
社団法人日本バレエ協会

平成20年度

事 業 計 画 書

自　平成20年4月 1日

至　平成21年3月31日



　　　１. 平成20年度文化庁人材育成支援事業の助成による事業

a ) 「第30回　全国合同バレエの夕べ」の開催
b ) 「第19回　若いダンサーのための　全日本バレエ・コンクール」の開催
c ) 「第47回　バレエ・フェスティバル」の開催
d ) 「第20回　Ｊ．Ｂ．Ａ．ヤング・バレエ・フェスティバル」の開催
e ) 「2008年度　著名外国人講師による　ウインター・コース」の開催

　　　2. 自主事業

f ) 「2007年度　サマー・コース（合宿制講習会）」の開催
g ) 「第37回　冬季定期公演　こどもバレエ・クリスマス」の開催
h ) 「2008都民芸術フェスティバル」への参加

　　　3. 文化庁請負による事業

i ) 「平成20年度文化庁本物の舞台芸術体験事業・学校公演」の実施

j ) 「舞踊年鑑」の編纂　（全日本舞踊連合との共同作業）
k ) 「日本バレエ協会５０年史」の編纂　
l ) 全国バレエ団、バレエ研修所の実態、及び所在の把握

m ) 文化庁新進芸術家在外研修員候補の推薦

n) 日本バレエ協会創立50周年記念式典・公演への海外バレエ関係者の招待

o ) 会報を年３回発行

p ) 日本バレエ協会創立50周年記念関連事業の実施
q ) 「服部智恵子賞」による優秀舞踊家顕彰　（第２5回）
r ) インターネット・ホームページによる協会事業の公開
s ) インターネット・ホームページによるバレエ関連情報の発信
t ) 会員に対する福利厚生関連業務
u ) バレエ修業認定証の発行

v ) バレエ衣装のレンタル事業
w ) バレエ舞台装置のレンタル事業

―　２　―

（６）その他　＜定款第五条第６項に定める事業＞

（５）会報の発行　＜定款第五条第５項に定める事業＞

平成20年度　事業計画一覧

（１）バレエに関する公演、講習会、研究等の開催及び援助　＜定款第五条第１項に定める事業＞

（２）バレエに関する調査研究及び資料収集　＜定款第五条第２項に定める事業＞

（３）バレエに関する専門家の育成　＜定款第五条第３項に定める事業＞

（４）バレエに関する海外との交流　＜定款第五条第４項に定める事業＞

（７）収益事業



事業の趣旨　：　

期　日　： 平成20年８月6日（水）・午後１時開演

会　場　： 東京文化会館・大ホール

主　催　： （社）日本バレエ協会

指　揮　： 堤　俊作 演　奏　：　ロイヤルメトロポリタン管弦楽団

協　賛　： チャコット株式会社

チーフ・プロデューサー：　髙木　俊徳 制作補佐　：　ヒゴマサヒロ、漆原　宏樹

演　目　：
北海道支部 パキータ　より 改定振付：石川みはる

北陸支部 コッペリア　より 改定振付：坪田律子、モトシマエツコ

山陰支部 レ・シルフィード 改定振付：若佐久美子

四国支部 ドン・キホーテ　グラン・パ・ド・ドゥより 改定振付：篠原聖一

甲信越支部 クラシカル・シンフォニー 振付：関　直人

沖縄支部 コンポジション　Ⅰ 振付：南條喜久子

関東支部 ティングル 振付：二見一幸

中国支部 雪蓮華 振付：井口裕之

九州北支部 DESERT TOWN 振付：岩上　純

九州南支部 コンチェルト　黒の協奏曲 振付：西島　千博

関西支部 パキータ　 改定振付：石川惠己

東北支部 ラ・シルフィード　第２幕 改定振付：桜庭茜根

中部支部 コンブリオ 振付：ヘルギー・トマソン

東京地区 弦楽セレナーデ 振付：下村由理恵

入場料金　： \8,000　＜１、２階は座席指定表による指定、その他の階は自由席＞

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期　日　： 平成20年８月13日（水）
「参加者登録、予選（1）・ｱﾝｼｴﾇﾏﾝの審査」　開演：午後４時３０分

平成20年８月14日（木）
「予選（Ⅱ）・課題曲Aの審査」　　開演：午後３時３０分

平成20年８月15日（金）
「予選（Ⅲ）・創作の審査」　　開演：午後３時３０分

平成20年８月16日（土）
「準決勝・課題曲Bの審査」　　　　開演：午後３時３０分

平成20年８月17日（日）
「決勝・課題曲（A又はB）の審査、及び創作の審査」「表彰式」
開演：午後１時

会　場　： メルパルクホール　（東京都港区芝公園）

a) 日本バレエ協会創立50周年記念事業　　第32回「全国合同バレエの夕べ」

平成20年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

―　３　―

　趣旨は平成19年度事業報告内容に準じるが、本年は特に当協会創立５０周年を記念し、全支部
参加による記念公演と位置づけて開催する。

b) 第19回「～ 若いダンサーのための ～　全日本バレエ・コンクール」

平成20年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

収支予算書　Ｐ．４参照収支予算



主　催　： （社）日本バレエ協会

後　援　： 東京都・ＮＨＫ・東京新聞・（社）国際演劇協会＜I.T.I ／UNESCO 日本ｾﾝﾀｰ>

協　賛　： 日本興亜損保保険株式会社、チャコット株式会社、東京イエロー・キャブ株式会社

出場者　：

チーフ・プロデューサー：　岸辺　光代 制作補佐　：　金田和洋、児玉克洋、高木俊徳
　　　　　　　 　 早川惠美子、法村牧緒

入場料金　： 予選Ⅰ \2,500
予選Ⅱ \2,500
予選Ⅲ \2,500
準決勝 \2,500
決　 勝 \3,500

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期　日　： 平成20年11月14日（金）・午後６時半開演
平成20年11月15日（土）・午後３時開演

会　場　： メルパルクホール　（東京都港区芝公園）

主　催　： （社）日本バレエ協会

協　賛　： チャコット株式会社

チーフ・プロデューサー：　　篠原　聖一 制作補佐　：　漆原　宏樹、赤城　圭、遠藤展弘

演　目　： 旅芸人 振付　＝  松崎すみ子
Song of Earth 振付 ＝　 岩上　純
Ａ　Ｍｉｄｓｕｍｍｅｒ　Ｎｉｇｈｔｓ　Ｄｒｅａｍ

振付 ＝　 キミホ・ハルバーと

入場料金　： Ａ＝\6,000　 Ｂ＝\5,000　 Ｃ＝\4,000　

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期　日　： 平成21年１月３０日（金）・午後７時半開演

会　場　： ゆうぽうとホール　（東京都品川区）

主　催　： （社）日本バレエ協会

収支予算 収支予算書　Ｐ．５参照

収支予算 収支予算書　Ｐ．６参照

平成20年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

c) 第47回「バレエ・フェスティバル」

―　４　―

d) 第20回「Ｊ．Ｂ．Ａ．ヤング・バレエ・フェスティバル」

平成20年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業

今回より１３才から１５才をジュニアＢ、16才から18才をジュニアＡ、19才から25才をシニアとして３部
門での審査とする。



演　目　： 「海賊より　バラの花園」「卒業舞踏会」、及び石井竜一振付による創作作品の上演

指　揮　： 福田一雄 演　奏　：　東京ニュー・フィルハーモニック管弦楽団

協　賛　： チャコット株式会社

チーフ・プロデューサー：　金田　和洋 制作補佐：小川 亜矢子、橋浦　勇、高木俊徳、児玉 克洋

入場料金　： Ｓ＝\8,000　 Ａ＝\7,000　 Ｂ＝\6,000　

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期間及び開催地　：　開催希望支部を平成２１年１月から２月にかけ巡回

講　師 ： サビン・シャラン ＜カナダ・ロイヤル・ウィニペグ・バレエ・スクール教師＞

チーフ・プロデューサー ： 児玉　克洋

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期　間　： 前　期：平成20年7月28日(火）～8月2日（土）
＜北海道支部＞　於：金澤美智子バレエ研究所石狩スタジオ

後　期：平成20年8月4日（月）～8月9日（土）
於：志賀高原・ホテル一乃瀬

講　師 ： ヨーランド・ストラウド（北海道／一乃瀬）　　
＜元ドイツ、モンシェングラバッハ・オペラ・バレエ劇場バレエ団主任教師＞
橋浦　勇（一乃瀬）　＜日本バレエ協会理事＞
岡本佳奈子（一乃瀬）　＜ロシア舞台芸術大学卒・日本バレエ協会会員＞

参加費用　：　一乃瀬　＝　受講料　\33.600   宿泊料　\40,950　　（５泊６日）

チーフ・プロデューサー　：　由井カナコ

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期　日　： 平成20年12月26日（金）・午後４時開演
平成20年12月27日（土）・午後４時開演

収支予算書　Ｐ．８参照

収支予算 収支予算書　Ｐ．９参照

g) 2007年度　第37回冬季定期公演　こどもバレエ・クリスマス

―　５　―

f) 2008年度　第27回サマー・コース

収支予算 収支予算書　Ｐ．７参照

収支予算

e) 2007年度　著名外国人講師による　ウインター・コース

平成20年度　文化庁芸術団体人材育成支援事業
ＣＰＲＡ著作隣接権センター助成



会　場　： ゆうぽうとホール　（東京都品川区）

主　催　： （社）日本バレエ協会

協　賛　： チャコット株式会社

出　演　： 日本バレエ協会会員主宰稽古場生徒

チーフ・プロデューサー：　早川惠美子 制作補佐　：　高木俊徳、金田和洋

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

期　日　： 平成21年３月25日（水）・午後６時30分開演
平成21年３月２６日（木）・午後６時30分開演
平成21年３月２７日（金）・午後６時30分開演

会　場　： ゆうぽうとホール　（東京都品川区）

主　催　： （社）日本バレエ協会

協　賛　： チャコット株式会社

指　揮　： 福田　一雄 演　奏　：　東京ニュー・フィルハーモニック管弦楽団

協　賛　： チャコット株式会社

チーフ・プロデューサー：　遠藤　展弘 制作補佐：赤城　圭、漆原宏樹、篠原聖一

演　目　： 眠れる森の美女・プロローグと全３幕

原 振 付　 　＝マリウス・プティパ/レフ・イワノフ
再改訂振付・演出 ＝橋浦　勇
芸術監督     ＝薄井 憲二

出　演　： 島添　亮子、酒井　はな、下村由理恵　他

入場料金　： Ｓ＝\10,000　 Ａ＝\8,000　 Ｂ＝\6,000　　Ｃ＝\4,000　　Ｄ＝\2,000　

事業の趣旨　：　平成１９年度事業報告書に準じる

主　催　： 文化庁

共　催　： 各都道府県・市町村教育委員会

制作/実施団体　：　日本バレエ協会 担当者：高田　止戈、金田　和洋、早川惠美子

収支予算 収支予算書　Ｐ．10参照

―　６　―

i) 文化庁 本物の舞台芸術体験事業・学校公演／ワーク・ショップ

平成20年度　文化庁本物の舞台芸術体験事業

収支予算 収支予算書　Ｐ．11参照

h) 2009 都民芸術フェスティバル参加「眠れる森の美女」全幕



【平成20年度　本物の舞台芸術体験事業・ワークショップ】

開催日　： 平成20年 ６月26日 於：神戸市立広陵小学校
　　　〃　  ６月27日 於：東かがわ市白鳥中学校
　　　〃　  ６月30日 於：四万十市立東山小学校
　　　〃　  ７月１日 於：東温市立川上小学校
　　　〃　  ７月２日 於：四万十市立東山小学校
　　　〃　  ７月９日 於：東温市立川上小学校

【平成20年度　本物の舞台芸術体験事業・本公演】

開催日　： 平成20年 ９月25日 於：神戸市立広陵小学校
 　　〃　　 ９月２6日 於：東かがわ市白鳥中学校
 　　〃　　10月　１日 於：芦屋市立潮見中学校
 　　〃　　10月　６日 於：四万十市立東山小学校
 　　〃　　10月　８日 於：東温市立川上小学校
 　　〃　　10月10日 於：四万十市立東山小学校

於：東温市立川上小学校
公演内容　：

実演付解説 ： クラッシック・バレエの歴史と構成
バレエ公演 ： 「くるみ割り人形」 第二幕より

振付・指導 　：　　　　 橋浦　勇、児玉　克洋
主な出演者　： 岡本 佳津子・多々納みわ子

岩田唯起子・朝枝めぐみ・島田衣子・永橋あゆみ・西田佑子・
齊藤 拓、堀　登、ｳﾞｧﾚｨﾃｨﾝ・ｳﾞｧﾙﾃｽ、、ﾜﾚﾘｰ・ｸﾞｰｾﾌ、他　

―　７　―

収支予算 収支予算書　Ｐ．12参照



事業の内容　：　平成１９年度事業報告書に準じる

成果物　： 舞踊年鑑３３　＜平成２０年の記録＞ 全日本舞踊連合刊

事業の内容　：　

成果物　： 日本バレエ協会創立５０周年　 編集担当：髙木　俊徳
刊行元：社団法人日本バレエ協会

事業の目的　：

該当アドレス　：　http://www.j-b-a.or.jp/schoolinfo_top.html

・ 祝賀会招待者　；　韓国バレエ協会会長、北京舞踊学院副学長　他
・ 第32回「全国合同バレエの夕べ」招待者　：　マレーシア・ダンス協会会長

事業の目的　： 平成１９年度事業報告書に準じる

成果物　： ２3号／２4号／２5号　（2月、7月、１１月発行） 編集担当 ： 吉安　治子、児玉　克洋

バレエに関する海外との交流に係る事業　　

　日本バレエ協会の創立５０周年を記念して当協会の５０年間に亘る活動の実績を体系だてて整
理・編集し、一冊の本に纏めて上梓する。

ｌ．全国バレエ団、バレエ研修所の実態、及び所在の把握

バレエに関する専門家の育成に係る事業　　

n. 日本バレエ協会創立５０周年祝賀会、及び公演に海外舞踊関係者を招待

o) 会報の発行事業　　

ｊ.　「舞踊年鑑」の編纂

ｋ.　「日本バレエ協会５０年史」の編纂

　本事業の目的は全国のバレエ団、及びバレエ研修所（所謂バレエ教室）の名称、所在地、連絡
先、主宰者名を一覧化する事でバレエ愛好家、バレエを習う希望を持つ層への便宜を図る事にあ
り、インターネット・ホームページ上で公開をしている。

m. 平成20年度文化庁新進芸術家在外研修員候補を推薦

バレエに関する調査研究及び資料収集に係る事業　　

―　８　―

　調査方法としてはインターネット・ホームページ上に入力ウインドを設け、主宰者自身による入力
で諸情報をアップ、又は追加、変更が出来る様にする事で、最新情報が掲示できるよう計られて
いる。



事業の目的　：

開催日　： 平成２０年４月１１日（金）　　午後５時半より

会　場　： 東京會舘・ローズ・ルーム

※　併せて「第３２階全国合同バレエの夕べ」を５０周年記念事業と位置づけて開催（Ｐ.３参照）

事業の目的　： 平成１９年度事業報告書に準じる

選考日　：　平成21年３月３日　　於：東京會舘　シェ・ロッシーニ（予定）

選考委員　：　伊地知優子、うらわまこと、桜井多佳子、福田一平、藤井修二、山野博大（予定）
　

該当アドレス　：　http://www.j-b-a.or.jp/schoolinfo_top.html

事業の目的　： 平成１９年度事業報告書に準じる

１．バレエ衣裳のレンタル事業
会員の主催する公演、生徒発表会への衣裳貸し出し事業

２．バレエ舞台装置のレンタル事業
会員の主催する公演、生徒発表会への舞台装置貸し出し事業

収支予算 収支予算書　Ｐ．14参照

その他の事業　　二　＜収益事業＞

―　９　―

収支予算 収支予算書　Ｐ．13参照

p. 日本バレエ協会創立５０周年記念祝賀会の実施

　日本バレエ協会の５０年間の歩みの中で、当協会のみならず我が国バレエの振興・発展の寄与
して来た人々が交歓する機会を設定し、もってその足跡を讃えあうと同時に、我が国バレエ界の
更なる発展に向けての団結を誓う場とする。

u．バレエ修業認定証の発行事業

その他の事業　　一　

ｑ．「服部智恵子賞」顕彰

ｓ．インターネット・ホームぺージによるバレエ関連情報の発信

ｔ．会員に対する福利厚生関連業務の実施

ｒ．インターネット・ホームぺージによる協会事業の公開



(イ） 北海道支部
　①　第６回北海道バレエコンクール　 平成２０年５月２日～４日 於：千歳文化センター

担当　：　桝谷　博子

　②　平成２０年度夏期講習会 平成２０年７月２９日～８月２日 於：金澤バレエ石狩スタジオ
講　師　：　ヨランド・ストラウド
担当　：　金澤美智子

　③　第３２回「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年８月６日 於：東京文化会館
振付　：　石川みはる　「パキータ」より

　④　第３０回全道バレエフェステイバル・イン・サッポロ ＜支部結成３０周年記念＞ 於：北海道厚生年金会館
平成2１年2月２２日（日）
『白鳥の湖』全幕　 ※ 日本芸術文化振興会助成申請予定

　⑤　第２６回ジュニア・バレエ・ファンタジー　　　　　　　　 平成21年3月23日 於：北海道厚生年金会館
担当　：　小泉のり子

　⑥　支部運営委員会の開催（年４回）　　　　　　　

(ロ） 東　北　支　部
　①　東北支部バレエコンクール　 平成20年3月30日・31日　　 於：福島市

　②　第３２回「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年８月６日 於：東京文化会館
振付　：　桜庭　茜根　　「ラ・シルフィード　第２幕」

　③　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（未定）

(ハ） 関　東　支　部
　①　第６回「バレエコンクール in 横浜」の開催 於：横浜市市民文化会館 関内ホール

平成２０年５月 ２日(金）・３日（土・祝）・４日（日・祝）・５日（月・祝）
内容：５月２日（金）・・・・　コンテンポラリー部門／クラッシック部門シニア （予選）
　　　  ５月３日（土・祝）・4日（日・祝）・・・・　クラッシック部門ジュニア （予選）
　　　  ５月 ５日（月・祝）・・・・　　　クラッシック部門 (決選）

　②　第3２回「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年８月６日 於：東京文化会館
振付　：　二見一幸　　　「ティングル」　　

　③　第８回「コンテンポラリー」講習会
日時・場所・講師　：　未定

　⑤　広報誌「むつの花」の発行　　　　　発行予定　１６号、１７号

【各県の事業】
　★　総会の開催

茨城地区 平成２０年4月2５日（金） 於：茨城県民文化センター（会議室）
栃木地区 平成２０年4月2５日（金） 於：宇都宮市総合福祉ｾﾝﾀｰ
群馬地区 平成２０年4月６日（日） 於：群馬県民会館(５０２会議室)
埼玉ﾌﾞﾛｯｸ 平成２０年4月29日（火・祝） 於：埼玉会館5Ｆ（Ｄ会議室）
千葉地区 平成２０年4月２９日（火・祝） 於：船橋市勤労市民センター（第２講習室）
神奈川ﾌﾞﾛｯｸ 平成２０年4月29日（火・祝） 於：鶴見会館

　★　公演事業
　①　茨城地区

「The　1３th　Ｂallet　Ａssessment　in　いばらき」　 於：水戸市民会館　
平成2１年1月３１日（土）・２月１日（日）
対象　：　児童の部・ジュニア・シニアの部
ゲストアドバイザー：　高木俊徳、新井 雅子、執行 伸宣、下村 由理恵

平成２０年度　支部主催事業計画
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　②　栃木地区
「Preparations とちぎ　200９」

場所・内容：未定 平成2１年3月予定

　③　群馬地区
第１０回「ニューイヤー・バレエコンサート」 於：前橋市民会館　大ホール
平成2１年１月２４日（土）
「ぐんま バレエ アテリエ 200９」 於：前橋市民会館　大ホール
平成2１年２月２２日（日）

　④　埼玉ブロック
第2１回バレエファンタジー 於：さいたま市民会館おおみや大ホール
平成２０年9月2１日（日）
内容：「さくらの詩」　振付：矢嶋麻津絵／合同作品 「くるみ割り人形」より　振付：伊藤京子／他、参加団体作品

　⑤　千葉地区
＜公演予定なし＞

　⑥　神奈川ブロック
Ballet Art KANAGAWA 200８　　第６回「サマー・バレエ・コンサート」 於：神奈川県立青少年センター・ホール
平成19年6月30日（土）

　　　　　内容：　 昼 /「オズの魔法使い」　演出・振付　：新井雅子　　　　 他、参加スタジオ作品
夜 /「春の祭典」　振付：中島素子　
　　　「くるみ割り人形」より　”クララの夢”　　　再振付：丸岡　浩　　　　他スタジオ参加作品

Ballet Art KANAGAWA 200９　「第2６回神奈川ブロック自主公演」 於：神奈川県民ホール
　　　　　平成2１年1月1７日（土）　　「白鳥の湖」全幕 演出・再振付：　夏山周久

　★　講　習　会
① 茨城地区 （内容未定）　　　　　　日時：未定
②　 栃木地区 キャラクター講習会　　　　　 於：未定

平成２０年９月１４日(日)・１５日(月) 講師：岡本佳奈子
③ 群馬地区 （内容未定）　　　　　　日時：秋期に予定 於：未定
④　 埼玉ブロック （内容未定）　　　　　　平成2１年２月予定 於：未定
⑤ 千葉地区 （内容未定）　　　　　　平成２０年８月、１２月、２１年２月予定於：未定
⑥ 神奈川ブロック （内容未定）　　　　　　平成２０年７月予定 於：未定

　★　講　演　会
①　埼玉ブロック （内容未定）　　　　　　平成19年12月予定 於：埼玉会館予定

　★　そ　の　他
①　神奈川ブロック 広報誌　「赤レンガ」発行　　：　4６号

(ニ） 甲 信 越 支 部
①　第2７回「サマーコース（夏季講習会）」への参加予定 於：志賀高原ホテル一ノ瀬

平成２０年８月４日～８月９日

②　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　　　　　　 於：東京文化会館
振付：関　直人　　　「クラシカルシンフォニー」

③　第1９回「全日本バレエ・コンクール」への参加予定
平成２０年8月1３日（水）～1７日(日） 於：メルパルクホール

④　第３８回冬季定期公演　「子供バレエクリスマス」への参加予定 於：ゆうぽうとホール
平成２０年12月26日（金）・27日(土）

⑤　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催

⑥　支部運営委員会　　　 於：東京會舘　
平成２０年４月１１日（ほか年４回開催）

⑦　平成２０年度支部総会　　　　　　　　 於：ベルクラッシック甲府
平成20年4月21日
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(ヘ） 北　陸　支　部
①　第2７回「サマーコース（夏季講習会）」への参加 於：志賀高原ホテル一ノ瀬

平成２０年８月４日～８月９日

②　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　　　　　　 於：東京文化会館
振付：本嶋エツ子、坪田　律子　　　「コッペリア」より

③　第1９回「全日本バレエ・コンクール」への参加
平成２０年8月1３日（水）～1７日(日） 於：メルパルクホール

④　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　　　平成２１年１月期

⑤　第６回支部合同コンサートの開催　（予定）　　　　平成２１年１月期

(ホ） 中　部　支　部
①　平成２０年度支部総会 20年５月２７日(火)　 於：名古屋市民会館第一会議室

②　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　　　　　　 於：東京文化会館
振付：ヘルギー・トマソン　　　「コンブリオ」     音楽：ドリーゴ

③　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　　　平成２１年１月期

④　中部支部公演　「子供バレエフェスティバル」の開催　　　　　　　　　　 於：中京大学ホール
平成２１年２月２７日（土）・２８日（日）　　　　

⑤　東海テレビ開局５０周年記念　「グラン・ドリーム・バレエ・フェス」への参加　　　　　　　 於：愛知県芸術劇場ホール
平成２１年３月２0日（金）～２２日（日）　　新作バレエ作品をもって参加　

（ト） 関　西　支　部
① 第2７回関西ジュニア・バレエ・フェステイバル

第1６回関西シニア・バレエ・フェステイバル 於：大阪府青少年会館文化ホール
平成２０年4月１９日（土）・2０日（日）・2６日（土）2７日(日）
主　催　　：（社）日本バレエ協会関西支部
参加人数：　ジュニア2部・・・8４名　　ジュニア1部・・・2４４名　　シニア・・・９３名　　　　合計　4２１名

② こうべ全国洋舞コンクールに公演名義付与
平成２０年5月（クラッシックバレエ開催期間）

③ 第３６回バレエ芸術劇場　　キャスト選考会　　　　　 於：大阪バレエアカデミー
平成２０年6月８日（日）

④ 第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日 　　　　　　　　　於：東京文化会館
再振付：石川　惠己　　　「パキータ」

⑤　ワガノワメソード・サマー・バレエゼミナール開催 於：大阪バレエアカデミー
平成２０年8月６日（水）～１８日（月）　＜実12日間＞

⑥ 第３６回バレエ芸術劇場 「シンデレラ」全幕 於：大阪国際会議場メインホール
平成2１年１月2３日（金）

⑦　Osaka Prix第１０回クラッシックバレエ・コンクール　後援及び協力 於：大阪国際会議場メインホール
平成2１年２月２１日（土）・２２日（日）予選、３月1４日（土）予選・1５日（3月1４日（土）予選・1５日（日）決選
主催：産経新聞、産経新聞開発(株)

⑧　ワガノワメソード・スプリング・バレエゼミナール　開催 於：大阪バレエアカデミー
平成２１年3月２５日（水）～３０日（月）

(チ） 中　国　支　部
①　第５回中国支部コンペティション　　　　　　　 平成20年4月3日 於：アステールプラザ
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②　支部定例総会　 平成20年5月9日 於：ホテルグランビア広島

③　第５回山口洋舞フェスティバル　 平成20年7月20日 於：下関市民会館

④　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　 於：東京文化会館

再振付：井口　裕之　　　「雪蓮華」   ３県合同

⑤　第1９回「全日本バレエ・コンクール」への参加 於：メルパルクホール
平成２０年8月1３日（水）～1７日(日）

⑥　第２回岡山洋舞フェスティバル　　　　　　　　１１月９ 平成20年11月9日 於：ベルフォーレ津山

⑦　中国ﾊﾞﾚｴフェスティバル　　　　　　　　　　　　１１月16平成20年11月16日 於：アステールプラザ

⑧　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　平成２１年１月期 於：アルソック広島

(リ） 山　陰　支　部
①　第2７回「サマーコース（夏季講習会）」への参加 於：志賀高原ホテル一ノ瀬

平成２０年８月４日～８月９日

②　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　 於：東京文化会館
再振付：若狭久美子　　　　「レ・シルフィード」

③　第1９回「全日本バレエ・コンクール」への参加 於：メルパルクホール
平成２０年8月1３日（水）～1７日(日）　　　支部推薦ジュニア４名参加予定

④　合同公演「プリマヴェーラ　４」　　 平成20年12月７日予定 於：島根県民会館大ホール

⑧　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　平成２１年１月期

(ヌ） 四　国　支　部
①　平成２０年度四国支部総会・懇親会 　　 於：城西館（高知市）

平成20年４月14日（月）

②　平成２０年度ジュニア会員研修会実施 ７月予定

③　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　 於：東京文化会館
再振付：篠原　聖一　　　「ドン・キホーテより　グラン・パ・ド・ドゥ」

④　第1９回「全日本バレエ・コンクール」への参加 於：メルパルクホール
平成２０年8月1３日（水）～1７日(日）　　　
第2６回四国バレエコンクール・ジュニアの部に於いて成績優秀なる者を推薦する予定

⑤　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　平成２１年１月期

(ル） 九 州 北 支 部
①　九州北支部　第３回 「バレエ・コンクール」’０８ 於：大野城まどかぴあ

②　第8回 「講話会」　　 於：福岡パークホテル
平成２０年５月１８日（日）　　講師：福田　一雄

③　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　 於：東京文化会館
振付：岩上　純　　　「ＤＥＳＥＲＴ　ＴＯＷＮ」

④　第2４回 「バレエ・フェスティバル 200８」 於：福岡サンパレス大ホール
平成２０年8月３１日（日）　

⑤　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　平成２１年１月期

平成20年4月5日
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(ヲ） 九 州 南 支 部
①　平成２０年度支部総会 平成２０年６月２９日（日） 於：宮崎市民プラザ

②　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　 於：東京文化会館
振付：西島　千博　　　「コンチェルト　～ 黒の協奏曲 ～」

「全日本バレエ・コンクール」への参加 於：メルパルクホール

平成２０年8月1３日（水）～1７日(日）　　　
３月２３日に別府市で開催の推薦会の結果、２名出場予定

④　２００８年度ウインターコース（冬季講習会）の開催　（予定）　　平成２１年１月期

⑤　平成２０年度 「ジュニアバレエフェスティバル」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 於：鹿児島市民文化ホール

(ワ） 沖　縄　支　部
①　　　200８年　児童バレエ・コンクール　　　　　　

第1９回全日本バレエコンクール参加の為の「第2５回沖縄支部予選会」 於：宜野湾市民会館
平成２０年5月2４日、２５日

②　第３２回 「全国合同バレエの夕べ」への参加　　　　平成２０年8月６日　　　　　 於：東京文化会館
振付：南條喜久子　　　「コンポジション　Ⅰ」

平成20年5月24日
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