Dance Sanga Studio Showing

Another Time
For us like any other fugitive,
Like the numberless flowers that cannot number
And all the beasts that need not remember,
It is to-day in which we live.
So many try to say Not Now
So many have forgotten how
To say I Am, and would be
Lost if they could in history.
Bowing, for instance, with such old-world grace
To a proper flag in a proper place,
Muttering like ancients as they stump upstairs
Of Mine and His or Ours and Theirs.
Just as if time were what they used to will
When it was gifted with possession still,
Just as if they were wrong
In no more wishing to belong.
No wonder then so many die of grief,
So many are so lonely as they die;
No one has yet believed or liked a lie,
Another time has other lives to live.
Another Time
W.H.AUDEN

July 21th [Mon] 2008
1 st performance: open 15:00 start 15:30
2nd performance: open 17:00 start 17:30
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Dance Sanga Studio Showing

Another Time
ダンスサンガ スタジオ・ショウイング

2008 年 7 月 21日（月・祝）
第１回 パフォーマンス

15 時開場

15 時 30 分開演

第２回 パフォーマンス

17 時開場

17 時 30 分開演

会

場： Dance Sanga

入場料： 任意（入場料は一部ユニセフに寄付されます）
ご予約：

座席数に限りがありますので、Eメールにてご予約ください。

dancesanga@meguminakamura.com
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催 ： Dance Sanga

中村 恩恵

Megumi Nakamura （舞踊家・振付家）

フランスのユースバレエ、アヴィニオンオペラ座、モンテカルロバレエ団を経て、９１年より９９年までオランダ
のネザーランドダンスシアターに所属し、メインダンサーとして活躍。退団後、振付家、舞踊家として活動する。
２０００年、自作自演のソロ作品「Dream Window」が評価され、オランダで Golden Theater Prize を受賞。
０１年、キリアン振 付 のフルイブニングソロ「ブラックバード」（彩の国さいたま芸 術 劇 場 ）を上演し、
ニムラ舞踊賞を受賞。０５年、「A play of a play」（彩の国さいたま芸術劇場）を発表。また、オランダで
ソロ作品「One 6」をコロゾープロダクション主催で発表し、好評を博す。
自らの舞踊活動の傍ら、キリアン作品のコーチとして、パリオペラ座を始め世界各地のバレエ団やバレエ学
校の指導にあたり、０６年度、０７年度のローザンヌ国際コンクールのコンテンポラリーレパートリーのコーチも
務める。０７年 7月、横浜本牧を活動の拠点として、Dance Sanga を設立。同年、Noism07 に作品
を委嘱され「Waltz」を振り付け、この作品が評 価され 第３９回舞 踊 批 評 家 協 会 新 人 賞を受 賞する。

＜アクセス＞
JR 根岸線「根岸」駅より市営バス 58、99、101 系統本牧方面行き「本牧原」下車
東急東横線「元町・中華街」駅より市営バス 8、58、148 系統本牧方面行き「本牧原」下車
ケンタッキーフライドチキンのあるビルの地下 1F

231-0821 横浜市中区本牧原 15-6 グロブナースクエア B1 tel/fax 045-625-3534
e-mail dancesanga@meguminakamura.com web site http://www.meguminakamura.com

