
テキストを先鋭的に身体化し、現代の狂気を  雅さである一二野とIl春r・、‖紀文の末にIl「代の道祖神が  

突然来迎し、暴れるL，儀式 祭を超える時空間り 言  

薬の持つ力と体が表すことのできるイメージが、瞬時  

に合成した．、若尾仰佐√に感情の凍詰 解除という、  

ギリシャ ローマ芸術の変遷か．読み取れるエロス  

タナトス、現実 非現実という 二元論では夢は訪れな  

いその動きは内l面を越えて、一元論に到達する 

荒木志水、20世紀のモホリ＝ナシが求めた、彫刻の  

マッスの解放を求めた什Ij［に似る。単調な動きは固  

体から気体への解放に導いたjerosの音響が、時  

間概念を支える，人の／卜きる岬l閃、ライフ・サークル  

さえも感じさせる二村川いづ実には、五体投地にも似  

た、非＝∪一甘性から膵臓する神の形が浮かび上がった。  

坊主l．ことって修行点しl館である．では我々の日常とは  

何かという関越提起も忘れていない。 

ここでひとつお斬i）しておくと、「彫刻のようだ」とい  

う言い方をしても、動く人物よl）も彫刻の方が芸術的  

だとか、憧れていると考えているわけではない∵そも  

そも‾動く人物」とは、あらゆる彫刻のマトリクスであり、  

その表現力はあらゆる彫刻のフォルムに先行する二私  

は今、そんなことも感じている   

さて、最初にアンデパンダンと言ったように、この「畳  

、巨億 には、行おの枠観みというものは設定されてい  

ないこだからこそダンスとは何かという根底的な開を  

放つことが叶能になるのだと想うか、今桓＝ま、おもに  

照明の使い方がIi乍．鯛だ′ノたという理巾により、中西が  

同じような創作者を選んで亜べているように受け取ら  

出現させる  
テラ・アーツ・ファクトリーrヌード」「ツアラトストラJ  

9月30日－10月2日 ザムザ阿佐ケ脊   

テラ・アーツファクトリーの6年ぷI）になるという本公  

演は、ほほ男性のみのキャストによる「ツアラトストラ」  

と女性のみの「ヌード」という作品の2本立てだった．  

まず、非公開の試験公演を奄ね、そこでは演出家た  

けでなく肛演者も創作に深く関わるという、制作プロセ  

スに興味を待った。どちらの作一丁J●も様々な種籾のテキ  

ストの引剛こよって成り立っていたが、それらの言葉  

たちが、俳優たちの発話や身体衣親によって解釈し  

直され、より豊かな意味を含む新しい「テクスト」とし  

て醇創造されていたように感じたのはこの独自な制作  

方法の結果と言えるだろう例えば「ソアラトストラ」  

では『死体』という単語が俳優たちの即興によって、r柁  

体としたい・・・遺体…遺体としたい…痛いJなどと展開  

され、その意表をついた意味の繋が）にハツとさせら  

れるそして最も衝撃的だったのは 女√拓生コンク  

リート詰め殺人」の裁判記録が読まれるシーン1加半  

音の少年達の常識では考えられない少女に対する暴  

力と陵辱行為の数々が、思いテープのlI線をつけた  

数人の俳優によって語られ、いつしかそれはJ葉の  

斯けの絶叫へと変わっていくIj机－ていて尖際気分  

が濫くなる。これは言葉の意味卦、感党全体を通し  

て伝わってきたということの証拠だろう「二「ヌード」では  

助を完全に布で残った女優通が、あるAV女傑の性  

体験についての手記を読み卜げる ショッキングな内  

容のテキストにも関わらず、抑えた調√で他人事のよ  

うに携帯電話を見ながら読まれる．准にあてるでもな  

いモノローグのような；li自と、特別たかれるカメラのフ  

ラッシュの普がうつろに響く、静かたが強いインパクト  

のある作品だった。2本ともテキスト小心、しかもセク  

シャリティや暴力といった関越か‡也の作■lJ－であったが、  

その表現は決して観念的ではなか一ノたL それらのテ  

ーマは具体的な感銘を油して、織る側につきつけられ  

ていたのだ （小笠原幸介）  

ダンスの本質を問う実験は  
まだまだ続いていくのだ！  
中西レモン企画  

rちょっとした舞・涌の祭典 1半畳VOl．4J  
9月5日～9月6日 神楽堰ディープラツツ  

「畳半畳」は、自発的に応某した創作打が、ド畳の  

空間で自【j二Iな行為を行う、アンチハンダン形式のダンス、  

パフォーマンスのシリーズ企州である今回の「丑川」  

の出品作を「彫刻」に見l－工てなから解説してみよう 

富沢房江は異国の神の偶像のようた∴脱胎的な手  

法で造った、知識人には理研できない形 ノシロナオ  

コは、畳半畳と同じ大ききの歓縁をⅠ′川二し、これを用  

いて自らをフレーミングする．縦 横 水、ド 垂直、  

見ているものの重力か奪われる 木村川、l；りこでの  

阿転は、彫塑を回り込んで比るようでいて、錯覚に陥る。  

彫塑には存在しない生命力に溢れている椎名利恵  

丁・は百済観眉のように－Lち尽くす t．川l秀康（g山tar）  

が、静かに碑l狛二燃え櫨る炎を浦川する．俳名の肉  

体は一見軽やかに感じるのたか、その・歩一射こ強  

力な磁場を感じさせる ′ト杉裕美、中世のヴィーナス  

が絵両から飛びⅢし、動く1打、卜の紘がうねる感触＝  

リズムから、後半の石を梢み卜げるような動作＝旋律  

に共通するのは、女神のみが挑えることか許される俸  

ィ 
拓 ′■‘‾哲－   ‾  ′   

喋っていた頃の話を演劇で比せよう それがツアーの  

動横でした＿と、王事・小鳥邦彦さん ′ト羊たちの  

沈黙＿凱旋公演 シアター1）0012‖23け、25日  

’1、El一：03一：i3」」1ト8992  

●9月15日 萬11寺「ド】催”「戯烈なノ三fを武掛こ、  

民族音楽からアバンギャルドまで多彩な情動を展開す  

るボイスパフォーマー、牡久＼lr・ilIirt111辛太郎企l呵によ  

るイベント『ウイリ山ウンテン』を観る前γはwilliam  

によるソロ．二．日本最lI－▲の楽誹『年取‖酎をパiとギター  

によって再現．＝全く予備〕肌一軋無しで聴いたか、ゆった  

i）と繰り返きれる旋律と、Willi；1111の空京を直接壷動  

させるような声が非常に魅力的たった しかし、この  

IIのパフォーマンスでは、それがIll●卯！芸能へのオマー  

ジュなのか、そうではなく女親了段の・つなのか、と  

いった点がよく分からなか′Jた表現したい内容と琴  

歌譜という形式に強い必然甘かはいだせれば、もっと  

良い′iフォーマンスになる吋能¶かあるのではないか 

ともあれ今は実験段臍なのであろう このイベントは実  

験の場なのだ。後半は板野敬∴瀬尾克とのトリオ  

で即興ボイスセッションーボイスパーカブション的な手法  

もmいながら圧倒的なパワーとスピードで許をまき散ら  

れる側面があった．・人・人  

は個性的なのだが、空川のい  

わゆる作り込みかもうひとつだっ  

たのだろうか仁兄る人が相の後  

ろに跡）込めないということもある。  

畳半畳の巾＝’lさは、見る角度が  

開けていて、創作者からすれば  

どこからでも観客に見られてしま  

うところにあるのではないだろうか 

畳半畳に何度も‖演している創  

作者達は、荒㈲川で未完成であ  

りながらも、確実に前のl＝1に比  

べて優れた公演をしているそ  

れは、今回初相浦の創作常に  

も期待できるだろう【】・㍍＝こ創造  

的で新しい形を求める姿勢は、  

定型ではなく、本来的な「l甘衛  

芸術」の欠かせない要素である。  

この期待が、畳半！日日こ足を迎  

ぶ理由になっていく。（宮田徹也）  

鮒 ■5疇            ノ ′■払■．＿  

モンゴルより凱攻  

●9月果l≡l世界劇場の小屋、新摘シアターPOO  

その奔放な想像力と表現力に幾度、夢心地になった  

だろう創立30周年のケ；ト9‖、畔界劇場はモンゴ  

ル公演を敢行、ウランバートルの人′芋：．満堂と児喘劇専  

川劇場で新作を1二碗、2†一致「了名を動＝tて大成功  

のうちに帰国した「）11本から演劇と名の付くものが行  

ったのは恐らく始めてし二持ち帰ったアンケートには「素  

哨らしかった」との賛辞か並ぶノ絃煉・砂漠化で†云  

続の牧羊を諦め、都市に撮れ込む草根の艮の†棋  す瀬尾、民族壱潔の秋IYl法等から独自のやり方で完  

成させたノイズ声をコントロールするwillianl、そして2  

人の古の合間を縫い、練り川される一撃のような沃野  

の叫び声。べ者べ梯のi！rが飛び交う兵剣勝負を堪能 

毎月第2土曜に催されるこの企画、11月は能楽師今  

井尋也をゲストに迎え、経とノイズ洋楽の鹿合r能イズj  

を行うという。こちらにも期緒したいL（小笠原幸介）  

●10月某［】、岐lうl．心にある寺ILl成J・展 二中空宙・  

思い出す角度．へ以前からギャラリーのホームペ  

ージで気になっていた、かわいらしい作品が並ぶ＝か  

わいらしい、とヨ一っても、独行を迫うものや少女趣味と   

通が、マン  

ホール・チ  

ルドレンと呼  

ばれる孤児  

r になる。ウ   

ランバート  

■  

1■■■ 抑 聯 人間がまだ  

川じ1一発を  子羊たちの沈黙  



戦前はデパートだった古い建物にアーティス  

トが棲息。そこがベルリン公演の会場だった。   
山の手事情社「タイタス アンドロニカスJ   

9月8日，9日 ベルリン・タへレス劇場   

「終演後、Jj客梯のご矧棚こ答えていただけるかしら？」   

ベルリンのプロデューサー・ガピさんに凄ねられ、「いい  

ですよ」と答えた、】いわゆるポストハフォーマンストークとい  

うやった 致1「前まで劇団の公演のたびにおこな－．ていた  

ことなので、気軽に応じたこのポストパフォーマンストーク、  

t1本でもたまに行われているが、あまl）」般的とは．i’えない  

1Eれ活発な議論になりにくいと感じ、私【′l身もここ数年は  

やりていない   

去る9月射l、！）口とJAl）AN NOWに参加する形で、  

ベルリンのタへレス劇場で、新作「タイタスインドロニカス  

をI瀕する横合を柑たその公演終了後に観客の質問に  

答えてほしいという依頼だったII本から来たカンハニーの  

公演であl）、その創作虚図や演‖意図を知りたいという観  

客の要望にこたえたいということだ 

開演酢こり会のインタビュアーの女性と簡叩に打合せを  

し、公演にのぞむ．このタヘレスという劇場、戟I河はデパー  

トた－ノたという惟史的建造物で、過l）のそのイりたけ見事  

：こ朽ちている しI本ならさまざまな規制で取り壊されている  

に適いない1歴史のしみこんだ空間は、それだけで十分  

雰囲気かあるい刺場だけでなく、スタシオも多数ありて、そ  

れをアーチストが－1r挺しており、断段の壁は芸術的な落度  

きで卿）つぶきれている 周辺は飲食店か多く、夜遅く（鯛  

II】・く）までにぎやかで、10分も歩くと、ベルリナー・アンサン  

プルやドイツ劇場もある  

l朴商は20：（）OJ糾客は入り口のバーで克っているビール  

やワインを持ち込んで座っている】（）0人蘇の客席を用意  

したか、数多くの立ち見が川る盛況だ」・声幕があるとは言  

え、II本譜でおこなわれる芝脚二観客は思いのほか集中し  

ている「二ただ時折ビール瓶の倒れるJllがするし，これには閉  

IIするものの、客席は先にする風でもない  

1時問’ドのl二演が終わ嘉）、2200鰍こトークが始まるこ館  

くのは大半の観客が殉っていたことだ 今見た芝脚こつい  

て誠倫をするのは、l二I本の感覚で言えば、ややもすると「野  

藤」になりかねない．二それがどうやら追う，トークの横会が  

あるのならば仰いてやろうじゃないか、という感覚がドイツで  

はごく自然なのではないか「舞台に青色を多用している  

のはなぜですか？」とインタビュアー女史。」ヨーロッパでは必  

ずといっていいほどまず色の意味を聞かれるこ「血なまぐさ  

い芝居に赤を恍う油俗性から逃れるためです」－適訳を介  

する会話はある梯の抽象性を獲得する．＝それが海外での  

動くのか「と、のような訓練をしているのかJ「選曲の狙いは」   

「ちゃんとした劇場でやっても十分通川する というあ  

りかたい励ましもあったしコ「そろそろお開きに」と■り会者か  

；lFげたのは2日川とも、α00i短か′」た二本番より長い時間、  

話をしていたことになる  （安田雅弘／山の手事情社）  

－JAPAN NOW2005－  
JAPAN NOW 2005は、日・EU市民交流年事業として、現  

代の日本のコンテンボラリー・アー トを集めて行われるフェ  
ステイ′くルで8月30日よリスイスの首都ベルンを皮切りに、  

ドイツのヘルリン（9／7～）、ポーランドのクラクフ（9／一15～）  

で開催された⊂  
■日本側参加団体  
＊黒沢美香「No描杷d V19t」（ダンス）＊渋さ知らずオーケ  

ストラ（青菜）＊OM－2 日・ミュラー／作 夫璧茂夫／  
構成、演出「ハムレットマシーン」（パフォーマンス）＊山の  

手事情杜 W・シェークスビア／作 安田雅弘／演出「タイ  

タス アンドロニカス」（演劇）＊ジンジャントロブスポイ  

セイ A・シャリ／作 中鳥諜人／演出「ユビュ王」（演劇）   

＊イムレ・トールマンrVoyager」（舞踏）  

■現地日本人参加者  
＊Yui．Yuko，Ayako，Chizu rWand und Wandeり他（ダ  
ンス）＊ラップトップ・オーケストラ（音楽）＊他、美術展  

など多数参加  
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ニシンスキーの「牧  

神の午稜」のイメ  

ーシか重なって見  

えた さらにウェテ  

ィングーレス嚢は組  

剛な動きで、中近  

東楓の音楽に乗  

った踊りは、「舞う」  

という．i－紫にふさ  

わしいものたった  

地方や外国で活  

動する耗蹄家たち  

は70年代舞踏の  

「匂い」を漂わせる  

米国からの玉野  

ダンスブームの今こそ、  
身体の強靭さを問いたい。   

～「ダンスが見たい7！」総評－   

7月12日－8月31日「ダンスが見たい7」   
デイブラツツ（神楽坂、麻布）  

ダンスがみたい7」は、批評家推薦1り釦とインターナシ  

ョナル10範というプログラムだが、カブプリングやj仁清なと号  

合わせて30を超す務台か2つの会場で繰り広げられた  

往IIの大横＝一也＆ダンサーズ「サクリファイスJ（8月2日、  

麻布）は、舞台奥の椅子から叫女数人ずつが、t仁ちがりて、  

頗i）か始まる ミウミウか日間的な世非を見せ、キツネの血  

をつけた江夏令祭が跳ねる＝垣内山香牒がバットをもちキ  

レたオハさんを演じる 開かおりはl’l分の足を縛りエロティッ  

クに倒れ、繊で皆木11，鈍か胤iニ．，終るとそれぞれ立ち去り、  

そのブレイクか奇妙な効果を出すそして嗣匠，ないロマンス  

小林こスカンクかノイズっばいギターやテレビの・稀を涼し  

て緩急をつけ、赦しい身体がリアルに迫i）つつも、舞台へ  

の登場や退場と構成が抽象性を感じきせる作品たった 

鈴木ユキオのグループ金魚kiIlgサしも新しい展開を  

見せたFミルク」（8月1611、麻布）では四つん這いの男  

を成り解し、暗転で人が替わり伺じ動作を繰り返す＝空間  

大橋可也 黄巾の帰国公演  

l舞斬ってなあに？J（8月18日、神楽坂）は舞踏の破天  

荒さとリリシズムを示した，また別の舞台だが、青森の福上  

止一は土新約な舞肺動矧瀾は月詣日、鮎nkARTNYK）、  

新潟の城川久√はトリスタン・ホンシンガーのチェロとともに  

稲神の自由さを見せた（‡）月14臥横浜サモワール）   

山本萌の金沢舞踏劇は、オーストリアの劇団ASOUと  

州司制作を呆けている。今回の一変身J（8月311】、麻布）  

の黒い舞台を動き州る群舞は、閉塞状況にある人々と不条  

理な世界をひしと感じさせ、風刺的にコミかレな山本のソロ  

とともに、無言の暗黒劇としてタデウシュ・カントールを思わ  

せた まさに数年軋裾・ilで作品を積み上げてきた成果だ  

ろう 

和栗由紀夫と上杉頁代の【神鞋の杵J（8月4［1、隙布）  

は、L方翠の弟子相乗と大野一雄の弟子ヒ杉、つまり舛  

なる系譜の舞軒家の遭遇という筆者の企画だ和栗か憫  

の中に裸身を浮かび上がらせ、背骨の凹凸とその繁袈癌  

が動物的な感触を漂わせる．上杉は骨彼のドレープの布  

の下から和栗を窺うようにして登場し、それぞれがソロを展  

開しつつも静かに絡む和栗は面をつけた錯視的な舞踊、  

シャーマン、スーツ要など多彩さを見せ、卜杉はわずかに  

裸身を晒しストイックだ－「製粉謂」でt力無肺の型を追  

求する和栗と、人野の抑制されたなかの臼‥lを求める上杉  

が、それぞれ削りを交感する触れるか触れないかで絡み、  

眼差しで触れあうラストは舞台そのものとして美しかった   

舞踏には独l●lのオリジナリティと発想がある＝今回の「ダ  

ンスがみたい」には繚同、インドネシア、オースl、ラリアなと  

からの参加があったが、なかでも職山欣也や和栗などの舞  

軒家との交流が目立った1夏の韓国の日韓舞伽フェスティ  

ヴ7ルも舞措か卜L、で、先日の玉野哉市らのロシア・ドイツ 

ツアーには1週間迎．口1500人が集まったというしト国際的に  

舞踏の評価はさらに商まっている日本のコンテンポラIj－  

ダンスは、少し飽和状態になっているように思うが、これを  

打ち破って、さらに海外に出ていくには、舞踏の身体他に  

一筆ぶところが人いにあるだろうその意味でも大府可也、  

鈴木ユキオのような試みは重要であり、コンテンポラリーダン  

スも舞踏も、さらなる前衛性を追求すべきだ「なぜならコン  

テンポラリー、同時代とは時代を追いかけることではなく、  

その前衛せ走るものにJj・えられる名称なのだから  

く志賀信夫／舞踊批評）   

トークの両 輪成や低くFげた照明などか美術的で、鈴木ユキオが執  

白みかも 劫に飼し掛ナるl′lいテーブルとその激しい首、それに絡む  

しれない。 身体の衝撃はダンスや舞踊の両税を超える軌さを持つ 暴  

観客の質 力性が舞台に緊張啓を漂わせ、鈴木の作り目す軸象的な  

疑も止まら イメーシと身体かストレートに観客をぷきつけた鈴木は重  

ない。「い 伏沌のKo＆Edgeで活動し、その影響が洩れ始めているで）  

まこの作 鈴木はアスベスト鮎川身、火桶可也は和栗由紀烏に学ん  

晶を上演 だが、コンテンポラリーダンス界で酎はれるこの2人には、  

する恵味 舞踏の身体性：二躾づく核が見てとれる 

は」「俳  無粋家原H伸掛ま九州に根ざして＃能令せ率いている  

偉はなぜ か，ソロ「私の肉体は戦場である』（8‖2911、神楽坂）  

あのように では、アルルカンのような「】い衣装で登場し、コケッl、リーに  

「1壮界」を見るとき、蛍光ピンクのスーパーポー  

ルや、展示するのに用いられたはしごなど、使  

のに剛いられたはしごなど、佼われている色や  

モチーフは小学生のころからのなじみさえ感じな  

がら、それらが本来持つ意味の凶暴さや危なさ  

も考えてしまう二写上一主の「テレビ」の作占ムは、手  

のひらに載るくらいのサイズで、時計の長針と短  

針のようなアンテナが付いた、紙製のテレビだ 

バッと見はかわいいが、ついこれはどういう意味  

なんだろう？と粗く1ってしまう．そんな私の悪いク  

セに、テレビの両附こは蛍光ピンクで「O」が  

ついていた（藤田千彩）  

寺田就f展 r■巨空宙一思いⅢす何度．19月10  

口～10月22「lギ1・ラリーキャプション岐や  

いう作品ではない。そ  

れは表1面的な感想に  

過きない。むしろ作l晶  

を通じて、寺田はきわ  

めて冷めた衣梢でIlt  

界を見ている物事を  

測ろうとしているかのよ  

うに使われている「分  

度器」、自分とIlt界の蹄樵を晴眼しているように用い  

られる「ガラス」」trえや弱さを見せているようで、鋭  

さや厳しさも持ち合わせた素材だそれらを軋み令わ  

せ、ひとつの「1世界。を作り川す」守旧の作る′トさな  



アジア各都市をネットワークで繁く軒愕の小劇場  

TINYAuCEより最新＝ユース  AJiceFestiva1200511月の注目ラインナップ。  

アジア3都の小劇場から新たな  
神話が誕生   

r神曲333j  

◎11月23日（水・祝日）…16：00＆19：30  

◎11月24日（木）・‥19：38   

‾刊＝助333」は大阪、自北、香港でオルタナティブな活  

動を塵引謁する3つの劇団が1年別にわたるコラボレ  

ーションの成果として完成させた作品だ 

「地獄」演出：Wei，Yingchuan  

（台北Shakespeare●s WiId Sisters）  

r煉獄」演出：Chan．Mingchao  

（香港On and On Theatre）  

「天国」演出：佐藤香撃）  

（大阪 銀幕遊撃②レプリカント）  

上．言己のように各劇団がテーマを選び、それぞれのカ  

法で「神曲」を舞台化 壮大でロマンティックな神々  

の恋愛喜劇である「芋川lりが、新しい、心臓る舞台に  

生まれ変わる。さる1（川221l、23＝には、17日l削こわ  

たりdOの劇助か集うた台北の演劇祭 the 2005  

Festivalin the Square－Ar・tS WonderliInd  

（2005 雨塵院境域褒補償一雪辱術進発陸l）でと揃さ  

れ、満場の喝采をきらった∵台北タイムスは「ダンテ  

の創造的な翻案」と伝え  

ている アジアの小劇場  

のネットワークから、現代  

的な表現で夢幻の境地  

へ誘う新しい神話が誕生  

するのだ 必見 

→ノノ妄i－しは3劇団のメンバ  

ーの顔写真を榊成した  

20O5 Festivalin the  

Squareのポスター  

呵
」
餞
－
■
 
 

………・。………………………………………………・ ALICEFESTIVAL  
創立以来、中国の映画、演劇シーンを支える著γ．な  

作家．監幣、俳俸等を数多く輩出してきた名門．この  

大学の夢見る美男美女か92年に続いて再びアリス  

にやってくる．．作品は、教諭を努める女性作家餞が  

唐代の伝説をもとに描いた「三生イ寺」。学内の蒲酒  

な劇場で開催される「匝I際′ト劇場演劇祭in上海」で  

200り＝二足俸秀賃に榔いた、叙桔的なヒューマンコ  

メティである   

席の量盛期二これは 一人の男のロマンティックな物  

語 僧Yuan Zeは菓族の息子LiYuanと出会い、  

慕惰に心を乱すが、やがて深い友情で結ばれ、l朝方  

の転珪石での再開を約して別れる 番が幾度か巡り、  中国の宅手たちの表現力の  
豊かさに注目   

上海戯劇学院（上海）  

r三生石TRANSMJGRAT10NSTONE  
（転生の石‖  

匂11日12日（土）15：00＆19：00  

all月13日（日）15：00  

上海戯劇学院とは？これは北京戯劇学院と並ぷ  

文雄省文化部1ナ1二属の国立単科大学で、1945勾ミの  

二人は南方への不思議な旅  

の途にあった一   

感覚派の演出家、孟小箪  

の柚赦な美意識が冴え渡る  

舞台である。身体言語もじ  

つに豊かで、優雅で躍劇的  

な俳優たちに、思わず見とれ  

るかもしれない・中国の若い  

演劇がもつ表現力の幅広さ  

には、誰もが驚くはずだこ．  

新しい湖を発信する神業壕と麻布の小鵬  

DIE pRATZEより皐新ニュース  
振付家・伊藤多恵が、ダンス界きっての個性派ダンサーとともに  
放つ100％オリジナル純生ダンス。動きの連続連打！  

げもなく捨てて歩いてきた体が確かにそこにある、と  

いった感じです。】今回初めて出演してもらう人たちも  

そうですが、やってきた道がそれぞれ違うものだから、  

互いにあいいれないところも含めて、くくれないよさ  

があります」紛れもなくここにいる七人ですが、たま  

たま、それぞれの目的の通過地点にここがあるそ  

のことが、私には魅力的ですね。  

、－なるほど。では、伊藤さんはダンスをつくる上で  

何が・番亜要だと考えていますか？  

伊藤一感触のない体はつまらない。どんな動きを  

したとしても、感触が鈍ければ、時間も空間も変わっ  

ていかないし、それぞれの感触が追っているからこそ、  

人数分だけそこに人がいる意味があると思うんです  

ね。手触りや皮膚感。たくさんの「感触」です  

（構成 高見亮子）  

ダンスシアター他動式一夕ンスシアター他動式「穴一丁h8Hol巳‖＠麻布デイブラツツ  
11／10（木）＆11／11（金）19：0011／12（土）15：00＆19：0011／13（日）15：00  
前売￥3500 当日￥3800（整理番号付き）問＝03－341ト4081（オフィスコットーネ平日10：00～18：00）  

松原佐紀子 池田素子 宅松智子 公門美佳  振付＝伊藤多書 出演＝黒沢美香 吉沢意 野和田恵里花  

伊藤－－－1まい好きなダンサーたちその・語に居き  

ます。偶然、謝仁一人力ンパニーに属していない。結果  

そういう人を好きになったということなんですけど、皆、  

臼分でそれぞれ秘所を比つけて逝んでダンスをして  

いる人たちで、果敢美なと感じます．七年1苗まで析勤  

していた「ダンスプロダクションーの頃、【－1分のムーブメ  

ントを比つける作業をしていた時別に時間を共にし  

てくれた人たちと今I‖l再会し、年月分の体がちゃんと  

過ぎているのを見てたまらなく略しくなi）ました付  

着するものは鵬わず付若させて、要らないものは怖し  

「ダンスシアター他動式」と改称して七年ぶりに活動を  

再開した振付家の伊藤多悪さんに、お話を伺いました。  

－一作品タイトルの町ノこJは、どんなイメージなんで  

しょう 

伊藤－－あるIt、気分よく振り返ったら、あるはずのも  

のがなかった．＝あるはずだと．軋って触り返ったわけ  

でもないんですけど、なかったl二そのとき、「ない」と  

いうよi）、「ポッかノ穴があいている」と感じたんですね  

それが、「穴」について考え始めたきっかけでした。  

考え始めたら…r供の頃は「師子の穴から覗くとき  

には追う仲界になる」と信じていたことを思い出した  

り、自分は今も、開け放して考えるより、穴を覗くよう  

にものを考えているなあと思ったi）その方が、栃彩  

色で病み付きになる世界が広がるなあ、とか－，宍には、  

猥雑さや、悲しさや、こわさや、とにかく不透明なもの  

が混沌と密集していて、それでいて、凪が吹いてた  

りしますよね．デヴイツトリンチの映画を例にすれば、  

「鍵穴」は具体的な穴ですよね－二共体的な穴には本  

来終わりがあるわけですが、私がその穴にいったん  

すい込まれると、穴は具体的ではなくなり、深く深く  

通り抜けて出た場所は全く別件界になっている…と  

いうようにイメージが広がiほす。「穴」というのは、  

lQ500ロまどろみ戦士最新作！！植物の種と人間の種を巡って、  
マドロ三世界で起こる植物連の反乱。モして、立ち向かうは三姉妹！！  

とんな内容ですか？  

A－まどろみ範士は、今から4年前に私が書いた作詣ですか、そ  

のとき毎回完結するものの12作品先まで考えてしまい、そのシー  

リーズのコ作．㍑目に当たるものです議の大敵ま、何時もまどろ  

んでいるお菊ちゃんが二巨人公で、そのまどろみ：こ人った孫娘たち  

と共に巨‖敬するファンタシー作Il11です．．そのまどろみの住人たち  

が、梅山l色んな旅をし、攻長をして行く株を描いています．今l些l  

は、そのまどろみの世界の住人でいつも出てくる恐ろしい 二姉  

妹を－ll心にえがいていきます時代は第二次世界大戦が終わ  

る頃、実在Lた＝姉妹とその両親．常に住む少年 敢争によっ  

て徴兵されるのを逃げた父親をかばいながらも生きていく三姉妹  

なんとしてでも生きていく為に行った事があだとなり、官憲に見  

つかり、殺されてしまう両親。】それを悔いながら、また自分たちを  

責めながら倒れていく三姉妹 その二人を肋まし、二度とそのよ  

うなことが起きないよう、永遠に語り砥ぐため少年はまどろみの  

他界を作る大きな木（世界僻）と、それを守る大きな鳥とに掛け  

合い、三姉妹の無念さをどう鳴らせばいいのか解決しようと四  

苦八許する許しです   

lQ5000rまどろみ戦士～WORLロSEED－j  

11／29（火）＆1】／30（水）19：30  

＠神楽坂デイブラツツ  

前売・当日＝￥1500 間＝090－4223t8854  

作・演出＝腹筋善之介 出演＝lQ5000メンバー  

Q－1Q5000はとのような芝吊をするのですかっ  

l－マルチディメンションプレイなんて言葉を性りていますが、  

粧本的：こ寒か装脛烏ほんとんど使わず、なま身の体で全て  

を表現しながら、しかもリアルな芝居をするよう：二挑戦してい  

ます1】まるで映画を見ているようなシーン展悦を実際に姫台  

で衷．呪Lたり、軋る人の想像力を加1速させるような軌道を考  

えています小さな劇場が、これほどにまで人きく感じた挙  

がないと思わせるような黎もします ある意味実験的な舞台  

ではありますね。映画でもない．テレビでもない、そして舞台  

でしか出来ないが他の人たちには出来ないような事を常：こ  

け指しています 

Q一次帆まとろみ戟Lシリーズの燈台をするらしいですが、  

それ自体はつかみどころがな  

くて感触もない」それなのに、  

いっぱいの感覚を伴って、想  

像はいくらでもふくらむ。だか  

ら人は、実体がないにもかかわ  

らず、それを「穴．1と表現する  

のだと思います。   

ダンサーが、また、個性派  

ぞろいですね．－．  



芸術文化を支線、発情するNPO  

アートネットワーク・ジ廿パンより  

MONTHLYLE：TTE：RVoJ．24  
現代社会の浮き彫りにする作品が集結。  
東京国際芸術祭2006のプログラム。  

東京∴．．・  
国際芸術祭  

シス」を上演する。この方法が、日本の演劇界によい  

刺激となることを期待すると同時に、ドラマトゥルクを  

いかに育成するか、大きな問題にアプローチしてtlく  

考えである。（東京国際芸術祭デイレククー市村作知雄）  

■東京国際芸術祭2006について   

特定非営利晴勤続人アートネットワーク・ジャパンは、  

例年どおり2月、3月に、東京国際芸術祭2006を開催  

する二今回の芸術祭も、前恒lと同株に演劇の社会性、  

思想性、政治性を問うということに変化はないが、と  

はいえ、かなり大胆な変身をとげるための実験的な試  

みがなされている。成功すれば、このフェスティバル  

の寿命は少し延びるだろう 

我々の身体に知らずにしみ込んでくる素朴な慣習、  

あるいは作為に充ちた社会的通念を打ち破る力は  

今アートにはないにしても、その奥にある権威の不様  

な姿を暴き出すことくらいはできてもいいはずだ 

今回もまた旧来ドイツの演劇と中東の演劇、ダンス  

を招晒しているニードイツ座のプロダクションであるター  

ルハイマー演Ⅲの「エミーリア・ガロツテ＿は非常に評  

判の高い演劇だが、前回のフォルクスビューネのカス  

トルフとは違って官能的で洗練された作品である 

中束シリーズは3年間プロジェクトの3年日だが、あ  

まi）の反響（口本ばかりでなく、アジア諸国や中束諸国  

でもノの鎖さ故に、5年に延長することにしたt二クウェー  

トのスレイマン・アルバッサームは初年度「アルハムレ  

ットサミット」を公演したが、今回は2度目となる。東  

京国際芸術祭、クウェー1、の文化センター、ロンドンの  

バービカンセンターとの共同製作として世界初演の  

新作を発表する計画であるこまたイスラエルの話題  

の振付家ヤスミン・ゴデールの作品「ストロベリークリ  

ームと火薬」という意味味なタイトルの作品を紹介する  

これには舞踊評論家の乗越たかお氏の強い推薦が  

あった   

アート界では、アメリカは孤立している，9．11同時  

テロからイラク戦争まで、多くのアメリカのアーティスト  

の意図に反して、アメリカ合衆国政府は強行路線を  

突進み、それに従って、アメリカのアーティストは孤立  

を沫めていったと考えられる。どのような方策を国家  

がとろうが、アーティスト悶の交流を絶やしてはいけな  

い、というのが我々の主張である。アメリカのプレイラ  

イトセンターと【］米友好基金の協力のもと、非常利組  

織アートミッドウェストとの共同製作で、9．11以降の  

劇作4本を訳し、日本の演出家、俳優によってリーディ  

ング形式で公演するなお、このプロジェクトも3年継  

続する二  

リージョナルシアター・シリーズは、今い→l終了後大き  

く形を変えることが決まっている。今回の新しいチャ  

レンジは、日本（東京）の演劇の創作を開始したことで  

ある．我々は、2004年秋より豊島区の協力で、西巣  

鴨に稽古場、スタジオ等（にしすがも創造舎）を開設し、  

作品を生み出すためのインフラを整備してきた＝さら  

に演出家の倉迫鍵史氏や阿部初美氏などをレジデ  

ントアーティストとして、にしすがも創造舎を拠点に  

作品創作に取り組める体制づくりに着手し、それを  

東京国際芸術祭で作品を発表することにした。  

ドイツ演劇を紹介する中で、ドイツでは「ドラマト〃レ  

ク」という職能が演劇づくりに大きな役割をはたして  

いることを理解した我々が主催するANJ講座シリ  

ーズの巾で「ドラマトゥルク」を知る講座を開催するな  

ど、その理解を深め、普及する活動を展開し、今回は  

それを実践に移すことにした。Ll本でドラマトゥルクと  

しての役割を担える希有な人材である長島碓氏と満  

とll家阿部初美氏の共同でサラ・ケイン作トト18サイコ  

乗東国隙芸術祭2006  

■T肝国際共同製作事業アメリカ現代戯曲＆劇作家シリーズ  

VOl．1【アメリカ】ドラマリーチインク  

◎にしすがも創造舎 2月10日（金）～12日（日）  

イDemonologyJ／作＝ケリー・スチュアート・rBELしへG10j  

／作＝マック・ウエルマン・FACT A LADYJ／作＝ジョーダ  

ンLハリソン・rTHESEXHABrTSOFAMEF”CANWOMENL  
／作＝ジュリー・マリー・マイアット  

Tヤスミン・コテールandThe BIoodyBenchPlayers  

［イスラエル】  

t∋にしすがも創造舎3月1日（水）－4日（土）  

rストロベリークリームと火薬j振付＝ヤスミン・コテール  

■TtF国際共同製作事業 スレイマン・アルパッサーム・シア  

ターカンパニー［クウェートコ  

◎にしすがも創造舎3月10日（土）－16日（木）  

世界初演！「カリラ・ワ・ディムナー王子たちの義（英語ハーショ  

ン＝作・演出＝S・アルパッサーム  

■ドイツ座［ドイツ】  

◎彩の国さいたま芸術劇場3月19日旧）～21日（火・祝）  

l工ミーリア・ガロツティj 原作＝レッシンク 演出＝三ヒヤエ  

ル・タールハイマー  

■にしすがも創造舎演劇上演プロジェクトvot．2【日本】  

◎にしすがも創造舎3月ほ日（土）～21日（火・祝）  

r4．48サイコシス．】  

作＝サラ・ケイン 演出＝阿部初美ドラマトゥルク＝長島確  

■スリーポイントプロデュース［日本】  

◎下北沢「劇」ノ」嶋り場3月22日（水）～26日（日）  

ベケットライブvol．7一見ちがい言いちがいJ（仮題）  

原作＝サミュエル・ベケット コンセプト翻訳＝宇野邦一  

演出＝三浦碁出演＝鈴木理江子  

tにしすがも創造舎演劇上演プロジェクトvol．3［日本】  

⑳にしすがも創造舎3月24日（金）～27日（月）  

「冬の花火 看の枯葉1原作＝太宰治 演出＝含迫康史  

■リージョナルシアター・シリーズ  

◎東京芸術劇場小ホール12月17日（金）～3月5日（日）  

・劇団Ugtyduckling【大阪】2月17日（金）－19日（日）  

r改訂版さっちゃん」作＝樋口実友喜 演出＝油田祐佳理  

・劇団現代時報【盛岡】2月21日（火）－22日（水）  

r親密な他人J作・演出＝高村明彦  

・SKグループ［札幌】2月25日（土）～26日（日）  

r再演 A。！作・演出＝すがの公  

・北九州芸術劇場X飛ぶ劇場【北九州】3月3日（金）～5日（日）  

rlRON」作・演出＝泊篤志  

■インターナショナル・ヴィジターズ・プログラム  

雷にしすがも創造舎 3月19日（巳）  

国際演劇評論家協会シンポジウム   

※公演タイトル・会場・日程は予定 問い合わせ東京国際芸術  
祭（TIF） TELO3－596l－5202 httpT／／anJ．OrJP  

左）・‥ドイツ座（・筈tKO）中上）…スレイマン・アルパッサーム・シアターカン  

パニー 中下）・・・ヤスミン・ゴデールandThe BIoody BerlCh Players（掘影  

＝¶mrしa川m）右上卜・スリーポイント・プロデュース（撮影＝宮内勝）  

右下）・・北九州芸術劇場X飛ぷ劇場（会場：卜HALL）  

【主催】特定非営利活動法人アートネットワーク・ジャパン  

○  
【共催】   社団法人国際演劇協会（lTl／UNESCO）  

日本センタ→  

【助成】d細山きアサヒピ」レ各桁文化財団  

【事業共催】JÅW〕U仙川Ⅳ島々＞可財団法人地域創造  

濫＝imけ－′／‘財団漬人埼玉黒芸術文化振興財団  
U・1土まてン●  

【特別協妻引 丸山きアサヒピ」ほ締文化財団  

【協賛】ノ11IノEIDO（予定レトヨ可自動車株式会袖  

（予定）／Pa爪aSOniG（予定）  

【協力】シアターガイド∵シアター・テレヒジョン  

【宣伝協刀】株式会社ポスターハリス・カンパニー  

平成平成17年空文化庁国際芸術交流支援事業  
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どこ苦で遊べるか？その他作昂「タンス・オペラjを予定。詳細は  

お問い合わせください。  
11／10（木）～11ノ13（日）■タンスシアター他動式  

rダンスシアター他動式丁穴一丁heHo短」J  

詳細は本文p3を参照。  

11／15（火）～＝ノ20（日）■劇集団劇派  

F囚一75473番一j ☆問＝03・3379－4211（劇集団劇派）  
☆作＝伊藤政美 ☆演出＝三重節郎 ☆出演＝中川譲二 青柳ひ  

で子 伊粟孝志 愈持遊 金沢理宏 愛恭子 他 ◎裁判官。死  
刑判決。還し1遠いニュースの申の出来事▲・では無いんです。もうす  

ぐあなたが下すのですよ、その判決を。準備の出来ていない貴方、  
是非御高覧を里  
11／22（火）＆11／23（水・祝）暮タカハシ佳  

r「サドリ」タカハシ佳 ソロ公演j ☆閏＝03・3894・8886 0r  

O3・3227・0279 ☆作・演出・衣装・葉術・出演＝タカハシ佳 ☆  

照明＝鈴木麻仁 ☆青轡＝小蒲満 ☆舞台監督＝三津久 ⑳ダン  

サー・衣装デザイナーであるタカ八シ佳はジャンクロード・ガロツタ  
（仏）、サシャワルツ（独・シヤウビューネ劇場）と活動後帰国う今回  

待望の新作を上演する。  
11／25（金）～11／29（火）■海千山千プロデュース公演  

rマイラストセレモニーj ☆問＝03－3376－4425またはHP「く  

じらかわらばんデジ．jへ！！☆作・演出＝鯨工マ ☆壱楽＝宗匠浩司  

☆出演＝大沼美和子 大久保洋太郎 横道穀（花組芝居）名取幸  

政（青年座）他 ◎自分だっていつ死ぬかわからない。と、僕は  

葬式のシナリオを昏きはじめた。しかしその途中で、僕はうっかり  
死んでし蒙ったんた‥・‥・上≡途の川で、主人公は庁む。  
12／2（金）～12／5（月）■Umptemp  
r脳みそなし－コッホと名付けられた男－」 ☆閏＝090－932ト  

4162（Ump t（汀nP事務所）☆原作三別投棄 ☆演出＝長谷透  
☆出演＝山川ありそ 吉野糞 森勢ちひろ 谷修 渡辺耕作 篠  

木幸寿 他 ◎様々な名画に描かれている人物たちが、次第にそ  
して明野に呟きだす・‥そんな奇妙な関係が紡ぎ出す風刺劇。お  
やおやまた、こいつの頭の中はお花醸か…？  

第一牽11／3（不・祝）－11／9（水）  

TOKTOKS巨 小金井ケイコ震 rヒーリングアートの幻想世界j  

※初日オープニンク奉ります；是非こ参加下さい。  

第二車11／10（木）～11／16（水二】  

KANTOOROWANO rベラドンj－の薗G一円LSART展l  
乱立メンバーによるexhib渦0∩ 直帰への旅 章はここから始まる…  

第三撃11／17（木）－11／23（水・手元）  

r策一国公募 ベラドンナの舎GIRLSART展J  
この公募は女性としての内面性を謳うものであり各々の現在を  
枠にとらわれない作品の可能性を謀る解放の場である。  
11／25（金）－11／27（日）■roco・mOtionpro匝Ct  
rセレモニー ～VOiceorex圧～J☆間＝090－3520－7242  
☆作・演出＝ヨシモトヒロコ ☆出演＝飯田恵兼 佐々木千寿 南  

波冴 橋本礼 ヨシモトヒロコ ⑳「失う」ということ。小川洋子さ  
んの小説ー密やかな結晶jからつくった、タンス、演劇、映画のあわ  

いにある作品です。私たち一人ひとりの物語のための物語です。  
11／29（火）＆11／30（水）■旧5000  
rまどろみ戦士～WORLDS∈ED－j 詳細は本文p3を参照。  

11／8（火）～10（木）■釜山演劇製作所ドンニヨツク（釜山）  
ALIC∈ FES 2005参加「変二初めてのイメージ・夢j ☆筒＝  
tokyD＠tinya＝ce．n¢t ☆作・演出＝呉治璽 ☆出演二梁允 鄭変  

靡 金祐析 張起桑 ◎釜山の慶星大学演劇専攻の卒業生たちで  
結成。何人力◆の演出家がそれぞれの作男を創作、選定して制作する  
方式で、2000年釜山演劇祭の演出賞と戯曲寅を受寅している。  

11／12（土）～13（日）■上海戯動学浣（上海）  

「三生石mANSMfGRAT旧NSTONE（転生の石）」  
詳姫抜本文P3を参照。  

11／15（火）～20（日）■小指値  

「㈲芸人閏」☆問二伯fo⑳koyubich盲．com O90－1550－2136  
☆作・演出＝北川陽子 ☆出演≠天野史頚 山崎鮭司 中林舞 野  

上絹代 大道笥梨乃 戸田なつこ ⑳人間とは人生とは何か？今  

夜は伝説のクラブキッズと彼や彼女や音楽やS・∈・Xや友だちや政  

治や愛の話をしよう。君も私ももう処女ではない。  
11／23（日）～24（月）■3－City・Dantt∋Project  

「Dantt∋333J詳細は本文P3を参照。  

11／26（水）～29（土）■演者  
「戦濁の桜」 ☆閏＝en－mOn（〕＠y8hoo．co．ip O90－1536－  

8310 ☆作・演出＝田中誠 ☆出演＝網島大喝 坂本健一 鈴木  

完治 大江溺明 田中誠 岡澤悠 石塚圭太 豊ヨゆかり 寺帝  
あっさ 古巴圭史郎 山田笹子 松野純明 ◎祖母から聞いた戦  
争を舞台にしました。北九州の小さな町の戦争です。  
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麻布diepratze  
．・〉  

＼〒106・0044蒼区兼麻布1－26・6・2F T＆F83・5545・1385  

11／2（水）－11／6（日）■池の下  
F刊∃の下フロト☆ステージ「病気」j ☆問＝080・3389－7967（池  

の下）☆作＝別投票 ☆演出＝長野和文 ☆出演車拝上奏千代  

いづみスミオ 櫻井産一封 他 ◎「病気」を見て笑える人は幸  
いなり。「病気」を克て泣ける人は幸いなり。現代日本のこわれた  
関係をするとくクスクル、シュールでポップなナンセンスコメディー！  

11／B（火）■井上節子／てレエシアター  

rふたりでGODOT～女二人でコドーを遊ぶ～／地上 ☆問＝070・  

559ト3125く井上節子バレエシアター）☆作＝ベケット ☆構成・  

演出＝井上節子 ☆出葉＝三沢恵子 井上節子 他 ⑳S・ベケッ  

トの「コドーを待ちながら」を題材にタンスで、それも女二人だけで、  

神楽壕diepratze   、  

I 〒162・8引2新宿区西五軒町2・12T＆FO3－3235・7990／  

11／3（木・祝）－11／23（水・祝）1LUNEプロデュース  

rNEOAPT展J☆問＝03・3235－7990（神楽頒価epratze）  
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