
平成 23年 度事業報告書

白 平 成 23年 4月 1日

至 平成 24年 3月 31日

1.バ レエ芸術σD優秀な成果に対する表彰

橘秋 子賞は、平成 23年 度から隔年実施に変更したため、実施 しなかった。

2.奨 学金σ)授与

平成 23年 度の奨学生を都内各バ レエ団から推薦を受|ナて、検言ヽ十の結果、 下記の 3名 の

者が平成 23年 度奨学金受給者に決定 した1、

佐藤万里絵 (スターダンサーズ ・バレエ団)

矢島まい (チャイコフスキー記念東京バ レエ団)

大石恵 子 (東京シテ ィバ レエ団)

なお、奨学生への奨学金授 与は、郵送によリイ十われた。

3.バ レエ公演の開催

牧阿佐美バ レヱ1寸十の公演は、別紙のとお り開催 した。

4.外 国人バ レエ教師の招聘

例年 どお リジャン=フ ィリップ ・アル ノー氏を招聘 して、サマーバ レエワー クショッ

プを下記の 卜1時で実施 した、

|1 時 :第 1回 目 (前期)平 成 23年 8月 8 il(月 )～ 12日 (金)5卜 1問

第 2卜|卜](後 期)平 成 23年 8月 15H(月 )～ 19日 (金)5日 間

場 所 :青 山バ レヱハウス

参加者教 :第 1回 日 95名

第 2同 目 74名

5.児 量のためのバ レエ芸術の指導 とその発表

平成 23年 度は、橘バレヱ学校のスタジオを借用 して、計 36肝Jの指導を行つた。また、

新潟会場は、渡辺珠実バ レエ スタジオを倍用 して、計 12回 の指導を行ったcそ の練習

成果の発表会を第 37回 日本ジュニアバ レヱ公演 として、平成 23年 8月 9日 にゆ う|ま

うとホールにおいて開催 した。

6。 会報の発行

「バ レヱ ・エスカイア」 として、No。33、No。34を 発行 した.



7 .埼 「【県堆踊協会主催による姉 玉県舞踊 コンクールの各部 1位 入賞者へ橘秋 子賞 として、

盾 (ブロンズ)を 授与 した。

8。 その他の事業

L記の事業を達成するために募金活動を行つた。



平成23年度事業報告書 冗J紙

1.牧阿佐美バレヱ団 実施公演
(1)自主公演

演 目 「自鳥の湖J(全幕)

日程 平成23(2011)年 6月 11日 (土)、12日 (日)
回数 2回

会 場 ゆうぽうとホール(東京都品川区)
演出口振付 三谷恭=

音楽 P.1.チャイコフスキー

美術 ボブ・リングウッド
招聘 アンドレイコアニハーノフ(管弦楽指揮)
*平成23年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)

演 目 「リーズの結婚～ラ`フィーユロマルコガルデ～」(全幕)
日程 平成23(2011)年 10月 22日 (土)、23日 (日)

回数 2回

会場 ゆうぽうとホール(東京都品川区)
演出口振付 サーロフレデリックロアシュトン
音楽 フェルディナンB工ロール
原作 ジャン・ドーベルヴアル
脚色・編曲 フェルディナンロエロール
招聘 ウォルフガング'ハインツ(管弦楽指揮)
*平成23年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)

;雷目 「くるみ害1り人形 |(全幕)

日程 平成23(2011)年 12月 16日 (金)、17日 (土)、18日 (日)

団数 3回

会場 ゆうぽうとホール(東京都品川区)
演出・振付 三谷恭三

音楽 P.I.チヤイヨフスキー

美術 デヴィッド・ウォーカー

招韓 デヴィッド・ガルフォース(管弦楽指揮)
*平成23年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)

テ軍目 「ノートルダム・ド・パリJ(全幕)
日程 平成24(2012)年 2月 18日 (土)、19日 (日)

回数 2回

会場 新国立劇場オペラ劇場 (東京都渋谷区)

演出・振付 ローラン・プティ
音楽 モーリスロジャール
装置 ルネ,アリオ
衣裳 イヴ・サン=ロ ーラン
招聘 デヴィッドBガルフォース(管弦楽指揮)

ルイジロボニーノ(振付指導)
マリーヤロアレクサンドロワ(ゲストダンサー)
ジャン=ミシェル'デジレ(照明監督)

*平成23年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)



(2)請負公演

2.第 37回 日本ジュニアバレヱ公演

演 目 「白鳥の湖」(全幕)
日程 平成23(2011)年

8月27日 (土)、28日 (日)、9月16日 (金)、17日 (土)
回数 各1回 (全4公 演)

会場 8月27日 スターピアくだまつ(山田県下松市)
8月28日 ルネッサながと(山田県長門市)
9月16日 黒部市国際文化センター コラーレ(富山県黒部市)
9月16日 クロスランドおやべ(富山県小矢部市)

演出・振付 三谷恭三

音楽 P.I白チヤイコフスキー(特別録音を使用)
美術 ボブ・リングウッド
主催 (財)自治総合センター

演 目 「くるみ害Jり人形」第1幕、第2幕
「お休み時間 1他

日
日
中〓 平成23(2011)年 8月 9日 (火)

日 1回

△
蚕 ゆうぽうとホール(東京都品川区)

総監督:島田慶
芸術監督:橘秋帆
音楽:P.1.チャイコフスキー、S.M.アーノルド 他


