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DANCE FILM Century of Film and Dance◎
「映像とダンスの世紀」　9.20sat - 10.3fri

Program 9.20 sat, 9.28 sun

A ロイ・フラーとバウハウス
Loie Fuller and Bauhaus

61min.

『ロイ・フラーの幻想的ダンスがつむぐフェ
リ』　1934年／ 29分
監督：ジョージ・R・バスビー修復：ルネ・リヒ
ティヒ＋シネマテ－ク・フランセーズ　修復
協力：オルセー美術館
ロイ・フラーは、20世紀初頭の目まぐるしく
変容するダンスによって広く知られている。
彼女はアール・ヌーヴォー運動を真に具現
化する存在であり、特に彼女の「動くヴェー
ル」は有名である。アメリカのイリノイ州生まれの彼女は、ダンスの世界に入る前は
女優をしていた。「蛇のダンス」（1891）が彼女の最初の成功した振付作品で、彼女は
この作品で動くヴェールにカラー・ライティングをほどこしてみせた。1892年に
フラーはフォリー・ベルジェールと契約し、その1年後に自らの舞台装置のパテントを
登録する。イギリスとアメリカをツアーした後1897パリに戻り、フォリー・ベルジェール
にて「火のダンス」と「ユリのダンス」を上演。1900年のパリ万博では、建築家アンリ・
ソバージュが彼女のためのパヴィリオンを建設し、フラーの名前は不動のものとなっ
た。フラーは自身の団員だったイサドラ・ダンカンが名を成すのに手を貸し、1908年
には「ロイ・フラーのファンタジック・バレエ」という名のダンス学校を設立した。第一
次世界大戦後は映画の世界に参入したが、彼女の死の６年後、1934年、そのパート
ナーであるガブ・ソレールよって映画作品『ロイ・フラーの幻想的ダンスがつむぐ
フェリ』が撮影された。
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
Loïe Fuller is well known for radically transforming dance shortly before the turn of 
the 20 century. She was a true embodiment of the Art nouveau movement, 
especially with her famous “veils in motion”. Native of Illinois - United-State, she 
was an actress before turning to dance. La Danse serpentine ( 1891 ) was her first 
successful choreography, in which she used the veils in motion, as well as colored 
lighting. In 1982 she is hired by the Folies-Bergère. One year later she registered a 
patent for her scenographic apparatus. After touring in England and in the 
United-States of America she came back in Paris in 1897 and performed La danse 
du feu ( fire's dance ) and La danse du lys ( lily's dance ) in the Folies-Bergères. The 
pavilion built by the architect Henri Sauvage for Loïe Fuller during the 1900 
Universal Exhibition established her fame. She had contributed to the fame of 
Isadora Duncan, who was part of Fuller's troupe for some time. In 1908 she 
founded a dance school which was called “Ballets fantastiques de Loïe Fuller” 
( Loïe Fuller's fantastic ballets ). After World War I she tried herself in cinema. In 
1934, six years after her death it is her companion Gab Sorère who shot the movie 
La féérie fantastique des ballets de Loïe Fuller.

Program presented by Cinémathèque de la Danse

『トリアディック・バレエ』 1970年／ 32分
オスカー・シュレンマー振付による３部作再
構成：ハンネス・ヴィンクラー　振付：マーガ
レット・ヘイスティング、フランツ・シェームス、
ゲオルグ・フェルデン、衣裳再現：マルギッ
ト・バルディー　音楽：エーリッヒ・フェアシュ
トル　ダンサー：エーディト・デムハーター、
ラルフ・シュモリク、ハンネス・ヴィンクラー
この「全体芸術」の中心で、舞台上の人物は
「ハプニング」となり、ダンスと衣裳とともに
３つのハーモニーを生みだし、身体、精神、心の三位一体化を象徴化する。画家、彫刻
家、振付家、音楽家、ダンサー、作曲家と多彩な才能を持つオスカー・シュレンマー
は、1921年に造形の教授としてバウハウスに合流した。彼の驚くべき横断的精神は、
芸術分野の間に存在する壁の解体に貢献した。「トリアディック・バレエにおいては、
オスカー・シュレンマーが衣裳を物語として創造したところに強みがある」とローレン
ス・ルップは指摘している。衣裳は、それが纏うところの身体の動きの範囲をコント
ロールする。あらかじめ決められた身動きのパターンの総数が設定されてしまう為、
衣裳そのものが振付であるということも出来るであろう。
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
The man on stage becomes “happening” at the heart of this Gesamtkunstwerk 
which creates a triple harmony between dance, costume and which symbolizes 
the triad body, mind, soul. The artist, Oskar Schlemmer had polymorphous 
talent: He was a painter, a sculptor, a choreographer, a musician, a dancer and a 
composer. In 1921, he joined the Bauhaus as a Master of Form. With his dazzling 
interdisciplinary mind, he contributed to the inspiring decompartmentalization 
of artistic domains. As Laurence Louppe asserts “ In Triadic Ballet Schlemmer's 
strength lies in the fact that he has made his costumes as if they were stories”. 
Every costume does dictate the set of doable movements to the body that is 
hold. Every costume is a choreography which chooses a certain amount of 
pre-selected gesture while inhibiting the others.

Program presented by Cinémathèque de la Danse

Program 9.21 sun, 9.29 mon

B
65min.

『ジョー・ミルグラム・コレクション第1部』
構成：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
『ロッキン・チェア』1957年　出演：ジャッ
ク・ティーガーデン、ルイ・アームストロン
グ／『スイート＆ロウ』1947年　出演：サ
ミー・デイヴィス・Jr.、ウィル・メスティン・ト
リオ／『ミスター・ボージャングルズ』1935
年　出演：ビル・ロビンソン、シャーリー・テ
ンプル／『A列車で行こう』1943年　出
演：デューク・エリントン・オーケストラ／
『リズム＆ブルース・レビュー』1956年　出演：ナット・キング・コール／『エイント・ミス
ビヘイヴン』1941年　出演：ファッツ・ウォーラー／『インターナショナル・ハウス』
1933年　出演：キャブ・キャロウェイ／他
ジョー・ミルグラム（1916-2005）のジャズとの出会いは、30年代のティーンエー
ジャーの頃、ルイ・アームストロングの78回転レコードを蚤の市で買った時だった。
そのたぐいまれな熱情によって彼はパリ、特にサン・ジェルマン・デ・プレを通過した
ミュージシャンたちとすぐに親しくなった。ミルグラムはボリス・ヴィアン、シャルル・デュ
ロネー、モーリス・キュラーズといった人々の親友で、ホット・クラブ・デュ・フランスの主
催者ピエール・ヌリーの助けよってジャンゴ・ラインハルトを発見した。彼はルイ・アー
ムストロングやキャブ・キャロウェイのムーラン・ルージュでのライブにも立ち会った。
1970年に彼はジャズ映画のフッテージを、「ハリウッドにもまだまだ面白いものがある
が、しっかり捕まえておかないと消えてしまう」という理由でコレクションし始める。
ジョー・ミルグラムは30年をかけてジャズ映画の最も美しいコレクションをダニエル・
フィリパッチの援助で築きあげ、一説に200時間を越える映像を保持するに及んだ。
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
Jo Milgram Collection Part 1, edited by La Cinémathèque de la Danse

« Rockin' Chair », 1957, with Jack Teagarden and Louis Armstrong/Sweet and Low, 
1947,　with Sammy Davis Jr & The Will Mastin Trio/ Mr. Bojangles with Bill 
Robinson and Shirley Temple, 1935/ « Take the A Train », 1943, with: Duke Ellington 
and his orchestra/ Rhythm and Blues Revue, 1956, with Nat King Cole/ Ain't 
Misbehavin', 1941, with Fats Waller/ International House, 1933, with Cab Calloway

Jo Milgram (1916 – 2005) discovered Jazz when he was a teenager, when he 
purchased an Armstrong's 78 rpm record in a flea-market in the 1930's. Thanks 
to his ardent enthusiasm, he quickly befriended musicians who were passing 
through Paris - especially in Saint-Germain-des-Près. He was Boris Vian's brother 
in arms as well as Charles Delaunay's and Maurice Cullaz's. he discovered Django 
Reinardt thanks to Pierre Nourry who hosted the Hot Club de France. He 
attended Louis Amstrong's, Cab Calloway's, The Cotton Club's lives at the Moulin 
Rouge. In 1970 he began collecting Jazz films at a time when “ there were still 
interesting catalogs in Hollywood but if we did not cling to them they would have 
disappeared”. During thirty years and with Daniel Filipacchi's help, Jo Milgram 
gathered together one of the most beautiful collection of Jazz films, which is said 
to amount to more than two hundreds hours of cinematographic images.

Program presented by Cinémathèque de la Danse

ジャズと映画Ⅰ
Film on Jazz Ⅰ

Program 9.22 mon, 9.30 tue

C
61min.

『ジョー・ミルグラム・コレクション第2部』
構成：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
『ベティ・ブープ　私は聞いた』1933年             
監督：デイブ・フライシャー　音楽：ドン・
レッドマン／『バブリング・オーバー』1934
年　出演：エセル・ウォーターズ／『アンブ
レラ・マン』1959年　出演：ルイ・アームス
トロング、ディジー・ガレスピー／『ビッグ・
ファット・バタフライ』1944年　出演：ジー
ン・ロジャース／『チェック・アンド・ダブルチェック』1929年　出演：デューク・エリント
ン／『エヴリバディ・ジャンピン・ナウ』1946年　監督：ウィリアム・フォレスト・クラウチ
出演：ノーブル・シスル、メイベル・リー／『スマッシュ・ユア・バッゲージ』1932年　監督：
ロイ・マック　出演：ザ・エルマー・スノーデン・バンド、ラバーレッグ・ウィリアムズ／他
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
Jo Milgram Collection Part 2 edited by La Cinémathèque de la Danse

Bubbling Over, 1934 , with Ethel Waters/ « The Umbrella Man », 1959, with Dizzy 
Gillespie and Louis Armstrong/ Big Fat Butterfly, 1944, Gene Rogers' Women 
Orchestra/ Check and Double Check, 1929, by Melville W. Brown, with Duke 
Ellington/ « Everybody's Jumpin' Now », 1946, by William Forest Crouch, with 
Noble Sissle & Mabel Lee/ Smash Your Baggage, 1932,by Roy Mack, with The 
Elmer Snowden Band & Rubberlegs Williams

Program presented by Cinémathèque de la Danse

ジャズと映画Ⅱ
Film on Jazz Ⅱ

映像の原点にはダンスがある。人や動物の動きの研究のために撮影された連続
写真がのちに映画の誕生のヒントとなった。映画というメディアの発展とともに、
ダンスの様々な表現が生まれ、それもまた記録されてきた。映画というメディアが
ダンスの発展に及ぼした影響は大きい。また身体を記録しようとしたことで映像
自身も発展していったのだった。本プログラムは「映像とダンスの世紀」として
その歴史の一部を顧みる。パリのダンス映像アーカイブ、シネマテーク・ドゥ・
ラ・ダンス提供の歴史的に貴重な映像作品もプログラムに加え、ヤン・ファーブル
の歴史的パフォーマンスを映像のために再クリエーションした作品『ファーブ
ル博士があなたを癒します』や、フィリップ・グランドリュー監督／エレーヌ・ロシュ
トー出演の『ホワイト・エピレプシー』など刺激的な作品が登場する。

Dance is one of the origins of moving images.  The sequential photographs 
used to document the movements of humans and mammals for research 
purposes, laid the steps for the birth of cinema.  Along with the development 
of film as a media, dance gave birth to different new expressions, and those 
were documented as well in films.  The influence of film as a media upon 
dance's development could not be ignored.  Conversely, film itself 
developed among the attempts to capture bodily movements.  This 
program looks back upon the history of the “Century of Film and Dance.” 
This year's dance film program at Theater Image Forum highlights films of 
historical importance picked from the Paris Cinématheque de la danse, the 
film version of the epoch-making performance by Belgian choreographer 
Jan Fabre, Doctor Fabre Will Cure You; and White Epilepsy directed by 
Philippe Grandrieux starring Hélène Rocheteau, among many others.



Program 9.24 wed, 10.2 thu

E
52min.

『ダンス』　2007年／ 52分
監督：ヘレナ・ファン・ダンツィヒ　振付：
ルシンダ・チャイルズ　音楽：フィリップ・
グラス　美術：ソル・ルウィット　出演：
オペラ・デュ・ラン

1979年、ルシンダ・チャイルズは「ダン
ス」をクリエーションし、音楽家のフィリッ
プ・グラスと美術家のソル・ルウィットに
参加するように要請した。映画の後半で、
ステージ前面に、ステージ上を見とおす事が出来る透明なスクリーンが立てられる。
「ダンス」は、ダンサーと映像のリズミカルな関係、出現と消失の遊戯、スプリット・スク
リーンの使用などにおいて映像史においても魅惑的な作品と見なされている。フィ
リップ・グラスのエクスタシックな反復の効果もあり、コンテンポラリーダンス史に
おける本当の傑作となっている。̶ グザヴィエ・バエール
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
Dance 2007/52min
Directed by Helena Van Dantzig  Choregraphy:Lucinda Childs, Music  Philip 
Glass, Art Production: Sol Le Witt,  Dancers: Ballet de l'Opéra national du Rhin

In 1979, when Lucinda Childs created Dance she called on Philip Glass to compose 
the music and on the artist Sol Lewitt. The latter shot the movie which was then 
released at the forestage, on a huge transparent screen through which the stage 
could be seen. Dance is regarded as an enchanting work in image history because 
of the superposition of the dancers on stage and those in the movie, the rhythmic 
interlacing, the play between apparition and disappearance, the split-screens 
revealing some sections of the space. It is really a contemporary dance 
masterpiece, thanks to Philip Glass' ecstatic repetitions as well. Xavier Baert

Program presented by Cinémathèque de la Danse

ルシンダ・チャイルズ
Lucinda Childs

Program 9.26 fri

F
68min.

『ホワイト・エピレプシー』 2012年／68分
監督：フィリップ・グランドリュー　出演：エ
レーヌ・ロシュトー、ジャン＝ニコラ・ダフロン、
アニャ・レトガーカンプ、ドミニク・デュプイ
『ホワイト・エピレプシー』はグランドリュー
の進行中の三部作の第一部にあたる作
品で、「不安」について考察されている。
「ホワイト・エピレプシー」、「殺人」、「居心
地の悪さ」の三部作は、パフォーマンス、
映画、インスタレーションとして制作されている。パフォーマンスは2011年のメッツ・
ポンピドゥー・センターでエレーヌ・ロシュトーによって演じられたものである。
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
White Epilepsy 2012/68 min
Directed by: Philippe Grandrieux With: Hélène Rocheteau, Jean-Nicolas Dafflon, 
Anja Röttgerkamp, Dominique Dupuy

White Epilepsy is the first opus of Philippe Gandrieux's tryptic in progress, in 
which the notion of anxiety is addressed. White Epilepsy, Meurtrière, Unrest are 
the three core movements, which all consist of a performance, a movie and an 
installation. The performance was performed by Helene Rocheteau at the Metz's 
Pompidou Center in 2011.

Program presented by Cinémathèque de la Danse

闇の中の身体
Body in the Darkness

Program 9.25 thu, 10.3 fri

G
61min.

『ファーブル博士があなたを癒します』
2013年／ 61分
監督：ピエール・クーリブフ　出演：ヤン・
ファーブル、イヴァナ・ジョジッチ
演出家・振付家・アーティスト、ヤン・ファー
ブルの日記と、彼が行ってきた有名なパ
フォーマンスを原案につくられた映画的
ポートレート。現在も創作の舞台としてい
る生まれ育った街アントワープを、ヤン・
ファーブルが青い舌の犬、緑色のプラスチックの甲虫、札束のスーツを着たビジネス
マン、肉片の甲冑をまとった騎士などに次から次へと偽装し、徘徊する。
Dr. Fabre Will Cure You 2013/61min
Directed by Pierre Coulibeuf Featuring Jan Fabre, Ivana Jozic

Fictitious portrait of the Flemish artist Jan Fabre, based on his diary, his visual 
works and his performances. The film -a modern fairy tale- projects Jan Fabre 
into his own imaginative universe and composes a character who changes 
ceaselessly identity, plays numerous roles under the most varied disguises; 
behind a mask, still another mask … The female character, like a ‘demon of 
passage’ using different faces, haunts the male character and inspires his 
metamorphoses, ad infinitum.

ピエール・クーリブフとヤン・ファーブル
Pierre Coulibeuf and Jan Fabre  

Program 9.27 sat

H
65min.

『スペース・イン・バック・オブ・ユー』 
監督：リチャード・ルトコウスキー、原案：
ロバート・ウィルソン、出演：花柳寿々紫、
アナ・ハルプリン、シモーヌ・フォルティ、
カーラ・ブランク他、音楽：デイヴィッド・
バーン/ 2011年/65分
『浜辺のアインシュタイン』などで知られ
るアメリカの舞台演出家ロバート・ウィルソ
ンの振付をこなし、その演出に多大な影響を与えた舞踊家花柳寿々紫。幼少期から
地唄舞を習っていた寿々紫は1960年、単身ニューヨークへ渡りマーサ・グラハムに
師事する。やがて当地で花を開こうとしてたコンテンポラリーダンスに出会い、やがて
オリジナル作品を欧米で発表するようになる。寿々紫の振付に感銘を受けたウィルソ
ンは、彼女を振付家として招き、1984年発表の『ニー・プレイズ』以降15作品におい
てコラボレーションした。大阪の老人ホームにアルツハイマーを煩った寿々紫がいる
と聞いたウィルソンは彼女に会いにいく。彼女は話をしなかったが、手振りだけで2人
はコミュニケーションをとるのだった。2010年に逝去した舞踊家・寿々紫の人生に
ついてのドキュメンタリー。2012年ダンストリエンナーレトーキョーで好評につき再映。
The Space in Back of You  2011/65min.
Directed by Richard Rutkowski, Original Plan by Robert Wilson, Featuring: Suzushi 
Hayanagi, Anna Halprin, Simone Forti, Carla Blank, and others.  Music by David Byrne.

This is a documentary film that depicts artist Suzushi Hayanagi, who has 
choreographed for, and deeply influenced the theater director Robert Wilson, 
well known for his involvement in Einstein on the Beach and in otherworks.  
Suzushi, who had been studying ‘Jiuta-mai,’ a form of traditional Japanese 
dance from when she was a child, moved to New York alone in 1960, and then 
studied under Martha Graham.  After she was introduced to the blossoming 
contemporary dance movement, she started to perform original dance pieces 
in the United States.  Wilson, who had been strongly impressed by her 
choreography, invited her as a choreographer, later forming a collaboration 
producing Knee Plays in 1984, and 15 more works.  When Wilson was notified 
about Suzushi being in a nursing home in Osaka suffering from Alzheimer's, he 
goes to meet her.  Suzushi never spoke a word, but the two communicated with 
the movement of their hands.   Suzushi Hayanagi passed away in 2010.  

スペース・イン・バック・オブ・ユー
The Space in Back of You 

Program 9.23 tue, 10.1 wed

D
75min.

『フラメンコの魔性と神秘』　1952年／
75分
監督：エドガー・ネヴィル　音楽：イサー
ク・アルベニス、エンリケ・グラナドス、フェ
デリコ・チュエカ、パドレ・ソレール 他
出演：アントニオ、ロベルト・ヒメネス 他
ナレーション：フェルナンド・レイ

1951年、ジャン・コクトーの親友でもあっ
た小説家のエドガー・ネヴィルは、アンダ
ルシアへ向かい、フラメンコについての最も美しいドキュメンタリー・フィクションと
されている『フラメンコの魔性と神秘』を撮影した。この旅日記は、世界のもっとも
美しい風景を舞台としている。灼けるヘレスのつらなる丘、有名なロンダの村（リルケ
が住んだ場所としても、闘牛の地としても知られている）、その河の流れがフラメンコ
の魂と心に生を授けたと信じられているグアダルクイビルの気だるい川岸…。ジャズ
と同様、フラメンコは抵抗と生への燃えたぎる欲望から生まれた。フラメンコの帝国
はセビージャからグラナダへ、カディスからコルドバへ野火のように広がっていっ
た。これらの土地の名前は、蜂蜜とアルコールの香りに包まれており、我々を東方へ
の入口へと向かう官能的な夢に誘う。この作品の素晴らしさはそのリズムにある。
ゆったりした漂流感覚がカンテ・ホンドによって宥められ、風景の官能性と土そのも
の、そして踊り手たちの身体が独特の感覚で混じりあう。踊り手たちは死と快楽が
交わる境地の不可思議さを、アラベスクのように描き出す。あらゆるドラマを拒絶し、
現実と直接に対峙することで、この作品はフラハティの『ルイジアナ物語』とムルナウ
の『タブウ』と同じ系譜に足を置いている。それは聖なるものの上にリアリズムが構
築された、カルト・ムービーの系譜だ。この映像詩の美の一部は永遠に忘れがたいも
のである。ロンダのアントニオ、ロサリオ・エスクデロ、ピラール・ロペス、マノロ・バルガ
スその他大勢…が永遠へと向かっていく。̶ パトリック・バンサール
プログラム提供：シネマテ－ク・デュ・ラ・ダンス
Duende y Misterio del Flamenco 1952/75 min
Directed by Edgar Neville  Music: Isaac Albéniz, Enrique Granados, Federico Chueca, 
Padre Soler With: Antonio, Roberto Ximenez, etc.  Narration: Fernando Rey.

In 1951, the Spanish novelist Egard Neville, who was one of Jean Cocteau's close 
friends, went to Andalucia to shoot what has been considered as the most 
beautiful documentary fiction about flamenco : Duende y misterio del flamenco 
( Charms and mystery of flamenco ). This travel diary takes place in one of the 
most breathtaking landscape in the world : Jerez's hills burned, epic village of 
Ronda, by the sun ( where Rilke lived and legendary place of bullfighting ), the 
languid banks of the Guadalquivir, whose either tempestuous or quiet currents 
are believed to have given birth to the flamenco's heart and soul. Like Jazz, 
Flamenco was born from rebellion and from the furious desire to live. Its 
empire spread like wildfire from Seville to Granada, from Cadiz to Cordova. 
These names are covered with honey and alcohol scents which carry us in a 
sensual dream to the gate of Orient. The magic of this work lies in its rhythm, in 
the feeling of slowness and drift soothed by the cante jondo, in this unique way 
of blending landscape sensuality and the soil's grain to the beauty of the 
dancers' bodies. The Dancers are then drawing arabesques and a mystery 
where death and pleasure are intertwined. Refusing any effect of 
dramatization the movie establishes a direct confrontation with reality : this 
work is in the same vein as Flaherty's Lousiana Story and Murnau's Taboo. Cult 
movies where the realism is built up in the sacred. Some of this 
cinematographic poem virtuosities are forever unforgettable : Antonio at 
Ronda, Rosario Escudero, Pilar Lopez, Manolo Vargas and many more ... to 
eternity. Patrick Bensard.

Program presented by Cinémathèque de la Danse

フラメンコの魔性と神秘
Duende y Misterio del Flamenco

© Regards Productions

すべての上映作品はデジタル上映となります。 Every film in the program will be projected digitally.



ミナ ペルホネン特製フェスティバルTシャツをプレゼント！
パフォーマンス、ダンスフィルム、トークイベント、ワークショップの4つのプログラム
のうち、2つ以上のプログラムのチケット5枚で、ミナ ペルホナン特製フェスティバ
ルTシャツをプレゼントします。会期中、終演後にパフォーマンス会場受付にてお渡
しいたします。（なくなり次第プレゼントは終了）

Get a free festival T-shirt specially made by minä perhonen!
For 5 tickets of more than 2 festival programs (performances, films, talk 
events, workshops), you will receive a gift of a free T-shirt specially 
made for the festival by minä perhonen! In order to receive the T-shirt, 
please come to the reception counter after performances during the 
festival period. (Please note that the number of T-shirts is limited, and 
the campaign will end as soon as all the T-shirts are gone.)

9.20 sat ▶ 10.3 fri　各日21:00start
会場：シアター・イメージフォーラム Theatre Image Forum

当日一般1,300円／学生・シニア1,100円／会員1,000円／
特別鑑賞券 1,100円　自由席・定員入替制／整理券制
General ￥1,300 / Students and Seniors ￥1,100 / Members 
￥1,000 / Advance tickets ￥1,100
Free seating / Tickets only valid for one program / Numbered 
tickets will be distributed in the order of arrival.

★一部日本語字幕無し　Please note that some films are without 
　Japanese subtitles.
★10/1の映画サービスデー料金は適用されません。

Tickets

● 主　催 公益財団法人児童育成協会（こどもの城 青山劇場・青山円形劇場）、スパイラル／株式会社ワコールアートセンター、Dance New Air 実行委員会
● 共　催 株式会社ダゲレオ出版（シアター・イメージフォーラム）、アンスティチュ・フランセ日本、fifoo‒Bühnenkunstverein / NPO法人アートネットワーク・ジャパン、Office A/LB、Gabriela Tudor Foundation、
 Domino / Perforations Festival Croatia、Whenever Wherever Festival

● 助　成 平成26年度文化庁国際芸術交流支援事業、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、アンスティチュ・フランセ パリ本部
● 協　賛 公益財団法人フランダースセンター、Bloomberg L.P.、トヨタ自動車株式会社、株式会社資生堂、東急ステイサービス株式会社、ネスレネスプレッソ株式会社、ミナ ペルホネン
● 協　力 ブラスメディアコーポレーション株式会社（青山ブックセンター）、アサヒビール株式会社、ピエール・エルメ・パリ、公益財団法人セゾン文化財団、城崎国際アートセンター、NPO法人魁文舎、渋谷青山通り商店会、青山表参道商店会
● 後　援 アメリカ合衆国大使館、インドネシア共和国大使館、カナダ大使館、韓国大使館 韓国文化院、クロアチア共和国大使館、フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、ベルギー王国大使館、ルーマニア大使館、
 ケベック州政府在日事務所、ブリティッシュ・カウンシル、EU・ジャパンフェスト日本委員会、渋谷区、日本ダンスフォーラムJaDaFo

【お問合せ】　シアター・イメージフォーラム   TEL. 03-5766-0114   www.imageforum.co. jp
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●シアター・イメージフォーラム窓口
　東京都渋谷区渋谷2-10-2  TEL.03-5766-0114　www.imageforum.co.jp

　Theatre Image Forum *Japanese only

　2-10-2, Shibuya Shibuya-ku Tokyo 150-0002 

●チケットぴあ　Ticket Pia　http://pia. jp/t/ ［Pコード 465-702］
　特別鑑賞券のみ取扱い　Advance tickets only

　TEL.0570-02-9999　音声自動応答　
　Interactive Voice Response. Pcode is required. Japanese only

●ローソンチケット　Lawson Ticket　http://l-tike.com ［Lコード 38936］
　特別鑑賞券のみ取扱い　Advance tickets only

会場：シアター・イメージフォーラム　Theatre Image Forum　www.imageforum.co. jp

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-10-2　TEL.03-5766-0114
渋谷駅より徒歩8分。宮益坂を上がり、五叉路を直進、一つ目の信号を渡り、スターバックスの右手入る。表参道駅B1出口より青山通りを渋谷方面に直進、徒歩10分。

青山劇場・青山円形劇場　Aoyama Theatre / Aoyama Round Theatre　www.aoyama.org　TEL. 03-3797-5678

スパイラルホール　Spiral Hall　www.spiral.co. jp　TEL. 03-3498-1171

青山ブックセンター本店　Aoyama Book Center main store　www.aoyamabc.co. jp　TEL.03-5485-5511

①

②
③
④

2014年秋、東京・青山を舞台に2002年から開催してきた「ダンストリエンナーレトー
キョー」を引き継ぎ、新たなダンスフェスティバル「Dance New Air – ダンスの明日」
が誕生します。青山円形劇場とスパイラルホールでは、協働クリエーションにフォーカス
をあてた8作品を上演。また、24日間の会期中には、こどもの城ピロティでの屋外
パフォーマンス、シアター・イメージフォーラムでのダンスフィルム、青山ブックセンター
本店でのブックフェア、ダンスワークショップ、アーティスト・イン・レジデンスとワーク・
イン・プログレスなど、ダンスに関する多彩なプログラムを開催します。
ダンスの今、そして未来を、アートと日常がとけあう街・青山で体感してください。

“Dance New Air” will start in the fall of 2014, taking over the heritage of the Dance 

Triennale Tokyo which had been held in Aoyama, Tokyo since 2002. In its first 

edition this year, this new dance festival will feature eight collaborative works 

shown at Aoyama Round Theatre and Spiral Hall. The festival will last for 24 days, 

and will feature not only the above mentioned dance performances but also a 

variety of other dance-related programs, including outdoor performances in the 

piloti space at Children's Castle, screenings of dance films at Theatre Image Forum, 

a dance book fair at the Aoyama Book Center main store, dance workshops, artists 

in residence and showings of their works in progress.Come feel the present and 

future of dance alive and kicking in the art city of Aoyama this fall.

パフォーマンス参加アーティスト　Participating Performance Artist

小野寺修二&片桐はいり&ソフィー・ブレック&藤田桃子、伊藤郁女、エス
ター・バルフェ&チョン・ヨンドゥ&北村成美、大植真太郎&森山未來&平原
慎太郎、山下残、ナセラ・ベラザ、北村明子&ユディ・アフマッド・ダジュディン、
フランソワ・シェニョー&セシリア・ベンゴレア、ポール=アンドレ・フォルティエ 他
Shuji Onodera & Hairi Katagiri & Sophie Brech & Momoko Fujita, 

Kaori Ito, Esther Balfe & Young Doo Jung & Shigemi Kitamura, 

Shintaro Oue & Mirai Moriyama & Shintaro Hirahara, Zan 

Yamashita, Nacela Belaza, Akiko Kitamura & Yudi Ahmad Tajudin, 

François Chaignaud & Cecilia Bengolea, Paul-André Fortier, etc.


