
DOAバレエ公演 Session  
バレエ・吹奏楽・合唱によるオンラインバレエ公演 

Vol.Ⅰバレエの魅力

2020.10.31（土） 
15:00よりLIVE 配信 

お問合せ：DOA公演チケットオフィス 
TEL:050-1561-1802 

出演：栗山 廉 
（Ｋバレエカンパニー） 

主催:   一般社団法人Development Of Arts 
 

ベートーヴェン 

交響曲第九番 終楽章 抜粋 

  バレエ組曲「ガイーヌ」より抜粋 他 

Vol.Ⅱ 音楽の力

2020.12.27（日） 
15:00より配信 

視聴チケット：1,500円 
         （税別） 
※決済手数料：250円 

視聴チケット：1,500円 
         （税別） 
※別途決済手数料：250円 

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、 
感染予防マニュアルを作成し、徹底した管理の下、 
リハーサルを実施しております。 

助成：公益財団法人仙台市市民文化事業団（10月公演） 
   公益財団法人宮城県文化振興財団（12月公演） 
協力：リバーサイドブラス 

視聴チケットの販売は 
こちらから⇒ 



ご挨拶：芸術監督・振付・演出 堤 淳 （Tsutsumi Jun) 

                 新型コロナウィルスによって、私達の生活環境は大きく変化しました。 
                 今までの当たり前は過去となり、とても素晴らしい事であったと感謝する毎日です。 
                 本年度のDOAはどのような活動をしていくのか、役員で何度もオンライン会議をしました。 
                 芸術は生きる為に必要ないと思う人も多いかもしれませんが、私は、人々の心に彩を与え、 
                 豊かにしてくれるもの、芸術は人間が人間らしく生きる為には必要だと思っています。 
         極論ですが、我々が活動を止める事は若者達の可能性を潰し、将来芸術が消え去る事に 
                 繋がってしまうのではないかと思うのです。 
                 芸術の力に魅了され、自分が芸術を発信する側になろうとしている若い世代は宝です。                       
                 若者達の可能性、将来は私達世代が育み、作らなければならないと強く思うのです。 
息遣いや魂を「肌」で感じられる舞台芸術は生に勝るものはありませんが、この状況の中では不可能です。 
既成概念を捨て、若者達の活躍の場は作れないかと模索し、オンライン公演に一筋の光を見出しました。 
お客様は家でも、出張先でも、どこでもお持ちの端末で見ることができるのです。 
 
しかし、課題もみえてきました。オンライン公演には安定的なインターネット回線が必要だったのです。劇場の
インターネット回線は実務を行うために使われる事が多く、公演の配信のために利用できるインターネット回線
は大変希少なようです。私達が劇場の環境を使ってオンライン公演をすることは難しいという答えが多かったの
です。 
様々な企業が社会に寄り添いながら存続をするための施策に取り組む今、芸術を生業にする私達も必死に戦って
います。今までどおりの体制では今後の芸術は衰退してしまうでしょう。ぜひ、新しい生活スタイルを推奨する
今だからこそオンライン配信の整備を早急にお願いしたいと思います。 
 
DOA本年度のプログラムは、本公演のために、有志を募り、吹奏楽団・合唱団を立ち上げ、バレエ団員と共にバ
レエ公演を創り上げます。演目は、組曲「ガイーヌ」より抜粋、「美しき青きドナウ」、ベートーヴェン生誕
250周年を記念して「ベートーヴェン交響曲第九番終楽章抜粋」をお送りいたします。また、リハーサル風景や
出演者のインタビュー、楽団や歌の単独演奏などの映像も合わせて配信いたします。 
活動自粛の中、集まった若い世代のダンサー・演奏者・歌い手達のエネルギーを是非感じて下さい。 

ゲストダンサー：栗山廉（Kバレエカンパニー） 

北海道生まれ。10歳よりバレエを始める。2008年ベルギー王立アントワープバレエ学校
に留学。2010年ルードラ・ベジャール・ローザンヌに入学。在学中、ベジャール・バレ
エ・ローザンヌのヨーロッパツアーに参加。2012年同校を卒業。 
2014年1月Kバレエ カンパニーにアーティストとして入団。2016年9月ファースト・アー
ティスト、2018年9月ソリストに昇格。 
主な出演作は、熊川版『白鳥の湖』のジークフリード／スペイン、『シンデレラ』の王
子／騎士／王子の友人、『くるみ割り人形』のくるみ割り人形／王子／ねずみの王様／
スペイン人形、『ロミオとジュリエット』のベンヴォーリオ／パリス、『ドン・キホー
テ』のエスパーダ／トレアドールなど多数。 
「Ballet Gents」メンバー。 

指 揮 
武藤郁也 

編 曲 
宮腰 拓 

（ベートーヴェン交響曲 
   第９番終楽章抜粋） 

合唱指導 
高橋睦子 

Barbarshop 
Chorus Pioniere 

プロフィールはこちらから 



公演の見どころ 
バレエの魅力に迫ります。 
本番の映像に加え、レッスン風景やリハーサルの様子など、ダンサーたちの素顔がわかるメイキング映
像、プロダンサーを目指す若手の方々や真摯にレッスンに取り組むジュニアの皆様に向け、現役プロダ
ンサーからのメッセージや、舞台創りにかける想いなどバレエの魅力をお話いただきます。バレエへの
理解が深まり、作品の見方も変わるはずです。ぜひご覧ください。 

DOAバレエ公演「Session」 
Vol.Ⅰバレエの魅力 
2020.10.31（土）  15:00～LIVE 配信 

プログラム 
 バレエ「ガイーヌ」より抜粋 
 DOAスーパーバンドライブ 
 美しき青きドナウ 
 ベートーヴェン交響曲第９番終楽章より抜粋 
 メイキング映像 

 プロダンサーへのインタビュー映像  

出  演 
 栗山 廉（Kバレエカンパニー） 
 DOAバレエ団 
 DOAスーパーバンド 
 2020DOA混声合唱団 

公演の見どころ 
バレエにはかかせない音楽にスポットをあて、上演いたします。 
吹奏楽団と合唱団は、仙台市内で活躍するアマチュア音楽家と学生で構成されています。バレエの
ための編曲作業、オンラインレッスン、各自のパート練習と新しい取り組みで、本番に臨みます。 
大迫力の吹奏楽、ふくよかな歌声、舞踏の美がコラボするとても贅沢な公演です。 
演奏家のリハーサルを含めたメイキング映像に加え、総指揮を務める武藤郁也氏、編曲を担当した 
宮腰拓氏などをお招きし、音楽解説や公演に向けた演奏者からのメッセージ、現役ダンサーとの 
スペシャル対談も放映いたします。ぜひ、ご覧ください。 

DOAバレエ公演「Session」 
Vol.Ⅱ 音楽の力 
2020.12.27（日）  15:00～配信 

プログラム 
 吹奏楽の演奏によるバレエ「ガイーヌ」より抜粋 
 ピアノ＆合唱による「美しき青きドナウ」 
 吹奏楽＆合唱＆バレエ 
 「ベートーヴェン交響曲第９番終楽章より抜粋」  
 Barbarshop Chorus Pioniereによるライブ 
 メイキング映像・出演者のインタビュー映像 

出  演 
 栗山 廉（Kバレエカンパニー） 
 DOAバレエ団 
 DOAスーパーバンド 
 2020DOA混声合唱団 
 Barbarshop Chorus Pioniere 

DOA設立記念公演 
「くるみ割り人形」全幕より 



出 演 
 
DOAバレエ団 
相澤咲那 岡﨑心花 迫中あやめ 三宅里歩 守屋飛鳥 横田香里奈 吉澤七海 渡部花菜 
石川紗穂 河鰭 晴 栗山あかな 竹中茉弥 星 久江 谷津朗子 渡部花野 及川こころ 渡辺ゆな 
加藤蕗季 市川愛莉 丹野陽香 田村瑠唯 
 
2020DOA混声合唱団 
青井克子 阿部 愛 石ヶ森明花 海野安岐子 海老原秋桜 海老原大和 大橋祈子 大森泰子 
笠井綾花 笠井綸花 笠井 武 上村久美 菅 歩夢 菅 瑞歩 加藤隆寛 菊地弘子 木佐貫芽生 
北村直子 木下陸央 木村千夏 熊谷このは 熊谷美佳 小保内陽大 今 優香 齋藤好未  
齋藤かおり 佐々木ナナミ 塩川裕子 柴田法城 島倉壮史 清水瑞子 杉田美穂子 高畑信子  
沼田 律 野中朋子 針生美典 藤嶋裕美子 藤嶋 楓 松浦花音 丸山美桜 三上瑶子 水井 奏 
目黒由衣 安田良将 若松 香  
 
2020DOAスーパーバンド 
相澤こころ 稲葉晴香 遠藤大地 大石佳史 大谷美奈 岡村武征 金子雄輝 川埜美穂 近藤佑樹 
佐藤歩佳 佐藤 純 佐藤貴洋 渋谷美南 菅沼 楓 高橋 彩 髙橋佳奈子 高橋 良 田口佳奈美 
冨樫千尋 星 優希 本庄谷夏摘 三浦真貴 宮腰 拓 山根柚香 若井慎太郎 
 

スタッフ 
 
芸術監督・振付・演出：堤 淳（DOAバレエ団） 
ミストレス：中村麻弥（DOAバレエ団） 
教師：岡村佳恵（DOAバレエ団） 
ライブ配信：ビデオアートプロ 浅野佳祐 
音響：GahC Music 平間邦義 

ご視聴にはイープラスにて視聴チケットのご購入が必要です。 
 ※イープラスのご利用が始めての方は会員登録後チケット購入ができます。 
 
視聴までの手順 
1. QRコードを読み取りチケットのご購入ができます 
  ※通信速度は時間帯により変化する場合があります 
      実際の配信・視聴時間と同時間帯での確認をおすすめします 
    ※視聴URLのご案内のため、事前にイープラスからのメール（@eplus.co.jp）を受信できる 
      よう設定ください 
    ※ご入金確認の関係上、公演2日前よりお支払い方法はクレジットカードのみとなります 
 
2. 配信の視聴 
      「視聴したい端末」で視聴ページにアクセス（申込んだ端末以外でも視聴可能です） 
 
3. 申込み時の会員ID/パスワードでログイン 
 
4. 開演時間になったらスタート 
    ※実際の公演同様、開演が遅れる場合もございます。 
 
詳しくは、イープラス視聴者ご利用ガイドをご覧ください ⇒ 
 

オンライン公演の視聴方法  （スマートフォン・パソコン・タブレットでご覧いただけます） 

DOA設立記念公演 
「くるみ割り人形」全幕より 

一般社団法人Development Of Arts 
〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町5-4-18   TEL:050-1561-1802 FAX：022－774-1720 

E-mail:doa0226home@gmail.com 


