————————
130612/WED
—————————————————————————————————————————————
130613/THU　18:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／鳥栖市民文化会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝神戸里奈　アルブレヒト＝熊川哲也
—————————————————————————————————————————————
130614/FRI　19:00 ○新宿芸術家協会公演《お伽草子を踊る》／四谷区民ホール
　　　　　　　　　　「つづらの中から」振・出＝小林祥子　出＝池田瑞臣、五十嵐美和、尾高有美
　　　　　　　　　　「厨子王恋しやほうやれほう」振・出＝和田寿子
　　　　　　　　　　「転生～安珍清姫より」振・出＝佐藤雅子　出＝小林舞
　　　　　　　　　　「西遊記」より猪八戒　振・出＝鈴木恵子
　　　　　　　　　　「つうの想い」振・出＝大谷けい子　歌＝上田ふみ子、古田真祐子
　　　　　　　　　　「道成寺縁起」振・出＝小林伴子　竜笛＝太田豊　小鼓＝石井千鶴
　　　　　　　　　　「桃太郎」振＝雑賀淑子　出＝ウタコ、小島直子、桑原麻実、関あゆみ　他
—————————————————————————————————————————————



130615/SAT　18:00 ○牧阿佐美バレヱ団「白鳥の湖」／ゆうぽうとホール
　　　　　　　　　　演・振＝三谷恭三　美術＝ボブ・リングウッド
　　　　　　　　　　オデット/オディール＝青山季可　王子＝菊地研
　　　　　　　　　　出＝吉岡まな美、茂田絵美子、久保茉莉恵、米澤真弓、日高有梨、笠井裕子、
　　　　　　　　　　森田健太郎、逸見智彦、保坂アントン慶、塚田渉、今勇也、清瀧千晴　他
　　　　　　15:00 ○チャイコフスキー記念東京バレエ団「ラ・シルフィード」／東京文化会館
　　　　　　　　　　振＝ピエール・ラコット　ラ・シルフィード＝渡辺理恵　ジェイムス＝柄本弾
　　　　　　　　　　出＝高木綾、奈良春夏、吉川留衣、河谷まりあ、木村和夫、後藤晴雄、
　　　　　　　　　　梅澤紘貴、和田康佑、原田祥博
　　　　　　16:30 ○東京新聞：第70回全国舞踊コンクール上位入賞者による第30回アンコール公演
　　　　　　　　　　／めぐろパーシモンホール
　　　　　　15:00 ○カンパニー・マギー・マラン／彩の国さいたま芸術劇場大ホール
　　　　　　　　　　「Salves サルヴズ」演・振＝マギー・マラン
　　　　　　18:00 ○神奈川県芸術舞踊祭No.98《ダンスカナガワ フェスティバル》
　　　　　　　　　　／神奈川県立音楽堂
　　　　　　19:00 ○D-Zoneフェスティバル2013／セッションハウス　　　　　　　　　　 16:00も
　　　　　　　　　　nobplabo「碧-ao-」振・出＝登坂良樹
　　　　　　18:30 ○ジャズダンスチームAimプロデュース公演Vol.4
　　　　　　　　　　／彩の国さいたま芸術劇場小ホール　　　　　　　　　　　　　　　 13:00も
　　　　　　　　　　作・演・脚本＝佐竹啓之　構・振＝鈴木美弥子　振・出＝椎野純
　　　　　　15:00 ○新国立劇場《平山素子・フランス印象派ダンス三部作》
　　　　　　　　　　／穂の国とよはし芸術劇場PLAT主ホール
　　　　　　　　　　「ボレロ」作曲＝ボレロ　「弦楽四重奏曲」作曲＝トビュッシー
　　　　　　　　　　「官僚的なソナチネ」作曲＝サティ　他　演・振・出＝平山素子
　　　　　　　　　　出＝高原伸子、西山友貴、福谷葉子、青木尚哉、小尻健太、原田みのる、
　　　　　　　　　　アレッシオ・シルヴェストリン、平原慎太郎、宝満直也
　　　　　　15:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／フェスティバルホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　18:00 ○若柳吉駒・90歳のリサイタル／国立小
—————————————————————————————————————————————
130616/SUN　16:30 ○牧阿佐美バレヱ団「白鳥の湖」／ゆうぽうとホール
　　　　　　　　　　演・振＝三谷恭三　美術＝ボブ・リングウッド
　　　　　　　　　　オデット/オディール＝伊藤友季子　王子＝京當侑一籠
　　　　　　　　　　出＝吉岡まな美、茂田絵美子、久保茉莉恵、米澤真弓、日高有梨、笠井裕子、
　　　　　　　　　　森田健太郎、逸見智彦、保坂アントン慶、塚田渉、今勇也、清瀧千晴　他
　　　　　　15:00 ○チャイコフスキー記念東京バレエ団「ラ・シルフィード」／東京文化会館
　　　　　　　　　　振＝ピエール・ラコット
　　　　　　　　　　ラ・シルフィード＝沖香菜子　ジェイムス＝松野乃知
　　　　　　　　　　出＝高木綾、奈良春夏、吉川留衣、河谷まりあ、木村和夫、後藤晴雄、
　　　　　　　　　　梅澤紘貴、和田康佑、原田祥博
　　　　　　/　　 ○全日本児童舞踊協会：第60回児童舞踊合同公演／めぐろパーシモンホール
　　　　　　15:00 ○カンパニー・マギー・マラン／彩の国さいたま芸術劇場大ホール
　　　　　　　　　　「Salves サルヴズ」演・振＝マギー・マラン
　　　　　　17:30 ○ジャズダンスチームAimプロデュース公演Vol.4
　　　　　　　　　　／彩の国さいたま芸術劇場小ホール　　　　　　　　　　　　　　　 13:00も
　　　　　　　　　　作・演・脚本＝佐竹啓之　構・振＝鈴木美弥子　振・出＝椎野純
　　　　　　14:00 ○小島章司フラメンコ2013／静岡芸術劇場
　　　　　　　　　　「生と死のあわいを生きて～フェデリコの魂に捧げる～」作・出＝小島章司
　　　　　　18:30 ○エリート・バレエ・スタジオ第１回特別公演／境市民会館大ホール
　　　　　　　　　　出＝室尾由紀子、法村圭緒、湧田美紀、浅田良和　他
　　　　　　/　　 ○花柳寿一美／国立小
—————————————————————————————————————————————
130617/MON　20:00 ○池上秀夫デュオ・シリーズ《おどるからだ かなでるからだ》
　　　　　　　　　　／四谷３丁目・喫茶茶会記
　　　　　　　　　　池上秀夫（コントラバス）×笠井晴子（ダンス）
—————————————————————————————————————————————
130618/TUE　13:00 ○若柳流宗家《かたばみ会》（若柳吉蔵）／国立小
—————————————————————————————————————————————
130619/WED　15:30 ▽日本バレエ協会：創立55周年祝賀会、第29回服部智恵子賞授賞式、
　　　　　　　　　　第７回舞踊文化功労賞授与式、薄井憲二会長の卒寿を祝う会
　　　　　　　　　　／メルパルク東京5F瑞雲の間
　　　　　　＜受賞＞第29回服部智恵子賞（2013年度）＝荒井祐子
　　　　　　18:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／岩手県民会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝日向智子　アルブレヒト＝熊川哲也
—————————————————————————————————————————————
130620/THU　18:30 ○花柳茂香舞踊研究会《えんの会》／国立小
　　　　　　　　　　「樹々の密」花柳茂珠　「月の彩」花柳茂香　他
—————————————————————————————————————————————
130621/FRI　19:00 ○鍵田真由美・佐藤浩希フラメンコ舞踊団公演／まつもと市民芸術館主ホール



　　　　　　　　　　《BAYS Best of ARTE Y SOLERA～That's FLAMENCO》
—————————————————————————————————————————————
130622/SAT　14:00 ○新国立劇場バレエ団《新国立劇場開場15周年》公演／新国立劇場オペラパレス
　　　　　　　　　　「ドン・キホーテ」振＝マリウス・プティパ、アレクサンドル・ゴルスキー
　　　　　　　　　　改訂振＝アレクセイ・ファジェーチェフ　美術＝オークネフ
　　　　　　　　　　キトリ＝米沢唯　バジル＝福岡雄大
　　　　　　12;30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／オーチャードホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝浅川詩織　アルブレヒト＝遅沢佑介
　　　　　　16:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／オーチャードホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　19:30 ○D-Zoneフェスティバル2013／セッションハウス
　　　　　　　　　　ドドド・モリ「春の採点」振＝新宅一平
　　　　　　15:00 ○チャイコフスキー記念東京バレエ団「ジゼル」／鎌倉芸術館大ホール
　　　　　　　　　　振＝ワシリーエフ　ジゼル＝上野水香　アルブレヒト＝高岸直樹
　　　　　　　　　　ヒラリオン＝木村和夫　ミルタ＝田中結子
　　　　　　18:00 ○伊香保アバンギャルド「大江戸宵祭り」／アサヒ・アートスクエア
　　　　　　　　　　Abe"M"ARIA、鈴木優理子、なんばしすたーず、根岸由季、三木須弥子、
　　　　　　　　　　ラブリー恩田、石坂亥士、山賀ざくろ
　　　　　　17:30 ○DANCE UNIVERSE vol.10：ダンス＆バレエ・パフォーマンス／秋田市文化会館
　　　　　　　　　　振・出＝川村泉
　　　　　　/　　 ○日本のをどり／浅草公会堂
—————————————————————————————————————————————
130623/SUN　14:00 ○新国立劇場バレエ団《新国立劇場開場15周年》公演／新国立劇場オペラパレス
　　　　　　　　　　「ドン・キホーテ」振＝マリウス・プティパ、アレクサンドル・ゴルスキー
　　　　　　　　　　改訂振＝アレクセイ・ファジェーチェフ　美術＝オークネフ
　　　　　　　　　　キトリ＝小野絢子　バジル＝菅野英男
　　　　　　14:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／オーチャードホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　18:00 ○ＮＢＡバレエ団公演／メルパルク・ホール東京　　　　　　　　　　 13:30も
　　　　　　　　　　「真夏の夜の夢」振＝クリストファー・ウィールドン
　　　　　　　　　　「ケルツ」振＝ライラ・ヨーク
　　　　　　　　　　出＝ダヴィット・カラペティヤン、根岸千晶、田澤祥子、小島沙耶香、
　　　　　　　　　　久保紘一、ジョン・ヘンリー・リード、大森康正、賀川暢　他
　　　　　　/　　 ○システム・カスタフィオール／彩の国さいたま芸術劇場大ホール
　　　　　　　　　　「Stand Alone Zone」
　　　　　　15:30 ○中村友美・上田仁美モダンバレエ：開設45周年記念第40回発表会
　　　　　　　　　　／春日部市民文化会館大ホール
　　　　　　　　　　「それでも日々は続く」「光のロンド」「夢・創造・花いっぱい」他
　　　　　　19:00 ○D-Zoneフェスティバル2013／セッションハウス　　　　　　　　　　 15:00も
　　　　　　　　　　ドドド・モリ「春の採点」振＝新宅一平
　　　　　　/　　 ○現代舞踊協会中部支部：第56回現代舞踊公演／名古屋市芸術創造センター
　　　　　　　　　　《ダンス パラダイス 2013》
　　　　　　15:15 ○ダンサー田中泯による「私の子供=舞踊団」／静岡・水子貝塚公園
　　　　　　15:30 ○佐藤典子舞踊生活65周年記念舞踊作品展《私はここにいる》
　　　　　　　　　　／磐田市民文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　11:00 関係者特別公演
　　　　　　　　　　「証城寺のたぬきばやし」「ちゃっきり節幻想曲」
　　　　　　　　　　「セレブレーション～讃歌」「金絲雀（カナリヤ）」
　　　　　　　　　　「アポロンとフェートンのものがたり」
　　　　　　　　　　ゲスト出＝大柴タクマ、大前光市、金刺わたる、中田一史、奥野晃士
—————————————————————————————————————————————
130624/MON
—————————————————————————————————————————————
130625/TUE　20:00 ○勅使川原三郎連続公演／シアターχ
　　　　　　　　　　「ドドと記違いたち」（新作）
—————————————————————————————————————————————
130626/WED　17:00 ○勅使川原三郎連続公演／シアターχ
　　　　　　　　　　「ドドと記違いたち」（新作）
　　　　　　20:00 ○勅使川原三郎連続公演／シアターχ
　　　　　　　　　　「春、一夜にして」（再演）
—————————————————————————————————————————————
130627/THU　17:00 ○勅使川原三郎連続公演／シアターχ
　　　　　　　　　　「春、一夜にして」（再演）
　　　　　　20:00 ○勅使川原三郎連続公演／シアターχ
　　　　　　　　　　「ドドと記違いたち」（新作）
　　　　　　18:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／新潟県民会館
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
—————————————————————————————————————————————
130628/FRI
—————————————————————————————————————————————
130629/SAT　14:00 ○新国立劇場バレエ団《新国立劇場開場15周年》公演／新国立劇場オペラパレス



　　　　　　　　　　「ドン・キホーテ」振＝マリウス・プティパ、アレクサンドル・ゴルスキー
　　　　　　　　　　改訂振＝アレクセイ・ファジェーチェフ　美術＝オークネフ
　　　　　　　　　　キトリ＝川村真樹　バジル＝厚地康雄
　　　　　　12:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／オーチャードホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝荒井祐子　アルブレヒト＝宮尾俊太郎
　　　　　　16:30 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／オーチャードホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　19:00 ○D-Zoneフェスティバル2013／セッションハウス　　　　　　　　　　 15:00も
　　　　　　　　　　.nocoto@「WaGo'n」演・振＝村上美寿希
　　　　　　18:00 ○平原慎太郎ソロダンス公演「NOCON Bolerush」／あうるすぽっと
　　　　　　　　　　構・振・出＝平原慎太郎
　　　　　　18:00 ○日本アートマイム協会旗揚げ企画《INICJACJE》／シアターχ　　　　14:00も
　　　　　　　　　　ステファン・ニジャウコフスキの映像「Actor Silence」など
—————————————————————————————————————————————
130630/SUN　14:00 ○新国立劇場バレエ団《新国立劇場開場15周年》公演／新国立劇場オペラパレス
　　　　　　　　　　「ドン・キホーテ」振＝マリウス・プティパ、アレクサンドル・ゴルスキー
　　　　　　　　　　改訂振＝アレクセイ・ファジェーチェフ　美術＝オークネフ
　　　　　　　　　　キトリ＝寺田亜沙子　バジル＝奥村康祐
　　　　　　14:00 ○熊川哲也：K-BALLET COMPANY「ジゼル」／オーチャードホール
　　　　　　　　　　ジゼル＝佐々部佳代　アルブレヒト＝熊川哲也
　　　　　　15:00 ○日本アートマイム協会旗揚げ企画《INICJACJE》／シアターχ
　　　　　　　　　　ステファン・ニジャウコフスキの映像「Actor Silence」など
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