東京ディグ／ライズ 2
用紙：BLIND と同紙
A4 チラシ 表面 版下 2C : K1C + 特色 蛍光イエロー
※BLIND の時の特色の留意点と同じで蛍光色とスミ色の濃
20200821̲v4.0
度を濃く。浅くならないようにお願いします。濃度を出す
にはマットスミが良いでしょうか？

蛍光イエロー
※写真データ = スミのせ

東京を掘る︑
ダンスをまつる︒
第二章︑
始まる！

北尾 亘 (Baobab)

ダンスワークショップ発表公演

2020(令和2)年

9/20
9/21

(日)

15:00

( 月・祝 )

15:00

東京芸術劇場 シアターイースト
主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場
アーツカウンシル東京／東京都

東京ディグ／ライズ 2
A4 チラシ ウラ面 版下 1C スミ
20200825̲v6.0

東京を掘る、
ダンスをまつる。
第二章、始まる！

ダンスワークショップ発表公演
『東京ディグ / ライズ２』
Baobab主宰・振付家・ダンサー・俳優の北尾
亘によるダンスワークショップ＋発表公演を
本年も開催します。都市の歴史や物語を掘り

北尾 亘

起こし (DIG＝ディグ )、そこから新しい祭り

(Baobab)

を建て上げる(RISE＝ライズ )というコンセプ

ダンスワークショップ発表公演

トをさらにブラッシュアップする『東京ディ
グ / ライズ 2 』
。ワークショップやレクチャーで
はオンラインを活用し、発表公演でも映像を
効果的に絡めるなど、創意工夫を尽くします。
全員の知恵と情熱を結集して、新しい表現ス
タイルに挑戦する『東京ディグ / ライズ 2 』に
是非ご期待ください。

● WS 参加者・出演
井口 碧 小畑水芙 折田侑駿 柿原寛子 椛島 一
小林桜子 三戸いくの 富岡晃一郎 橋本涼音
MIKI 三鶴泰正 南 誉士広 三輪麗水 森 菜摘
WS 講師・演出・振付・出演

北尾 亘（Baobab）

上松萌子 大上久美子 木村麻子 染宮久樹

きたお・わたる ●2009年ダンスカン

東京芸術劇場 シアターイースト
2020(令和2)年

9/20 ( 日 ) 15:00
9/21 ( 月・祝 )15:00

パニー「Baobab」を旗揚げ、全作品の
振付・構成・演出を担う。パワフルで
現力が加わった独特なテイストが注
目を集める。舞台、映画、TVドラマ、

一般発売 2020 年 9 月 5 日 ( 土 ) 10:00

CM など多数の話題作の振付に関わる

チケット取扱い・お問合せ
東京芸術劇場ボックスオフィス
0570-010-296（休館日を除く 10：00 〜 19：00）

※一部携帯電話、PHS、IP 電話からはご利用いただけません。

https://www.geigeki.jp/t/

生田目 麗 橋詰高志 福岡悠莉 福島玖宇也
本間夏梨 山口千栄 山田麻子

土着的な群舞スタイルに演劇的な表

チケット料金：全席自由 ( 整理番号付 )・税込

一般 2,000円 25歳以下 1,000 円

田尻咲良 都田かほ 中田佳音 なかむらなおき

● WS アシスタント・出演
米田沙織（Baobab）山田茉琳

一方、ダンサー・俳優としても活躍。

● WS レクチャー講師

大学などでの講義や全国各地で の

木ノ下裕一（木ノ下歌舞伎主宰）

ワークショップを通して、ダンスの普

山口とも（日本廃品打楽器協会会長）

及活動にも積極的に取り組んでいる。

※24 時間受付（メンテナンスの時間を除く）

※開場は開演の 30 分前 ※25 歳以下チケットは枚数限定・要証明書 ※障害者手帳をお持ちの方は、割引料金でご
観劇いただけます( 要事前予約 )。詳細は劇場ボックスオフィスにお問合せください。
※やむを得ぬ事情により、公演情報等に変更が生じる場合がございます。
※マスクの着用にご協力ください。マスクを着用でない方の入館はご遠慮いただきます。
■東京芸術劇場でご鑑賞の際には、一時託児をご利用いただけます。( 有料・定員制・希望日 1 週間前迄に要申込 )
ご予約受付・お問合せ：HITOWA キャリアサポート株式会社 わらべうた 0120-415-306( 平日 9:00 〜 17:00)
※全公演で補聴器・人工内耳をご利用の方に使用いただけるヒアリングループを作動します。

大石 始（ライター）
●スタッフ
技術監督：熊木 進
映像・撮影：中瀬俊介 (Baobab)
楽曲：岡田太郎 ( 悪い芝居 )
衣裳：臼井梨恵 ( モモンガコンプレックス )
宣伝美術：宮本英一 (scart)
制作：目澤芙裕子 (Baobab)

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場・アーツカウンシル東京／東京都
／独立行政法人日本芸術文化振興会
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）

東京芸術劇場

伊藤まこと

https://www.geigeki.jp/

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-8-1 TEL: 03-5391-2111
（休館日を除く 9：00 〜 22：00）JR、
東京メトロ、
東武鉄道、
西武鉄道
「池袋駅」
西口徒歩2分。
（池袋駅地下2 b 出口直結）

〔大切なお知らせ〕

東京芸術劇場では新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で、本公演を
開催いたします。チケットのご購入・ご来場の際は必ず当劇場 WEB サイト内の【東
京芸術劇場における新型コロナウイルス感染症対策とご来場される皆さまへのお願
い】をご確認の上、マスク着用にてご来場ください。37.5℃以上の発熱がある方や、
体調不良が認められる方等はご入場いただけませんので、予めご了承ください。

2020AW Dance collection@TMT Special Information
11 月 伊藤キム × 森下真樹『マキム！』
（プレイハウス）

Coming
soon!

Co. 山田うんカンパニー新作『コスモス』
（シアターイースト）
12 月 ダンス田中 泯 新作
『ムラのドン・キホーテ ( 仮 )』
（プレイハウス）

詳細は近日発表。
乞うご期待！

