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9月12日開催 OpenLab「ダンサー言葉で踊る」vol.3 より

©HATORI Naoshi

Dance Base Yokohama 11月〜2021年2月のプログラムを公開
DaBYコレクティブダンスプロジェクト次回参加ダンサーは池ヶ谷奏・藤村港平 /
DaBYレジデンスコレオグラファー ハラサオリによるWS及びトライアウト開催決定
Dance Base Yokohama (略称 DaBY) は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への最善の対策を行い、創
作過程を公開するトライアウトや、アーティストらが自身の経験を自ら語るトーク「OpenLab」などを、
オンラインとオフライン双方にて開催しています。
10月中旬からは、8月に第1回新作トライアウトを行った「DaBYコレクティブダンスプロジェクト」が2度
目の創作を開始。新しくダンサーの池ヶ谷奏・藤村港平が参加し、11月14日(土)に第2回トライアウトを
開催します。その後の11月中旬からは、DaBYレジデンスコレオグラファーとして、平原慎太郎氏に続
き、ハラサオリ氏を迎え、参加者を公募しての振付ワークショップやDaBYでの創作を経て発表するトラ
イアウト、及びオープンディスカッション/ショーイングの実施を予定しています。
報道関係者の皆さまのご取材、内覧も随時承っておりますので、お越しいただける際には、下記担当まで
ご連絡をいただけますようお願い致します。

Dance Base Yokohama

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 KITANAKA BRICK&WHITE BRICK North 3階

広報

info@dancebase.yokohama

田中希

https://dancebase.yokohama/
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DaBY Performance & Talk EVENTS

11/14

DaBYコレクティブダンスプロジェクト 第2回 新作トライアウト
@Dance Base Yokohama

(土)
17:30一般向け

演出・振付
ダンス
音楽
舞台美術
ドラマトゥルク
制作

鈴木竜（DaBYアソシエイトコレオグラファー）
鈴木竜 / 池ヶ谷奏 / 藤村港平
タツキアマノ
一色ヒロタカ / 宮野健士郎（オンデザイン）
丹羽青人
田中希（DaBY）

DaBYアソシエイトコレオグラファーの鈴木竜を中心とした新作クリエイションの、2回目のトラ
イアウトを行います。今回のプロジェクトには、前回6月の第1回トライアウトに参加した20~30
代の若手音楽家・ドラマトゥルク・制作・建築のバックグラウンドを持つ舞台美術作家に加え、
ダンサーの池ヶ谷奏・藤村港平が参加します。
当日は、DaBYチャンネルにて、ライブストリーミングを配信いたします。
□料金
□申込開始

11/28
(土)

11/29
(日)

パフォーマンス 2000円 / ライブ配信 無料
10月24日(土)10:00〜

ハラサオリ トライアウト

＠Dance Base Yokohama

2週間のレジデンス期間に開催するワークショップやリサーチをもとに、新作のクリエイショ
ンを行います。ダンサー、パフォーマー、デザイナー、ビジュアルアーティストなどを日毎に
スタジオへ招き、様々な視点からダンスの在り方を再考すること、そして新たな表現フォー
マットを開発することを目指します。

後日発表

一般向け

2021/
1/9
(土)
13:00-15:00

一般向け

□料金
□申込開始

後日発表
10月31日(土)10:00〜

OpenLab「ダンサー、言葉で踊る」 vol.4
イマジネーション〜クラシックバレエで見つけた可能性
＠Dance Base Yokohama
ゲスト：酒井はな
ナビゲーター：唐津絵理 (DaBY アーティスティックディレクター)
ホスト：小㞍健太 (DaBYダンスエバンジェリスト)
1月はゲストに酒井はな氏を迎え、バレエの経験を通して広がった様々な活動についてのほか、古典バ
レエ作品やコンテンポラリー作品を見る時、そして踊る時の楽しみ方、また新しい作品に臨むために
心がけていることなどを伺います。
□料金
□申込開始

2500円
11月28日(土)10:00〜

※DaBY メンバーズ(無料)のご登録は DaBY ウェブサイト(https://dancebase.yokohama/members)よりお願いします。
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DaBY Performance & Talk EVENTS

2021/
2/27
(土)
15:00-17:00

OpenLab 「ダンサー、言葉で踊る」vol.5
フリーランスアーティストとして生きる〜求めるクリエイティビティとは
＠Dance Base Yokohama
ゲスト：湯浅永麻
ナビゲーター：唐津絵理 (DaBY アーティスティックディレクター)
ホスト：小㞍健太 (DaBYダンスエバンジェリスト)

一般向け
2月はゲストに湯浅永麻氏を迎え、ネザーランド・ダンス・シアター(NDT)で10年間活動してき
た経験や様々な振付家との協働経験を、現在どのように生かしているかや海外と日本のダンス
環境の相違点や共通点などを伺います。
□料金
□申込開始

2500円
2021年1月16日(土)10:00〜

DaBY WORKSHOPS

11/16
(月)

ワークショップ「状況のデザイン」
ナビゲーター：ハラサオリ
＠Dance Base Yokohama

18:00-19:30

11/21
(土)
13:00-14:30
プロフェッショナル
ダンサー向け

DaBYレジデンスコレオグラファーのハラサオリ氏が自身で考案したメソッド「状況のデザイン」
を用いて、バフォーマンス作品の創作方法を学びます。各回90分中、冒頭20分の簡単なレク
チャーの後、70分のスタジオワークでは、まず生態心理学から引用した「アフォーダンス」とい
う概念を通して身体と空間(今回はDaBY)の関係を観察する方法を共有します。そこから各自の技
術レベルに応じて、具体的な動きのアイデアへと変換します。
□対象

□料金
□申込開始

12/2
(水)
~

12/4

主に振付、演出、即興のための新しいヒントや視点を探しているダンスアー
ティスト。ただし身体的な技術レベルは問いませんので、実演経験はないけれ
ど自分の身体を通してパフォーマンス表現について知ったり、考えたりしてみ
たいという方もぜひご参加ください。
2500円
10月24日(土)10:00〜

オープンディスカッション/ショーイング (タイトル未定)
ゲスト講師：大谷能生
ファシリテーター：ハラサオリ
@Dance Base Yokohama

(金)
後日発表

音楽家、評論家大谷能生氏を講師に迎え、DaBYレジデンスコレオグラファーのハラサオリ氏、
及び予め参加決定した5名のプロフェッショナルアーティスト(ダンス、パフォーマンス、演劇、
写真、建築)とともに公開ディスカッションとショーイングを行います。

一般向け
□観覧料金
□申込開始

後日発表
10月31日(土)10:00〜

※DaBY メンバーズ(無料)のご登録は DaBY ウェブサイト(https://dancebase.yokohama/members)よりお願いします。
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DaBY WORKSHOPS

12/19

ProLab Master Class vol.3 「レパートリーを踊る」 @Dance Base Yokohama
ゲスト講師：湯浅永麻＆柿崎麻莉子

(土)
~

12/21
(月)

13:00-18:00

プロフェッショナル
ダンサー向け

8月、9月のProLab Master Classに続き、2名のゲスト講師によるレパートリークラスを開催しま
す。それぞれのアーティストが度々クリエイションに参加してきた海外の振付家作品を学びます。
□「Master Class」テーマ
①湯浅永麻
「シディ・ラルビ・シェルカウイ作品レパートリー」
②柿崎麻莉子 「シャロン・エイヤール作品レパートリー」
□対象
□料金

日本を拠点に活動するプロフェッショナル及びプロフェッショナルをめざすダンサー
1クラスチケット Master Class 3500円 コンテンポラリーダンスクラス 1200円
3日間通しチケット 21000円（3クラス×3日間）

□スケジュール
11:30〜12:45 コンテンポラリーダンスクラス（講師：小㞍健太）
13:00〜15:00
16:00〜18:00

レパートリー①（ゲスト講師：湯浅永麻）
レパートリー②（ゲスト講師：柿崎麻莉子）

□申込開始

11月7日(土)10:00〜

OUTLINE
名称
愛称
所在
URL
開館時間

Dance Base Yokohama (ダンスベースヨコハマ)
DaBY (デイビー)
KITANAKA BRICK&WHITE (北仲ブリック&ホワイト) BRICK North 3階
神奈川県横浜市北仲通5-57-2
https://www.dancebase.yokohama
10:00 - 18:00 (火~土/日・月 休)
※日曜日には、トライアウト公演やワークショップを実施する場合があります。
※月曜日が祝日の場合は、その翌日に休館いたします。
※年末年始、お盆期間に休館有り。詳細はウェブサイトにてご確認ください。

アーティスティックディレクター 唐津絵理 (愛知県芸術劇場シニアプロデューサー)
運営
一般財団法人セガサミー文化芸術財団
各チケットの申込は、Peatix (https://dancebaseyokohama.peatix.com/) よりお願いしております。
申込開始日程はそれぞれ異なりますので、各自確認のうえ、お申込みください。
チケット申し込みには事前のDaBYメンバーズ登録が必要です。DaBY メンバーズのご登録は、 ウェブ
サイト (https://dancebase.yokohama/members) にてお願いいたします。
尚、DaBYレジデンスアーティストの有償企画への参加料は、システム手数料及び振り込み手数料を除
き全額をアーティストにお渡ししています。

Dance Base Yokohama
プロフェッショナルなダンス環境の整備およびダンスに関連するあらゆるクリエイター育成に特化した事業を企画・
運営する、ダンスハウス。複合芸術であるダンスの発展のため、振付家やダンサーといったアーティストのみなら
ず、音楽家、美術作家、映像作家、照明デザイナー、音響デザイナー、またプロデューサーやプロダクションスタッフ、
批評家、研究者、そして観客の皆様の交流拠点になることをめざしています。
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PROFILE
DaBY CREATIVE STAFF
唐津 絵理（DaBY アーティスティックディレクター / 愛知県芸術劇場シニアプロデューサー）

©Takayuki Abe

お茶の水女子大学文教育学部舞踊教育学科卒業、同大学院人文科学研究科修了。舞台活動
を経て、1993年より日本初の舞踊学芸員として愛知芸術文化センターに勤務。2000年に
所属の愛知県文化情報センターで第1回アサヒ芸術賞受賞。14年より現職。10年〜 16年
あいちトリエンナーレのキュレーター(パフォーミング・アーツ)。大規模な国際共同製作
から実験的パフォーマンスまでプロデュース、招聘した作品やプロジェクトは 200を超え
る。文化庁文化審議会文化政策部会委員、全国公立文化施設協会コーディネーター、企業
の芸術文化財団審査委員、理事等の各種委員、ダンスコンクールの審査員、第65回舞踊
学会大会実行委員長、大学非常勤講師等を歴任。講演会、執筆、アドバイザー等、日本の
舞台芸術や劇場の環境整備のための様々な活動を行っている。著書に『身体の知性』等。

小㞍 健太（DaBY ダンスエバンジェリスト / 振付家・ダンサー）

©Takayuki Abe

1999年ローザンヌ国際バレエコンクール受賞。ネザーランド・ダンス・シアター I に日本
人男性として初めて入団。退団後、スウェーデン王立バレエ団、Noism、シルヴィ・ギエ
ム「6000 Miles Away」、キリアンプロダクションに客演する一方、ソロパフォーマンス
『Study for Self/portrait』(2017年原美術館)など創作を軸に活動を展開。近年は、渡辺
レイ、湯浅永麻と Optoを主宰するほか、フィギュアスケート日本代表選手の表現指導、
Dance Lab「ダンサー、言葉で踊る」のキュレーター、さいたまダンス・ラボラトリ
(彩の国さいたま芸術劇場) の講師 / ナビゲーターを務める。

鈴木 竜（DaBY アソシエイトコレオグラファー / 振付家・ダンサー）
横浜に生まれ、山梨・和歌山・東京で育ち、英国ランベール・スクールで学ぶ。これまで
にアクラム・カーン、 シディ・ラルビ・シェルカウイ、フィリップ・デュクフレ、インバ
ル・ピント / アブシャロム・ポラック、エラ・ ホチルド、平山素子、近藤良平、小㞍健太、
夏木マリなど国内外の作家による作品に多数出演。振付家としても横浜ダンスコレクショ
ン2017コンペティションIで「若手振付家のためのフランス大使館賞」などを史上初のトリ
プル受賞するなど大きな注目を集めており、作品は国内外で多数上演されている。
©Takayuki Abe

DaBY RESIDENT CHOREOGRAPHER
ハラサオリ（振付家・ダンサー・美術家）

©Kazuhei Kimura

ベルリン在住。デザイン理論に基づいたパフォーマンス作品の制作を通して、サイトスペシ
フィックな空間と時間における即物的身体の在り方を探究している。それに伴い、テキス
ト、ドローイング、映像なども扱う。近年ではダンサーであった実父との生別/死別を扱っ
たセルフドキュメンタリー作品『Da Dad Dada(ダダッドダダ)』を日本とドイツの二カ国で
上演、翌年2019年秋にはDance New Airにてパフォーマンス作品『no room』を発表。
2020 アーツコミッション横浜U39アーティスト・フェロー
2017 ポーラ美術振興財団派遣海外研修員
2013 吉野石膏美術振興財団在外研修員
2015 東京芸術大学デザイン科修士修了
2018 ベルリン芸術大学舞踊科ソロパフォーマンス専攻(HZT/SODA)修了
ハラサオリ関連企画

助成

アーツコミッション・ヨコハマ

2020.10.22

GUEST PROFILE

大谷能生（音楽と批評）
ミュージシャンとしてジャズを中心に、さまざまなバンドやセッションで活動。著作として
は『平成日本の音楽の教科書』、『ジャズと自由は手をとって（地獄に）行く』、『東京大
学のアルバート・アイラー』（菊地成孔との共著）、『日本ジャズの誕生』（瀬川昌久との
共著）、『身体と言葉』（山縣太一との共著）など多数。

湯浅永麻（ダンサー・振付家）
ヨーロッパのコンテンポラリーダンスを牽引するオランダのダンスカンパニー、NDTに11
年間所属後フリーとなり、マッツ・エック版『Juliet&Romeo』ジュリエット役、サシャ・
ヴァルツ『Körper』等にゲスト出演。渡辺れい・小㞍健太と共同でOptoとしても活動、シ
ディ・ラルビ・シェルカウイ率いるEASTMANにも所属しダンス、オペラ、演劇作品など
多数出演。Kronos Quartet、現代美術家/ピアニストの向井山朋子、能楽師 安田登、建築
家 田根剛、ファッションデザイナー 廣川玉枝、作曲家 worldʼs end girlfriend らなどジャ
ンルを隔てなく多方面にてコラボレーション作品を発表。
2019年第13回日本ダンスフォーラム賞受賞。2020年、XHIASMA project #003”site”とし
て、オンライン/オフラインインスタレーション作品を発表。カウンターテクニック
ティーチャー資格を取得。海外、日本両方で多岐に渡り活動している。

柿崎麻莉子（ダンサー・振付家）

©chikashi suzuki

L-E-V Sharon Eyal|Gai Behar に所属し、世界ツアー中。公演活動と並行して、世界各地で
ワークショップ指導をおこなう。
元新体操選手。元Batsheva ensemble Dance Companyダンサー（2012-2014）。2011年韓
国国際ダンスコンペティション（KIMDC) ダンサー金賞受賞。2013年度香川県文化芸術新人
賞受賞。2014年Israel Jerusalem Dance Week Competition受賞。ダンサーとしてパリコレに
出演（Dior 2019ss）する他、写真・映像モデル、執筆活動など、さまざまな媒体で表現活動
を行う。Japan Dance Forum賞（2020）受賞。

酒井はな（舞踊家）

© Tomohide Ikeya

アメリカのシアトルに生まれ、神奈川県鎌倉市で育つ。1979年からバレエを始め、畑佐俊明
に師事。 橘バレエ学校、牧阿佐美バレエ団に入団し、14歳でキューピット役に抜擢、18歳で
主役デビュー。97 年新国立劇場バレエ団設立と同時に移籍、主役を務める。07年劇団四季の
『コンタクト』と09年『ア ンデルセン』にゲスト出演。13年ユニットAltneu〈アルトノイ〉
として、島地保武との共同創作を本 格的に開始する。 96年村松賞新人賞、舞踊評論家協会新
人賞、97年中川鋭之助賞、98年芸術選奨文部大臣新人賞、00年 服部智恵子賞、08年舞踊批
評家協会賞、09年芸術選奨文部科学大臣賞、15年ニムラ舞踊賞、17年紫綬褒章など。

Dance Base Yokohama

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 KITANAKA BRICK&WHITE BRICK North 3階
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