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金沢 21 世紀美術館シアター21

いま、最も注目を集める「次代を担う振付家賞」受賞者と
ワークショップ参加者が金沢で滞在制作を実施。
ここで生まれる新作は東京、高知を巡演し、秋に再び金沢へ！
記
今回の「次代を担う振付家賞」受賞者はまだ20代の古家優里。彼女率いるプロジェクト大山が金沢でクリエイ
ション（創作）を行い、新作『キャッチ マイ ビーム』を東京、高知、金沢で上演します。今年の目玉は、ワー
クショップ受講者が作品制作に参加できること。古家にとっても参加者にとっても金沢でのチャレンジングな
一週間となります。
■トヨタ コレオグラフィーアワード 2010「次代を担う振付家賞」受賞者
古家優里（ふるいえ・ゆうり）
熊本県出身。お茶の水女子大学 文教育学科 芸術表現行動・
舞踊教育学コース卒業。大学の同級生と立ち上げたダンス
グループ“ プロジェクト大山” 主宰。振付家、ダンサー。
09 年横浜ダンスコレクション R にて「審査員賞」、10 年
トヨタコレオグラフィアワードにて「次代を担う振付家賞」を受賞。
Photo: Rhys TURNER

■プロジェクト大山
プロジェクト大山は、06 年お茶の水女子大学・舞踊教育学コースを卒業した、代表・古家を中心とした同級
生により結成されました。07 年「JCDN 踊りに行くぜ!! Vol.8」のグループ部門に選出され、大分、高知、
淡路島公演に参加、同企画のSPECIAL in 東京の公演はシアターテレビでも放映されました。08 年はじめて
の応募でトヨタ コレオグラフィーアワードのセカンドステージに残り、09 年には横浜ダンスコレクションR
にて審査員賞受賞することができました。同年、南仏ニームで開催されるL'EXPERIENCE JAPONAISE に参
加し、地元の新聞などで好評を得ました。公演の他にも、中田ヤスタカプロデュースMEG『SKIN』PV 出演、
振付の担当経験もあります。そして１０年トヨタ コレオグラフィーアワードにて、「次代を担う振付家賞」
受賞し、現在もっとも注目を浴びる若手カンパニーであるといえます。
＊プロジェクト大山のHPはこちらから→ http://www.projectohyama.com/
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■金沢 21 世紀美術館レジデンシープログラム概要（別添ちらしもご覧ください）
地元ダンス経験者を募り作品創作ワークショップを行うほか、レジデンシープログラムの成果発表としてパ
フォーマンス＆トークを実施するなど地元市民との交流を積極的に行います。
＊当館ポッドキャストラジオ番組、『まるびぃ RADIO MAGAZINE』６月１日号にて紹介しています。
ぜひお聴き下さい。http://marubiontheradio.com/
Ⅰ）Making Together Workshop／ワークショップ
ワークショップ参加者はダンサーの代役として振付を覚え、実際の作品制作に参加することで作品がどの
ように仕上げられていくのかを体験できます。
日時：
6 月 21 日(火)〜23 日(木) 19:00〜21:30 ※23 日成果発表あり
場所：
金沢 21 世紀美術館シアター21
定員：
10 名（先着順・要申込）
参加費：
2,000 円（6/26 パフォーマンス＆トークにご招待）
参加資格：
原則としてダンスを経験したことがある 16 歳から 40 歳までの方。性別問わず。3 日
間参加可能な方。
持ち物：
動きやすい服装。タオル持参。
申込方法：
電話または FAX。FAX の方は氏名、性別、年齢、電話番号、メールアドレス、経験、
応募理由を記入の上、下記までお送り下さい。
問合せ・申込：交流課 TEL 076-220-2811 （火〜金 12:00〜18:00）/ FAX 076-220-2802
Ⅱ）Post Residency Performance／パフォーマンス＆トーク
プロジェクト大山によるパフォーマンスの公開リハーサルを行います。アフタートークでは、古家優里が
作品制作にかける想いなどを話し、観客との意見交換もふまえた場となります。
日時：
6 月 26 日(日) 開場 12:30／開演 13:00（〜14:30 予定）
場所：
金沢 21 世紀美術館シアター21
入場料：
500 円（当日券のみ）
■ トヨタコレオグラフィーアワード 2010 受賞者公演
古家優里「キャッチ マイ ビーム」
2011 年 8 月 5 日（金）・6 日(土) シアタートラム（東京）
トヨタ コレオグラフィーアワード 2010 受賞者公演
9 月 11 日(日)
高知県立美術館ホール
10 月 29 日(土)・30 日(日) 金沢 21 世紀美術館シアター21
■ 「トヨタ コレオグラフィーアワード」について
次代を担う振付家の発掘・育成を目的に、トヨタ自動車と世田谷パブリックシアターの提携事業として2001
年に創設。公募の中から選出されたファイナリスト６名（組）が世田谷パブリックシアターにて振付作品を上
演し、審査委員・ゲスト審査委員により「次代を担う振付家賞」を決定。受賞者には次年度にステップアップ
の場として、公演会場（シアタートラム）およびその創作のための施設や作品製作費の一部が提供される。
■ 「金沢 21 世紀美術館レジデンシープログラム」について
2008年より「次代を担う振付家賞」受賞者には副賞「金沢21世紀美術館レジデンシープログラム」（滞在制
作）として金沢での稽古場、宿泊施設などを提供。作品のクリエイション（創作）を経て受賞者公演を行い、
今回は金沢・高知でも公演を行います。2009年に実施したダンスカンパニー「金魚（鈴木ユキオ）」に続い
て今回が２回目の実施となります。
■主

催：

■提

携：

■問合せ：

金沢 21 世紀美術館［(公財)金沢芸術創造財団］
プロジェクト大山
TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 実行委員会
トヨタ自動車株式会社
金沢湯涌創作の森
公益財団法人せたがや文化財団 世田谷パブリックシアター
金沢21世紀美術館 tel: 076-220-2811（交流課）
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【取材について】
■下記内容を報道関係者の皆様へ公開いたします。
Ⅰ）Making Together Workshop／ワークショップ 成果発表
日時：
6 月 23 日(木) 19:00〜21:30
（20:00 からプレス公開予定です。詳細は 20 日以降にお知らせします。）
出演：
古家優里、プロジェクト大山、ワークショップ参加者
Ⅱ）Post Residency Performance／パフォーマンス＆トーク
日時：6 月 26 日(日) 開場 12:30／開演 13:00（〜14:30 予定）
出演：古家優里、プロジェクト大山
★ 上記に限らず、滞在制作中（６月２0日（月）〜６月27日（月））の美術館内でのクリエイション（創作）
の様子や金沢湯涌創作の森での滞在風景などもご取材いただけます。ご希望の場合は広報室・黒田までご連
絡ください。
出演者、スタッフ一同お待ちしております。

【取材申し込み／問い合わせ先】
金沢 21 世紀美術館
広報担当／黒田（広報室） 事業担当／近藤、中山、門田（交流課）
〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1
TEL：076-220-2814 FAX：076-220-2806
http://www.kanazawa21.jp
Email: press@kanazawa21.jp
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