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Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 について
横浜らしい特色ある芸術フェスティバルとして、平成 30 年度はダンスフェスティバル
「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」を開催します。
来年のラグビーワールドカップ 2019™の開催、東京 2020 オリンピック・パラリンピック
の文化プログラムも視野に入れながら、横浜の“街”そのものを舞台に、市民の皆様に参
加いただけるフェスティバルにしていきます。
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Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 開催概要
(1) 会期
平成 30 年８月４日（土）～９月 30 日（日）（コア期間 58 日間）
（プレ期間５月１日（火）～８月３日（金）
、ポスト期間 10 月１日（月）～11 月 30 日（金）
）
(2)

会場
横浜市内全域（横浜の“街”そのものが舞台）

(3)

ジャンル
コンテンポラリー、ストリート、ソシアル、チア、日本舞踊、バレエ、
フラ・ポリネシアン、盆踊りなどオールジャンル

(4)

プログラム数
約 200

(5)

ディレクター
ドミニク・エルヴュ
・リヨン・ダンス・ビエンナーレ芸術監督（現）
・メゾン・ドゥ・ラ・ダンス（リヨン）芸術監督（現）
近藤 良平
・主宰を務める「コンドルズ」は、世界約 30 か国で公演
・Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 「横浜大盆ダンス」（2012 年・
2015 年）、「横浜ダンスパレード」（2015 年）出演

(6)

主催
横浜アーツフェスティバル実行委員会
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© Fabrice Schiff
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主なプログラム
(1) 横浜の街を舞台とした話題性の高いコンテンツ
ア 横浜ダンスパラダイス
フェスティバル期間中の週末、市内の商業施設、ショッ
ピングストリート、駅前広場などで、公募の市民ダンサー
が出演する「ＰＲステージ」を開催。s**t kingzなど話題
のダンスグループもゲストとして出演。最終日には、「フ
ィナーレスペシャルプログラム」として、ダンスパラダイ
スの参加ダンサーと観客が一緒に、近藤良平ディレクター
振付のオリジナルダンスを踊る。
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＜ＰＲステージ＞
日程 ８月 11 日（土・祝）～９月 30 日（日）の
土曜・日曜・祝日
会場 市内の商業施設、ショッピングストリート、
駅前広場、公園など
s**t kingz

＜フィナーレスペシャルプログラム＞
日程 ９月 30 日（日）
会場 グランモール公園 美術の広場

８月 18 日（土）
ランドマークプラザ１Ｆ
サカタのタネ ガーデンスクエア

イ

横浜ベイサイドステージ
横浜港を臨む開放的な野外ステージで繰り広げられる、
多彩なプログラム。

＜横浜ベイサイドバレエ＞※コア期間オープニングプログラム
『ボレロ』など３作品を上演する、東京バレエ団による
２晩限りのスペシャルステージ。
日程
会場
出演

８月４日（土）・５日（日）
象の鼻パーク 特設ステージ
東京バレエ団

© Kiyonori Hasegawa

＜近藤良平・ヨコハマ・ガラ＞
近藤良平の多彩な振付作品の数々を、義足ダンサーの大前
光市、振付家の平山素子らとの共演で贈る。
日程
会場
出演

８月 12 日（日）
象の鼻パーク 特設ステージ
平山素子、大前光市、近藤良平ほか
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(2) 世界水準のトップアーティストによるプログラム
ア バレエ・ロレーヌ公演
マース・カニングハム、ウィリアム・フォーサイスの振
付作品を含む、コンテンポラリーバレエ３作品を通して、
現在までの 50 年の舞踊の潮流に触れることができるプロ
グラム。
日程
会場
出演

９月 16 日（日）・17 日（月・祝）
KAAT 神奈川芸術劇場 ホール
バレエ・ロレーヌ

© Laurent Philippe

イ

マチュラン・ボルズ公演
リヨンを拠点に活動する気鋭のサーカスアーティスト、
マチュラン・ボルズ が出演する『ラ マルシュ』と、病気
で左脚を失ったエディ・タベを加えた『アリ』の２作品。
日程
会場
出演

９月 22 日（土）～24 日（月・祝）
KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ
マチュラン・ボルズ、エディ・タベ

© Jean Louis Fernandez

ウ

アクラム・カーン『チョット・デッシュ』
ラグビーワールドカップ 2019™にちなみ、イギリスを拠
点に世界的に活躍するコンテンポラリーダンスの振付家、
アクラム・カーンによる、ダンスと映像が融合した、子ど
もから大人まで楽しめるプログラム。
日程
会場
出演

８月 22 日（水）～25 日（土）
横浜赤レンガ倉庫１号館 ３Ｆホール
デニス・アラマノス、ニコラス・リッチーニ

トリプルビル
日仏交流 160 周年を記念したジャポニスム 2018 の公式
企画として、日本・フランス共同制作。フランス人の振付
家カデル・アトゥとジャンヌ・ガロワが、オーディション
で選出した日本人ダンサー５名にそれぞれ振り付けを行
って創作する２作品に、東京ゲゲゲイの作品を加えた３作
品。横浜で世界初演後、フランス各地でも上演。

© Richard Haughton

エ

日程
会場
出演

９月２日（日）～５日（水）
横浜赤レンガ倉庫１号館 ３Ｆホール
Hayate、Jona、Katsuya、Sakyo、Takashi
東京ゲゲゲイ

カデル・アトゥ
©CCN La Rochelle

ジャンヌ・ガロワ
©Jody Carter

東京ゲゲゲイ
© Arisak
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横浜芸術アクション事業（ダンス）の次世代育成プログ
ラムで毎年講師を務め、Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
2015 にも出演した、森山未來による新作を世界初演。
日程
会場
出演

９月 25 日（火）～29 日（土）
横浜赤レンガ倉庫１号館 ３Ｆホール
森山未來、ヨン・フィリップ・ファウストロム、
及川潤耶

森山未來
Photo:Takeshi Miyamoto

(3) 子どもたちの豊かな創造性を育むための次世代育成事業
ア 18 区ダンスワークショップ
ダンス初心者の子どもたち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
実施数

７月～８月（夏休み期間中の平日）
各区の文化施設等
26 回
Photo:フォトチョイス

イ

ダンス部応援プロジェクト
横浜市内の高校ダンス部の技術・表現力の向上を目指し、
第一線で活躍中のダンスアーティストによるワークショ
ップを開催。
日程
会場
実施数

６月～９月
横浜市内の高校
６校程度

© 木下昴一

ウ

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」
第一線で活躍中のダンスアーティストが小学校に出向
き、授業を通して自由な発想や豊かな感性を育てるワーク
ショップを実施。
日程
会場
実施数

６月～平成 31 年３月
横浜市立小学校（個別支援学級含む）
８校

© bozzo

◆チケットの市民先行販売
(1) 対象者：横浜市内在住・在勤・在学の方
(2) 受付期間：５月 10 日（木）午前 10 時～６月２日（土）
（一般販売６月３日（日）から）
(3) 対象公演：下記６公演
・横浜ベイサイドバレエ
・コンドルズ
・近藤良平・ヨコハマ・ガラ
・アクラム・カーン『チョット・デッシュ』
・トリプルビル
・ＳＯＮＡＲ
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