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岡山芸術創造劇場ハレノワ プレ事業 子•ともと'-J::.Aのためのタンス

印釈昔ばmルダンコ「ねずみのすもう」「つるのおんがえし」の二つの日本昔ばなしを、 人気振付家の近藤良乎、 山口夏絵の
二人がダンスにしました。 驚きと笑いとエネルギーに溢れたダンスニ作品で、 世代を問わずどなたでも
お楽しみいただけます。 子どもも、 大人も、 皆様新しいH本昔ぱなしの世界をご堪能ください！

『ねずみのすもう』
構成・振付・演出：近藤良平 出演：鎌倉道彦、 藤田善宏、 山本光二郎（「コンドルズ」選抜メンバー）

©matron ©matron 

あらすじ：むかしむかし、 じいさんが山で柴刈りをしていると、 二匹のねずみが
相撲を取っていました。 ふとねずみは長者の家のねずみ。 やせねずみはじいさん
の家のねずみでした。
じいさんはやせねずみが相撲に負けてばかりなのをかわいそうに思い、 家に帰り、
おもちをたくさん作ってやせねずみに食べさせました。 翌Bこえねずみとやせね
ずみが相撲をとると……

『つるのおんがえし』
構成・振付・演出：山口夏絵 出演：稲村はる、 宮内愛、 山口夏絵（「マグナム＊マダム」選抜メンバー）

一山口夏絵やまぐちなっぇ

◎matron ©matron 

あらすじ：むかしむかし、 若者が罠にかかった美しい白い鶴を見つけ、 罠から助け
ました。 その晩、 若者が母親と暮らす家を美しい娘が訪れ、 一晩泊めてほしいと頼
まれます。 若者は娘に恋をし、 ずっと娘と暮らしたいと思います。 それからしばら
く経ち、 娘が泄話になったお礼に機を織らせてほしいと穎みますが•…••

♦日時：2023 年 2 月 19 日(B)

◎1 回目／開演 11:00（開場10:30) ◎2 回目／開演 15:00（開場14:30)
［上演時間：1時間15分予定。途中休憩を含む］

◆会場：西川アイプラザ 5 階多 H 的ホ ー ル（岡山市北区幸町 10 番 16 号）

＊会場には駐車場が：：：ざいません。公共交通機関をご利用いただくか、
近隣のコインパ ーキングをご利用ください。

◆料金（税込·全席自由）： 一般2,500 円／子ども (3 歳以上高校生以下） 1,000 円

*3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。託児サービスは：：：ざいません。
*3歳以上のお子様は必ずチケットをお買い求めください。

◆チケット発売 B: 2022 年 12 月 9 日（金） 10:00~ 

〗□三二麗＊チケットご購入の際、別途プレイガイド発券手数料やシステム利用料、
発送料がかかります。プレイガイドやお買い求め方法によって金額は異なります。

＊車椅子でご米場の方は、岡山芸術創造劇場まで事前に：：：連絡ください。
＊当H券は、残席がある場合に限り、各回開演 の45分前より会場で販売いたします。
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一近藤良平こんどうりょうへい

ペルー、チリ、アルゼンチン育ち。男性だけの
ダンスカンパニー「コンドル ズ」主宰。NHK教
育「からだであそぼ」内「こんどうさんちのた
いそ う」、NHK総合「サ ラリー マンNEO」内
「テレ ビ サラリーマン体操」などで振付出演。
野田秀樹演出NODA· Mぼの四人芝居「TIIE
BEE」で鮮烈役者デビュ ー。NHK連続1V小説
「てっぱん」オー プニング、三池崇史監督映画
「ヤッタ ーマン」などの振付 も担当。2019年
NHK大河ドラマ「いだてん」ダンス指導。立教
大学などで非常勤講師を務める。第67回芸術
選奨文部科学大臣賞など受賞。2022年4月より
彩の国さいたま芸術劇場芸術監督。 愛犬家。

品JII生まれの戸越銀座好き。 エル ヴィス ・ プ
レスリーを愛する父親と絵画と軟式テニスを
愛する母親のもと育つ。19歳より踊り始める。
その後、近藤良平に出逢い、 コンテンポラリー

ダンスに没頭する傍ら、演劇集団にも所属し、
活動を続ける。宮崎あおい主演「星の王子さ
ま」、小林十市主演「モダン ・ タイムス」、矢沢
永吉、TUBEコンサ ート、びわ湖ホ ール プロ
デュ ースオペラ、NHK紅白歌合戦等にダン
サーとして出演。2010年よりアラフォ ーおん
なダンス集団「マグナム玄マダム」主宰。
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