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﹇構成・演出・出演﹈

森繁哉

パリ在住︑翻訳家

ドミニック・パルメ

パリ在住︑パントマイマー

この公演は笹Ii旧仏財団文化交流助成・（公財）山形県国際交流協会民間国際交流団体活動推進支援助成・醤ホール支援事業から助成を受けています

フレデリック・へレラ

パリ在住︑パフォーマー︑舞踊研究家

パリ在住︑歌手パフォーマー

阿部利勝
佐藤あゆ子
松村知紗
橋本磨才文
成瀬正憲

﹇演奏﹈

︵00uP一①︶

主催／劇団響 共催 余目ロータリーグラフ
後援／庄内町・庄内町教育委員会・（公財）山形県国際交流協会

四倉由公彦

庄内町文化創造館醤ホ ル

エレーヌ・ミャラ

開場／午後6：30 開演／午後7：00

フィリップ・シェール

2。1312／12［ホ］．13［言予

ごあいさつ−劇団響代表／阿部利勝
本日は、劇団響主催・余目ロータリークラブ共催の日仏国際共同制作ダンス作品「フクシマー痛むものの声−」にご来場い
ただき、誠にありとうございます。

昨年は、清河八郎没後150年顕彰記念公演「お蓮」、満員御礼ありがとうございました。

「フクシマ」昨年の公演のあとに
新潟県妻有での「大地の芸術祭」にて、「フクシマー痛むものの声−」の公演が終えたあと、日本側のダンサーは森さんを除
きすべて庄内地方在住者であり、東北のタイトルでもあり、ぜひ山形県内で踊りたい、という声が若いダンサーからでました。

文化庁等の補助金を模索しましたが多くが締切間際で諦めかけていた時に、笹川財団日仏文化交流助成というホームページを
教えていただいて拝読したら、趣旨もピックリだし、随時受付だし、ダメもとで申請してみよう、という運びになりました。

申請額は総額予算の半分以下でクリスマス休暇に入る前にと。
大雪の冬が過ぎ、4月に「採択となりました」、のお電話が。「やった−！」、と皆に連絡。の数分後に『うーん、でもなんか大変そう』（笑）。

劇団馨としては、地域に密着した活動ということで、公演のみならず、日本文化に精通するドミニツク先生の講演も交えた
歓迎レセプションや町内の学校でのワークショップと、交流色をつよめた企画といたしました。なぜなら、現代舞踊や創作ダ
ンスというと抽象度が高く「わげわがらね」といわれる部分もあり、ワークショップなどで素直に「からだの遊びと自由」み
たいのを感じていただきたかったからです。
フランスのみなさまからは、遠いところからお越しいただいた上に、心温まるメッセージまでいただき、うれしいかぎりです。

最後になりますが、今回の一連の活動には、笹川財団日仏文化交流助成、（公財）山形県国際交流協会民間国際交流団体活動
推進支援助成・響ホール支援事業より身に余る助成をいただきました。とともに、本公演に協賛いただきましたみなざま方へ、
心よりお礼申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

日仏の経と芸術のちから−笹川日仏財団東京事務局／伊藤朋子
「フクシマ一癖むものの声−」は、日本の舞踏家や音楽家と、さまざまな芸術ジャンルで活躍するフランス人アーティストが、

被災者のために芸術は何が出来るのかと問いつつ、芸術の持つ力を信じながら、共感と友情と情熱という糸を紡ぐことによっ
て生み出されました。

東日本大震災と福島原発事故により、故郷を離れて暮らさざるを得ない人たちがいまだなお多くいます。その方々へ思いを
馳せながら、今の日本、世界を生きるということ、そして現代文明とは何かという根源的な問いかけを行うこと。本作品がそ
のような問いを発するきっかけとなるのではないでしょうか。

日本とフランスの文化交流を促進し、友情を育んで行くことを使命とする当財団が、両国の芸術家のこのような共同作業の
試みに参加できることは喜びでもあります。本作品の上演を通じ、日仏の絆はますます強く結ばれることを期待しています。

日仏共同制作「ダンス作品・フクシマ」に寄せて−演出・振付／森繁哉
みなさん、私たちのダンス会にお越し下さり、ありがとうございます。
この作品は、2011年3月11日に起きた、福島第一原子力発電所の事故を、日本とフランスのダンサー、パフォーマーたちが、

その現実を真剣に受け止めるべく意思と態度を、芸術によって示そうとした作品であります。

この出来事は、単に、原子力発電所が引き起こした未曾有の事故であると既定できる事態ではないと思えます。私たちが過
去に、そして、これからも営んでいこうとする文明という生きることの総体を、どこかで修正したり、丸ごと変更せざるを得

ない「危機の事態」が、あの日を境にやってきた「責務の到来」なのだと思えます。私たちほ、生きる現実において「フクシマ」

を背負い、自分自身の「フクシマ」を、自分自身の手で救済しなければならないのです。
そうした問いに向かっていくために、私たちは、民俗の歴史性や世界観の根底に降り立ってみようとしました。原子力とい

う文明を携え、その力の至福の勝利を歌ってきた私たち人間を、もういち度据え直し、かつ、もういち度踏み出させるために、
芸術ができることは、民俗の精神の深層を、その形において捉え、かつ、その形の意味性を明らかにして、そこから始まる行
動の手法を提出することではないかと思えたからです。

日本の中世の時代に編まれた、「酒呑童子」という説話を下敷きにして、文明の推移を「鬼」に象徴し、「鬼」の受容と、そ
れとの葛藤の物語が、「修験」という宇宙神の到来、調性によって、人間（文明）に望ましいものに変貌していく様をダンスド
ラマ化しました。そして、なにより、あの「フクシマ」を悼み、悼むことで、私たちの新しい神話が、私たちの足元で創造さ
れることを願って止みません。
どうぞ、ごゆっくり、ご鑑賞下さい。

ドミニツク・パルメ
仮に、福島第一の燃料プールから地下層や太平洋へ絶えず漏れ出る放射能汚染水の

量，，を精密に測定できたとしても、2011

年3月から仮説住宅で暮らし続けている福島県住民の絶望感は測り知れないものです。
そんな惨めな状況において、再演になる森繁哉氏の複雑な作品は、先が見えなくなったもっとも暗い時に必然的に問われてく
ること「人間は、自分によって招かれた災いから生き返る気力を発見できるのか？」という、なかなか言葉だけでは解決でき
ない問題を、言葉の要らない舞踏、パントマイム、音楽など、様々なアートの表現を通して提起しまうとしているのです。

そういう意味で「フクシマー痛むものの声−」は、島国日本という限界を遥かに越えた「生命への讃歌」と解釈できるでしょう。

エレーヌ・ミヤラ
私が前回、森繁哉氏とその素晴らしい演者達との稽古と公演のために日本を訪れた際は、暑い夏。
そして今、冬。また別の光、違った風景−。

私には見える 私達が初めて共に経験したことの痕跡の上を歩んでいるのが。
−そう、それはまるで雪の中、予想もつかない旅路への希望と期待と一緒に、
足跡を辿って行くことができるように。

その足跡に踏み込んでいって…‥時に見失ってしまう。

私は思い浮かべます。我々が様々な要素を融合させ、ダンス、演鼓、祈り、歌唱といった、
我々の表現活動にとって新しい可能性を開いてゆくことを。

私はこのような悲劇的な出来事を前に、時に亡霊のような、

また目撃者のような、不適切な気持ちを抱く。
人々が見守る申、あなたと舞台で出会いながら、私は答えの始まりへと近づいて行く。
どうもありがとう。

フレデリック・ヘレラ
日本の鬼は、原子力エネルギーのまばゆいばかりのフラッシュの形で再び現れる。神と悪魔は別々の実体ではなく、彼らは時

に擁護者であり破壊者でもある。
私達の世界は、彼らの地球を破壊するか、自然と人間の文明をこの苦しみの惑基と調和して救うことができる、技術と道具を

創造する必要がある。彼らはその能力を具現化する。
このパフォーマンスは、芸術的シンボル、農業儀式、シャーマニズム、古典的な日本芸能を表現することにより、歴史にとって、

また仕事を通した苦難と共にある人間の運命にとってのオープンスペースであると言えよう。

これは福島大災害により亡くなられた方への哀悼の鎮魂曲であり、かの地を離れざるを得なかった方々への想いを込めた視覚

的な詩である。
私達により彼らは、どこか懐かしい慈悲の心で見守られている。またこれは、近い未来に起こることを願うルネサンス（文芸復興）
のための歌である。

フィリップ・シェ ル
私は10年前から日仏芸術舞踊交流プロジェクトを行っています。また2009年からは東北のアーティストと山形で毎年コラボレー
ションを行っており、そんな縁から森繁哉氏を2011年にフランス・パリのカロリン・カールソンにお招きすることができました。

私はこの愛する美しい東北地方と強い絆があり、その伝統に感服しています。
2012年に行ったパフォーマンス「フクシマ」のためのこのコラボレーションは、2011年の福島における出来事の残酷さを告

発するという共通の誓いと、犠牲者の方々に対するオマージュとして、こうした芸術交流を新たにし、そして、さらに深める

機会でもあります。

東北の住民の皆様の勇気から謙虚に触発を受けつつ、この公演はまた、アートを通して全ての人に希望の息吹を与えるという
目的をもっています。

森紫哉（もり・しげや）

ドミニツク・パルメ

フレデリック・ヘレラ
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詩）の靭訳に集中し、現在に至る。場合によって佐藤京子との

ル・マルソーの指導下に4年間マルソーのメソッドを習う。

善書に踊る日記』（新宿書房）、『地謡集 雪国の雪」（東北出
版企画）、『生命と舞剤『生命と舞踏」（れんが書房新社）、共著
に「東北からの思考」（新泉社）など多数。映画に「大蔵相・踊

共訳も行う。

1989年から公演ツアーなどのため、アジア諸国、特にイン

「帰ってきた男」（池澤真樹）、『蒼き狼』（井上靖）、『色俄侮．肝お
ほんj（宇野千代）、「広島ノート」（大江健三郎）、「三篤の詩集」

ントを組み合わせた舞台を創るのが最高の楽しみである。
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楽用ラデイゲーの死」（三島由紀夫）、『キッチン』（よしもとば
なな）など20冊ほどの作品を翻訳。1995年に中村真一郎の小

説『夏」の仏訳で小西財団の文学翻訳賞を受賞。日本学研究誌

フィリップシェール

「DARUMA」の編集部の一員。

PhlilPPeChehere

通訳の主な業績としては、パリ日本文化会館での大岡信氏、

ド、中国、韓国、日本を度々回る。マイム、ダンス、ボディペイ

エレーヌ・ミヤラ
HeieneMyara

歌手・演奏者・アートパフォー

マー。大学で近代／現代文
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表現のなかへ、声のもっている可能性を導入し生かす独自の

病院における芸術的実践」
の研究開始。以後、発表と研究を続けている。2010年−

タービュー（アルジェ市）

方法を発展し、それをworkshop内で教えて現在に至る。

2011年3月（3週間）／狂言師野村菖斎氏による狂言の

歌手としての主な活動として、1980年代の後半よりBARTABAS

2013年、東北芸術工科大学（山形県）へ講師として毎年来日。

workshop（パリの郊外）

（ハルクバス）のジンカ口座の一員として、三年にわたり
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阿部利勝（あペ・としかつ）

松村知紗（まつむら・ちさ）

農民舞踏家。1957年、山形県（庄内町）生まれ。家業であ

1983年、山形県緯同市生まれ。東北芸術工科大学でダンス創

1980年、岐阜県生まれ。山伏。日知舎代表。2009年山形県に

る稲作に従事。1993年大蔵村在住の現代舞踊家、森繁我に

師事。「原っぱのダンス」「銀河鉄道の夜」「草の少年」「石の力」

作をはじめ、舞踏家森築歳に学ぶ。舞踊団「南山座支店」メン
バーとして公演に参加。踊りと歌を組み合わせた演目で、舞

移住。羽黒町観光協会職員として地域活性化事業に拐わり、
2013年独立し日和会設立。山伏修行の場づくり、精進料理に

等に出演。1996年、森繁哉作・演出による「利勝千本桜」
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と観光の商品開発、山の食材と手仕事の流通などを行う。

「出穂」等を発表し、1999年ソロリサイタル開催。農機具・

ダンス研究会公演／2002年／宮城県 工ル・パーク仙台）、

2012年「フクシマー痛むものの声」出演。2013年芸能集団白
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支店／2006年／新潟県）、「棚田劇場 松代ダンス之稲作図

成瀬正憲（なるせ・まさのり）

四倉由公彦（よっくら・ゆきひこ）／Yukki
1983年、宮城県石巻市生まれ、在住。動植物の生態系や繋が

り、精神や身体のバランス、また場所の歴史や文化の紫がり
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橋本暦才文（はしもと・まさふみ）

年／新潟県）、「卵のダンス」（2007年／山形県）、「フクシマ一

族的即興表現を音楽家、舞踏家、画家、映像作家、詩人と、ジャ

1987年生まれ。東北芸術工科大学洋画コース出身。大学在学

癖むものの声−」（大地の芸術祭 越後妻有アートトリエン

ンルレスにセッションを重ねている。一つとして、同じ表現

中に出会ったダンスサークルに参加した所から身体表現の

ナーレ／2012年／新潟県）などがある。

は無いけれど、不変的な何かを日々研究中。

世界へ。大学卒業後も身体表現の活動を続けている。舞踏家・

また、東日本大震災で被災した石巻市雄勝町の蜜能団体「雄

森無我に師事。

勝町伊達の黒船太鼓保存会」の活動支穫したのをきっかけに

主な公演に、「精霊の王」（大地の芸術祭越後妻有アートトリ

佐藤あゆ子（さとう・あゆこ）

2012年より、同会に入会し太頭打ちとして日々地域と芸能

エンナーレ／2009年／新潟県）、「灰々々色i」（東北画は可

1985年、酒田市生まれ。庄内町在住。UCLA卒。在米中、西アフ

について学び、稽古に明け暮れている。

能かつ／2010年／青森県）、卒業制作「人形とおとる」（2011

リカやインドネシア等の民族舞踊、創作ダンスを経験。「世界

「CoupieJ「JaiMachIneJ「らよち。」「ORBJ「nayuta」と様々な

年／東北芸術工科大学）、「マリア観音」（日仏芸術交流プロ

聖なる音楽の祭典」等出演。2010年帰国後、森繁載、阿部利勝

ユニットに参加している。

ジェクト・「田楽オペラ」2011年フランス）、rEnergyof

に師事。県内外で表現活動を行う。

dance」（東北画は可能か？／2012年／川崎市岡本太郎美術

主な公演に、「雪わたり」（森築哉作／2012年／新潟県）、「お

館）、「フグシマ一癖むものの声−（大地の芸術祭∴越後妻有

蓮」（劇団響／2012年／山形県）、「労働と芸術」（阿部利勝作

アートトリエンナーレ／2012年／新潟県）、「寿歌」（緑の山

／2012年／山形県）、「フクシマ一癖むものの声−」（大地の

伏／2013年／山形県）などがある。

芸術祭

越後妻有アートトリエンナーレ／2012年／新潟

県）、「オシラサマ」（家劇場・阿部利勝作／2013年／新潟県）、

「三九朗キツネと春の宴」（家劇場・阿部利勝共作／2013年／

新潟県）、「寿歌」（緑の山伏／2013年／山形県）、「創作番楽」
（森繁哉作／2013年／秋田県）などがある。

［スタッフ］音響・照明／（株）ボイス 衣装・小道具／巫座
舞台美術／橋本匡史 映像製作／鈴木敏明
宣伝美術／佐藤貫太郎 制作／劇団響

