Tatsumi Hijikata Memorial Award finalist performance

10.26 [thu] 10.28 [sat]
▲

「土方巽記念賞」
ファイナリスト公演

踊る。秋田 2017

会場／秋田県児童会館けやきシアター

「既成のダンス概念を超え、独自の表現を生み出す」という土方巽師の衣鉢を受け継ぐ者に与えられるべく制定された土方巽記念賞には、世界 16 カ国から 219
作品のエントリーがありました。その中から厳正な映像審査を経て選出された 15 組のファイナリストと、昨年の SCF（ソウル国際振付フェスティバル）で『踊る。秋田』
特別賞を授与されたビョン・ジェボム（Dance company the but）が秋田の地で踊ります。その中から一組に栄えある第一回土方巽記念賞が贈られるほか、観客
の選ぶ「オーディエンス賞」や海外ゲスト賞も用意されています。世界の精鋭たちの競演を存分にお楽しみ下さい。
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Designare Movement 芸 術 監
督・主催・振付家、NDA 国際フェ
スティバル代表・芸術監督

振付家、韓国芸術総合学校
舞踊院 創作科 学科長

香港 ／ Hong Kong

コスタリカ ／ Costa Rica

ダニエル・ユン
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シンガポール ／ Singapore

エリアナ・リロワ
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ジェイ・ヒラバヤシ

クイック・スィ・ブン

ONE DANCE WEEK festival
ディレクター

作家、舞踊評論家

ココロダンス、バンクーバー
国際ダンスフェスティバル
エ グ ゼ クテ ィブ デ ィレ ク
ター

T.H.E Dance Company 主 宰、
芸 術 監 督、M1CONTACT
Contemporary Dance Festival
芸術監督

Elianna Lilova

Program2

Jeong-ho Nam

イリス・リン

ブルガリア ／ Bulgaria

18：00
18：30 ‒

Hosik Yu

チェン・ヤピン
Ya-Ping Chen

『踊る。秋田』フェスティ
バル・ディレクター

10.26 [thu]

ナム・ジョンホ

国際パフォーミングアーツプロ
ジェクト（IPAP）代 表、ソウル
国際即興ダンスフェスティバル
芸術監督

台湾 ／ Taiwan

Santa Yamakawa

舞踊評論家、慶應大学名
誉教授

ユ・ホシク

Kwang-ryul Jang

Natsu Nakajima

Tatsuro Ishi

チャン・グァンリョル

Takao Norikoshi

10.27 [fri]

開場
開演

18：00
18：30 ‒

Jay Hirabayashi

Program3

Compañía Danza Universitaria

Dance company the but

Su Shu

コスタリカ ／ Costa Rica

韓国 ／ Korea

台湾 ／ Taiwan

Sabotaje

Wandering

SCF
『踊る。秋田』

Kuik Swee Boon

10.28 [sat]

開場
開演

14：30
15：00 ‒

Unspeakable

特別賞受賞作品

ⓒSabotaje 2016

三東瑠璃

四戸賢治

日本 ／ Japan

日本 ／ Japan

Matou

小暮香帆
日本 ／ Japan

MIMOSA

K(-A-)O

-short version-

photo by bozzo

photo by Manaho Kaneko

Hung-Chung Lai

アン・ギョム、イ・ガヨン

キム・ソルジン

台湾 ／ Taiwan

韓国 ／ Korea

韓国 ／ Korea

Birdy

Between

Trace

ⓒHung Dance

ⓒSeoul International Choreography Festival (SCF)

Kuan Hsiang Liu

Kim Bong su

台湾 ／ Taiwan

韓国 ／ Korea

日本 ／ Japan

Kids

Moment

絶滅危惧種
〜繁殖部屋にて〜

水中めがね∞

Endangered species
〜Breeding room〜
Josh Martin

下島礼紗

CAKRA DANCE COMPANY

カナダ ／ Canada

日本 ／ Japan

日本 ／ Japan

オムツをはいたサル

Leftovers

DISCO

Monkey in a diaper
Photo by Tim Summers

photo by bozzo

Tjimur Dance Theatre
台湾 ／ Taiwan

As Four Step

あなた
の

1票 で
チケット

未来 の スター が決まる！かも！？
発売中

※未就学児童入場不可

16 組のファイナリストの中から、あなたの好きな一組を選んで下さい。一番多い票を獲得した一組には
『踊る。秋田』オーディエンス賞が授与され、翌年のファイナリスト公演に参加する権利が与えられます。
明日のスターを生み出すのはあなたの一票かもしれません。オーディエンス賞投票券は『３公演通し券』についています。

※チケットの引き換えは公演当日、開演の 2 時間前から会場受付にて行います。

「土方巽記念賞」ファイナリスト公演

一

般

前売り…￥2,000 当日…￥2,300 ※３公演通し券には土方巽記念賞の
３公演通し券…￥5,000（前売りのみ） オーディエンス賞投票券が付いています。

『踊る。秋田』実行委員会事務局／ info@odoru-akita.org または tel.018-874-9037

学生無料
【要予約】

メールの場合は、郵便番号／住所／氏名／電話番号／学校名・学年／学生証の有
無／希望公演名・公演日、「土方巽記念賞ファイナリスト公演チケット希望」と明
記してお申込みください。お電話の場合は口頭にてお伝えください。当日会場受
付で、予約番号と引き換えに無料学生券を発行いたします。

チケット購入方法

ローソンチケット 予約Ｌコード：L 2 1 5 3 8
〈その他、各販売店舗へお問い合わせください〉

caoca 広場（秋田駅トピコ内）TEL.018-889-3580
ココラボラトリー TEL.018-866-1559
『踊る。秋田』実行委員会事務局 TEL.018-874-9037

お問い合わせ
『踊る。秋田』実行委員会 事務局
TEL. 018-874-9037
e-mail：info@odoru-akita.org
http://www.odoru-akita.org/
〒011-0951
秋田県秋田市土崎港相染町字沼端 71-11
ポートプラザ秋田 2-11

