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Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
この夏、開催します！

ニーマルニーイチ

2021

横浜市では、文化芸術の創造性を生かした横浜らしい特色ある文化芸術イベントとして、現代
アート・ダンス・音楽のフェスティバルを継続的に開催しています。
今夏、４回目となるダンスフェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021」を開催します。
開催にあたっては、国及び県・市の対応方針や各ガイドラインを踏まえ、万全の感染予防対策を講じた
上で実施します。
＜Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 開催概要＞
会期
令和３年８月 28 日（土）～10 月 17 日（日） ＜コア期間 51 日間＞
（プレ期間５月１日（土）～８月 27 日（金）
、ポスト期間 10 月 18 日（月）～11 月 30 日（火）
）

会場
ジャンル
プログラム数
ディレクター

横浜市内全域（横浜の“街”そのものが舞台）
バレエ、コンテンポラリー、ストリート、ソシアル、チア、日本舞踊、
フラ・ポリネシアン、盆踊りなどオールジャンル
約 200
小林十市

＜ディレクタープロフィール＞
小林

十市（こばやし じゅういち）

振付家・ダンサー・俳優

1969 年生まれ。1979 年に小林紀子バレエシアターでバレエを始める。数々の賞を受賞
し、1989 年、スイスのベジャール･バレエ･ローザンヌ（BBL）に入団。『春の祭典』、
『火の鳥』、
『くるみ割り人形』
、
『シエラザード』など数多くのベジャール作品に出演。
BBL を退団後、世界各国のバレエ団にベジャール作品の振付・指導を行っている。
2004 年『エリザベス・レックス』で俳優デビュー。以後、テレビドラマや映画、ラジ
オなどに出演するなど俳優、ダンサー、振付家として活躍。現在はフランスを拠点に
後進の指導にあたっている。
祖父は落語会初の人間国宝、故･五代目柳家小さん、弟は噺家･柳家花緑。

＜フェスティバルのコンセプト＞
(1) 横浜の“街”そのものが舞台
劇場での公演だけでなく、市内に広がる横浜ならではの景観を生かしたプログラムなどを
展開します。
(2) クリエイティブ・インクルージョン
国籍、ジェンダー、世代や障害の有無を越えてあらゆる人が参加することを目指します。
(3) クリエイティブ・チルドレン
アーティスト派遣などによる学校への出張授業やワークショップ等を通じて、横浜の未来
を担う子供たちの豊かな創造性や感性を育みます。
(4) 国際発信
海外に向けて、本フェスティバルに関連するコンテンツを発信し、文化芸術創造都市横浜
のプレゼンス向上に寄与します。

＜チケット＞
一般発売 ６月 28 日（月）～
市民限定の先行抽選受付も予定しています。詳細は後日発表します。

＜Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 主催等＞
主催

横浜アーツフェスティバル実行委員会

共催

横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

後援

観光庁、神奈川県、公益財団法人神奈川芸術文化財団、
公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜商工会議所、
一般社団法人横浜青年会議所、神奈川新聞社、ＮＨＫ横浜放送局、
tvk（テレビ神奈川）
、アール・エフ・ラジオ日本、FM ヨコハマ、
横浜市ケーブルテレビ協議会

助成

令和３年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業
一般財団法人地域創造

協賛

日産自動車株式会社、三井不動産グループ、三菱地所グループ
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社 JVC ケンウッド、
スターツグループ、株式会社そごう・西武 そごう横浜店、
株式会社髙島屋 横浜店、株式会社横浜銀行
上野トランステック株式会社、株式会社キタムラ、株式会社崎陽軒、
クイーンズスクエア横浜、株式会社サカタのタネ、J:COM、凸版印刷株式会社、
NEC、NTT 東日本

協力

キリンビール株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相鉄グループ、
東急電鉄株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、
横浜高速鉄道株式会社、横浜信用金庫

認証

お問合せ先
文化観光局文化プログラム推進課担当課長

土田 俊樹

Tel 045-671-4023

主なプログラム（抜粋）
※特に記載のないものは、横浜アーツフェスティバル実行委員会主催事業です。
※最新情報は公式ウェブサイト（https://dance-yokohama.jp/）をご覧ください。

１ トップアーティスト事業
(1) 横浜ベイサイドバレエ（オープニングプログラム）
これまでのフェスティバルで好評を博してきた『ボレ
ロ』など選りすぐりの３作品を、東京バレエ団が上演
する２晩限りのスペシャルステージ。
日程
会場
出演

８月 28 日（土）、29 日（日）
象の鼻パーク 特設ステージ
東京バレエ団
Photo：Kiyonori Hasegawa

(2)

TENDRE × yurinasia
横浜出身、マルチな才能を発揮するミュージシャン
TENDRE と、SNS フォロワー急増中で注目されているダン
サーyurinasia、公募ダンサーによる、ダンスと音楽が
融合する必見のステージ。
日程
会場
出演

(3)

９月２日（木）
象の鼻パーク 特設ステージ
TENDRE、yurinasia、公募ダンサーほか

東京バレエ団『白鳥の湖』
クラシック・バレエの永遠の名作『白鳥の湖』を東京
バレエ団が神奈川フィルハーモニー管弦楽団の生演奏
とともに上演。
日程
会場
出演

９月４日（土）
神奈川県民ホール 大ホール
東京バレエ団
Photo：Kiyonori Hasegawa

(4)

s**t kingz Brand New Show 2021（仮）
アメリカ最大のダンスコンテスト「BODY ROCK」で２年
連続優勝し、これまで 20 か国以上で舞台上演をしてき
た、世界が認めるダンスパフォーマンスグループによる
新作公演。
日程
会場
出演
主催
共催

９月 17 日（金）～20 日（月・祝）（予定）
関内ホール 大ホール
s**t kingz（シットキングス）
キョードー横浜
横浜アーツフェスティバル実行委員会
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(5)

International Choreography × Japanese Dancers
〜舞踊の情熱〜

中村祥子

国内外の世界的バレエ団で活躍する日本のダンサー
らが、モーリス・ベジャール、クリスタル・パイト、
ローラン・プティなど 20 世紀から現代を代表する振付
家の名作を上演。
日程
会場
出演

９月 18 日（土）
神奈川県民ホール 大ホール
池本祥真、上野水香、ヴィスラフ・デュデック、
小㞍健太、柄本弾、中村祥子、鳴海令那 ほか

(6) 『おさよ（落語版ジゼル）』柳家花緑 × 東京シティ・バレエ団
／ 柳家花緑 独演会
小林ディレクターの実弟・柳家花緑がバレエの名作
『ジゼル』を江戸時代に置き換えた創作落語とバレエの
共演。
また、横浜にぎわい座では、『白鳥の湖』を題材とし
た落語『鶴の池』などを上演。
＜『おさよ（落語版ジゼル）』柳家花緑 × 東京シティ・バレエ団＞
日程
９月 23 日（木・祝）
会場
神奈川県立青少年センター 紅葉坂ホール
出演
柳家花緑、東京シティ・バレエ団
＜柳家花緑 独演会＞
日程
９月 12 日（日）
会場
横浜にぎわい座 芸能ホール
出演
柳家花緑、小林十市
(上・下)Photo：鹿摩隆司

(7)

エリア 50 代
小林ディレクターとコンドルズ主宰近藤良平、そして
日替わりで出演する 50 代のゲストダンサーそれぞれが
創作したソロ作品をトークも交え披露。
日程
会場
出演
主催

９月 23 日（木・祝）～26 日（日）
KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ
小林十市、近藤良平
安藤洋子、伊藤キム、平山素子、SAM（TRF）
横浜アーツフェスティバル実行委員会、KAAT
神奈川芸術劇場（公益財団法人神奈川芸術文化
財団）、横浜赤レンガ倉庫 1 号館（公益財団法
人横浜市芸術文化振興財団）
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(8)

DRAMATIC WORKS『SITA

YOKOHAMA』
渡辺裕味子を中心に、異なるフィールドで活躍して
いるダンサーで構成され、ボーダレスなダンスエンター
テイメントで好評を博すユニットによる新作公演。
日程
会場
出演

９月 25 日（土）、26 日（日）
関内ホール 小ホール
南彩子、渡辺じゅり、中川賢 ほか
Photo：Junko MATSUI
（2018 SALTY LOVE より)

(9)

ＮＨＫバレエの饗宴 2021 in 横浜
日本を代表するトップダンサーたちが、バレエ団の枠
を越えて一堂に会し、クラシックからモダンまで多彩な
演目を生演奏とともに上演。
日程
会場
出演
主催
共催

10 月３日（日）
神奈川県民ホール 大ホール
新国立劇場バレエ団、谷桃子バレエ団、
東京シティ・バレエ団、牧阿佐美バレヱ団
ＮＨＫ横浜放送局、ＮＨＫプロモーション
横浜アーツフェスティバル実行委員会、
神奈川県民ホール

「ＮＨＫバレエの饗宴 2019」より

(10) Noism Company Niigata × 小林十市
（クロージングプログラム）
20 世紀を代表する振付家モーリス・ベジャールの DNA
を受け継ぐ小林十市と金森穣の初共演。身体に蓄積され
たベジャールの記憶を基軸にクリエーションを重ね、
横浜で世界初演。
日程
会場
出演
主催

10 月 16 日（土）、17 日（日）
KAAT 神奈川芸術劇場 ホール
Noism 0、Noism 1、Noism 2、小林十市
横浜アーツフェスティバル実行委員会、KAAT
神奈川芸術劇場（公益財団法人神奈川芸術文化
財団）

２ 市民参加事業
(1) 横浜ダンスパラダイス
約３か月にわたり、毎週末、市内の商業施設や駅前広場
等のオープンスペースで、プロ・アマを問わずオールジャ
ンルのダンサーが出演する観覧無料のステージを開催。
横浜ダンスパラダイスの最終日には、観覧者も巻き込み、
一斉にオリジナルダンス「レッド・シューズ」を踊るフィ
ナーレスペシャルプログラムを実施。
日程
会場

７月 22 日（木・祝）～10 月 16 日（土）
市内の商業施設、駅前広場、公園等
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Photo：Kishin Shinoyama

３ 次世代育成事業
(1) 18 区ダンスワークショップ
ダンス初心者の子供たち（満３歳～小学生）向けにプロ
ダンサーによるワークショップを開催。
日程
会場

７月 26 日（月）～８月 23 日（月）
市内区民文化センター等
Photo:金子愛帆

(2)

ダンス部応援プロジェクト！
市内の中学・高校ダンス部の技術・表現力の向上を目指
し、プロダンサーによるワークショップを開催。
日程
会場

６月～８月（予定）
市内中学校・高校等

Photo：oono ryusuke

(3)

横浜市芸術文化教育プラットフォーム
体験型スペシャル版「スクール・オブ・ダンス」
市立小・中学校等にプロダンサーが出向き、授業を通し
て自由な発想を導き、豊かな感性を育てるワークショップ
等を実施。
日程
会場

６月～令和４年３月
市立小学校等
Photo：bozzo
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