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Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021 について 

 

横浜らしい特色ある芸術フェスティバルを現代アート、ダンス及び音楽をテーマとして、

３年周期で継続的に実施しており、今年はダンスフェスティバルを開催します。 

今回は特に、東京 2020 大会に合わせた横浜の魅力発信、さらに感染症により影響を受けて

いる市内経済の再生の一助となることを目指すとともに、活動の場が制限されている日本の

アーティストや事業者への支援も念頭にプログラムを構築してまいりました。 

開催にあたっては、国及び県の対応方針や各ガイドラインを踏まえ、万全の感染症対策を

講じた上で進めてまいります。 

 

 

１ 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 

劇場内での公演だけでなく、美しい港を背景とした野外舞台や、商業施設・駅前広場 

などのオープンスペースで、多彩なプログラムを展開します。 

 

(2) クリエイティブ・インクルージョン（社会包摂） 

ジャンルはもちろん国籍、ジェンダー、世代や障害の有無を越えて、様々な方が参加 

でき、楽しめるフェスティバルを展開します。 

 

(3) クリエイティブ・チルドレン（次世代育成） 

普段は接する機会の少ないプロアーティストに直接技術を学ぶワークショップなどを 

実施し、横浜の未来を担う子どもたちの豊かな創造性や感性を育みます。 

 

(4) 国際発信 

トップアーティストによる新たなチャレンジや、“和”を感じられるプログラムなど、 

創造的なコンテンツを海外へ発信し、本市のプレゼンス向上を目指します。 

 

 

２ 開催概要 

(1) 開催期間 

    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（月）～11月30日（火）） 

 

(2) 会場 

    横浜市内全域（横浜の“街”そのものが舞台） 
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(3) ジャンル 

    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 

 

 (4) プログラム数 

    約 200 

  

(5) ディレクター 

       小林 十市（こばやし じゅういち） 

振付家・ダンサー・俳優 

・スイスのベジャール・バレエ・ローザンヌで 14 年間に  

わたり活躍した後、世界各国のバレエ団にベジャール作

品を振付・指導するなど活躍。 

・フランスにスタジオを構え、後進を指導中。 

・祖父は落語会初の人間国宝、故・五代目柳家
やなぎや

小
こ

さん、弟は

噺家
はなしか

・柳家
やなぎや

花
か

緑
ろく

。 

 

(6) 主催 

    横浜アーツフェスティバル実行委員会 

 

 

３ 主なプログラム 

 (1) 市民参加プログラム 

  ア 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。 

日程 ７月 22 日（木・祝）～10 月 16 日（土）の 

土・日・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 
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 (2) トップアーティストによるプログラム 

  ア 横浜ベイサイドバレエ 

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スペシ

ャルステージ。 

日程 ８月 28 日（土）、29 日（日） 

 会場 象の鼻パーク 特設ステージ 

   出演 東京バレエ団 

 

 

 

イ Noism Company Niigata × 小林十市 

20 世紀を代表する振付家モーリス・ベジャールの DNA を受

け継ぐ小林ディレクターと金森穣の初共演。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 10 月 16 日（土）、17 日（日） 

会場 KAAT 神奈川芸術劇場 ホール 

出演 Noism 0、Noism 1、小林十市 

主催  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） 

 

 

 

ウ 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 ９月４日（土） 

   会場 神奈川県民ホール 大ホール 

   出演 東京バレエ団 

  

   

 

 

 

 

Photo：Kiyonori Hasegawa 

Photo：Kishin Shinoyama 

Photo：Kiyonori Hasegawa 
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エ International Choreography × Japanese Dancers 〜舞踊の情熱〜 

国内外の世界的バレエ団で活躍する日本のダンサー達

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 ９月 18 日（土） 

会場 神奈川県民ホール 大ホール 

出演 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 

 

   

 

オ 『おさよ（落語版ジゼル）』柳家花緑 × 東京シティ・バレエ団  

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。 

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 

 

 

 

カ 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 ９月 23 日（木・祝）～26 日（日） 

会場 KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ 

出演 小林十市、近藤良平 

安藤洋子、伊藤キム、平山素子、SAM（TRF） 

主催  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（(公財)神奈川芸術文化財団）、

横浜赤レンガ倉庫 1号館（(公財)横浜市芸術文化振興財団）  

  

  

中村祥子 

(左・右)Photo：鹿摩隆司 
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(3) 次世代育成プログラム 

  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（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実施。 

日程  ７月～８月（夏休み期間中の平日） 

会場  各区の文化施設等 

実施数 36 回（18 区×２回） 

 

  

イ 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実

施。 

日程  ８月（予定） 

会場  市内の中学校・高校 

実施数 ８校（予定） 

 

 

 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」 

 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  ６月～令和４年３月 

会場  市立小学校等 

実施数 ９校 

 

 

 ◆チケットの市民先行抽選   
(1) 対象者：横浜市内在住・在勤・在学の方 

(2) 受付期間：５月 17 日（月）～６月７日（月）（一般販売６月 28 日（月）～） 

(3) 対象公演：下記８公演 

  ・横浜ベイサイドバレエ 

  ・TENDRE × yurinasia 

  ・東京バレエ団『白鳥の湖』 

  ・International Choreography × Japanese Dancers～舞踊の情熱～ 

・『おさよ（落語版ジゼル）』柳家花緑 × 東京シティ・バレエ団 

・エリア 50 代 

・DRAMATIC WORKS 『SITA YOKOHAMA』 

・Noism Company Niigata × 小林十市 

Photo:金子愛帆  

Photo：oono ryusuke 

Photo：bozzo 








































































