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FFUKKart (ふっか～と)」は福井市文化会館を拠点に活動するNPO法人福井芸術.文化フォーラム発行の文化誌です。

PICKUP 注目の公演情報

コンドルズ日本縦断大蒼天ツアー2010 SKY Wけh DIAMOND

藤旧善宏INTERVIEW

コンドルズの舞台は楽しさが連鎮していく！!
2010年9月、日々進化し続け、確実にフアンを増やしているコンドルズが再び福井にやってきます。ご存知の方も多いと思い

ますが、メンパーの一人、藤田善宏さんは福井市出身。タンサーとして確実に進化し、7月にはパレェダンサー他との共演の舞

台に出演も決まっています。公演を前に、藤田さんにいろいろなお話を伺いました。(聞き手：事務局杉町)

メンパーの地元飢旋公演では
ド、ンがグ'

�今回で3回目となる福井での公演。過

去2回を終えて、福井でのェピソードがあり

ましたらお聞かせください。

メンバーの地元飢旋公演では終演後に必す

"ドッキリイペント"というのがお約束となっ

てまして、もちろん僕も例外でなく、1回目

は小学校時代の卒業文集の自己紹介イラスト

が映像で大映しになり、2回目の公演では昔

の彼女からのピデオレターが…。

あと、リーダーの近藤良平が福#の冬の公演

といラことで段ポールで出来た大きな越前ガ

二を身につけてバフオーマンスしたのです

が、全くウケませんでした。福井県民にカニ

は当たり前過ぎたんですね。かわいそうに彼

はそれからしばらくの間、カニが食べられな

かつたということです…。

̶̶今回のドッキリも楽しみです。

藤田さんにとっては故郷である福井。帰って

きた時に必ず行く場所や、必ず食べるものな

どありますか7

必す、というわけではないのですが、実家へ

帰る時に母校の中学校の前を通ることが多い

ですね。あ、文化祭の準備してるな、とか。

この前通ったら、体操服がすごくかっこよく

なっててピックリしました！

食べ物では、福井は美昧しいものがいっばい

ありますから、每回あれも食べたいこれも食

べたい！と悩んでしまいます。おろしそばは

必す食べますね。で、大盛りにするかソース

カツ丼セットにするかでまた悩んでしまラん

です。あと、お寿司。回転寿司でも東京と比

べ物にならないくらい美昧しいんです！

でもやっばり母の作った、太めのきんぴらご

ぼうが一番ですけどね。

--番はやっばり、お袋の味ですね！

さて、話は変わりますが、7月にはコンドル

ズとは別の『空白に落ちた男』という舞台に

出演されますよね。この舞台のこともお聞か

せいただけますか？

正直、僕に出演依頼が来たのが今でも信じら

れません。初演の時にものすごく話題になっ

た舞台ですし。作.演出の小野寺さんはバン

トマイムの方。共演する首藤さんはバレェの

方。言うならばコンテンポラリーの僕とは異種

の方です。

また、数多いメンバーの中の一人というより

は、数少ない出演者の一人として、また今ま

であまりやったことのない舞台の雲囲気に、

今からすでにちよっと…いや、かなり緊張し

ています、実は。

でも、一言でダンスと言つても、ジヤンルが

違う、モんな人たちと交わってやる機会はな

かなかないと思うので、どういう風に自分が
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組み込まれていくのか、また自分がどういう

風な見せ方をしていくのか、今から楽しみな

部分もあります。とにかく頑張ります！ ！

̶̶藤田さんの新たな一面を観ることに期

待しているフアンも多いと思います。ますま

す藤田さんの活動の幅が広がりますね。

モれでは、これまでに影響を受けた舞台や、

あこがれのダンサーなどいらっしやいます

か？

10年ほど前にニューヨークで観た"プルー

マン"や"ピーシヤピーシャ"は面白かった

ですね。

特に"ピーシヤピーシャ'’は上から水が降っ

てくるわ、命綱をつけた人が垂直に壁を走り

まくるわで、ああ、こんなことやつちやつて

いいんだ！って衝撃でした。

ここ数年は、とにかくプロレスを観まくつて

ます。プロレスって、見方を変えるとタンス

なんですよ！それにレスラーの発する色気や

見せ方、いや、魅せ方は参考になります。

あ、あと大人になってから思ったのですが、

ドリフターズの「8時だよ全員集合！」がも

しも福井で放送されていて、それを少年時代

に每週見ていたら…!

もっと僕の想像力とか表現の弓Iき出しが増え

たかも、なんて思っちやうんです。なんせ初

めて見たときは衝撃でしたね。知らなかった

ことが心底悔しかったのを覚えています。

̶̶プロレスがダンス…意外です。でも、

視点を変えるということはとても大切ですよ

ね。私もキ度見てみようかな。

ごちやごちやに詰め込んだ
おもちや箱をひっくり返した感覚。
とにかく次に何が出てくるかチ想が
つかない。

� 9月に福井で行われるコンドルズの新

作についてお伺いします。見所や、意気込み

をお聞かせください。

この夏のツアーは、年間を通して僕たちの活

動の軸となってくる舞台です。なので一番の

自信作を！また、一番楽しめるものを！とい

う意気込みから、相当面白い作品になってく

ると思います。

前回2公演は、単発で持ってきた作品。でも

令回は、8月から福岡スタートで始まるツ

アーです。

ツアーというのは每年夏という季節柄か、僕

達も作品もちよっとアツい。

またツアーって不思議なもので、各都市で公

演をやり重ねることによって少しずつ進化し

ていきます。福井公演としてやってくる9月

にはどのように変化しているのか、僕達も楽

しみですし、みなさんも是非とも期待してい

てください！その時、その瞬間に、最高に楽

しめる作品を持って、福井には帰ってきま

す！

�強い意気込みが感じられます！福井公

演はツアーの折り返しに入った頃。進化の

真つ只中。楽しみです。

でも、観ていただかないことにはコンドルズ

の魅力はわかりませんよね。日頃舞台を見價

れていない方でも楽しめますか？

ええ、そりやもう(キッバリ)!僕達の舞台は、

ダンスはもちろんですが、映像、人形劇、紙

芝居、’コント、またはお客さんを卷き込んだ

バフオーマンスなどなど。

ごちやごちやに詰め込んだおもちや箱をひっ

くり返した感覚。とにかく次に何が出て<る

か予想がつかない展開が多いんです。

なんせ出演者も、「ノ\ゲ」「デプ」「チピ」の

人達も出てくる。でも、人気者。なんか愛く

るしいというか、憎めないキヤラという力5、

ダンサーといラ以前にただ立ってるだけで魅

力的な人達なんですよね。

初めてご覧になる方で、あまり舞台を観たこ

とのない方も楽しめるというのは、コンドル

ズの特徴かもしれません。なんせ僕たちが一

番楽しんでるかもしれない。きっと楽しさが

連鎖していくんでしようね。

̶̶楽しさの連鎖。素敵です。

モれでは最後になりましたが、福井のフアン

にメッセージをお願いします。

今回で3回目の福井公演になります。今回

は先程も触れましたが、日本縦断ツアーの一

環として福井に戻ってきます。

rSKY with DIAMONDJのタイトル通り、

真つ青で広く、どこまでも続く青空を見たよ

うな、そんな開放感と爽快感を感じていただ

けたらと思います。

と、カッコつけて言ってみましたが、爽やか

なことを僕達はできないので一…。

いっばい笑って、いっばい興奮して、観終わっ

た後に、とにかく楽しかった！気持ちよかっ

た！って楽しんでいただけると嬉しいです。

福井特有のじめじめむしむしの暑苦しさを払

拭できるような舞台をお届けします！

�ありがとうございました。福井公演、

本当に楽しみにしています！！

0め0@00©

藤田善宏さんに
ご協力いただきました

PROFILE �������

福井県福井市出身。1996年立ち上げからコンドルズ参戦。大好評のコンド

ルズTシヤツのデザイナーとしても活躍。振付家としてフジ丁V 「かくし芸

大会」や、矢井田瞳のPVなどの振り付けも手がける。

出演情報

「空白に落ちた男」

公演日：2010年7月24日は)～8月3日(火)

会場：PARCO劇場(東京) 作.演出：小野寺修二

タンスワークシヨツプ& I、ーク 月刊ASOBI座シリーズ2

『コンドルズ藤田善宏の放課後ダンスクラプ』

日時：2010年7月9日(金)18:30～21:00

参加費：2,500円(要事前申込)

場所：福井市文化会館

公演情報

コンドルズ日本縦断大蒼天ツアー2010

SKY with DIAMOND
福井公演オクタヘドロン・スペシヤル

日時：9月12日(日)16:00開演(15:30開場)

座席：全席指定(税込)

料金：一般前売5,000円/当日5,500円

学生前売2,000円ズ当日2,500円

フオーラムメイト前売4,500円

フオーラムメイト先行予約：6月18日(金)

一般発売：6月20日(日)

主催・

お問い合わせ

Npo法人福#芸術.文化フオーラム

胃IS 0776-23-6905

開所時間月̃金10:00～18:00/土日祝休
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泉鏡花の戯曲『夜叉ケ池』を読もう

ワークショップを終えて

ヴ�

AK井芸術’文化フォーラムが2009年

'I w度より新しく始めた活動の一つで、市

民に文化会館へ様々な形で足を運んでもらお

うと企画された「夜叉ケ池」ワークショップ

(講座)。市民の皆さんにも親しみやすい"朗

読"の講座を企画、3月20日に講座参加者

による発表会が終了した。

2009年9月から始まった当講座の講師

は、「人形劇団とんと」の前田耕一さんが務

めた。初めは基礎練習、発声、ェチュード、

12月になって台本読みに入り、年が明けて

本格的に発表会を意識した練習となった。参

加者は未経験者から劇団に所属する方まで

様々。最初は懷れない環境.人達の中で、表

�e

▲l

現することに抵抗のあった方も、回を重ねる

ごとに、自然と感情が入り、「言葉」から「表

現」へと変わっていくのがわかった。

ワークシヨップは、感情表現を中心に、語っ

てイメージと感情を伝えることや、言葉が

"It"に、"どの方向"に発せられているかと

いうペクトルに重きを置いて進んだ。前田さ

んは言葉は他者に自分の意志や感情などを伝

える最大の道具であり、参加者が言葉を自由

に操れるように指導していた。

泉鏡花の戯曲「夜叉ケ池」は100年前に書

かれたもので、当時の難解な話し言葉をその

まま発し理解してもらうのはとても難しい。

この作品を誰にでもわかるように台本も現代

風にアレンジ、さらに化け物のセリフはイン

バクトのある福井弁にし、生き生きとした表

現で、朗読の世界をより鮮明に描きだした。

発表会は朗読に、和楽器の演奏、映像、人

形芝居が加わり創り上げられた舞台。受講生

の意識にも変化が生まれ、3回の舞台稽古で、

感情豊かにセリフを述べることができた。日

本語の表現と和楽器の調和により生み出され

た空間は、さらなる表現の可能性を感じるこ

とができる舞台になった。

福井芸術・文化フオーラムでは、2010年

度も新たな作品創りを考えている。市民が参

加し、作り上げてい〈舞台。多くの方に参加

していただけるような、作品創造の場を提供

していきたしん

参加者感想(-部抜粋)

春息のつぎ方とか、1つ1つの言葉を

大事にすること(言葉の意昧を考え

たり、状況をイメージして話すなど)

とても勉強になりました。

春楽しいェネルギーをもらいました。

もっと続くといいな̃と思いました。

春難しかったけど、すっごく楽しい講

座でした！練習を重ねていくにつれ

て、最初はハズカシイ…と思ってい

た気持ちが、だんだん、公演が待ち

遠しくなってきた。

♦福井市文化会館を拠点に通えたこと

が良かった。

:

...

ワークシヨップ

2009年9月̃ 2010年3月(計13回)

参加者のべ人数72名

成果発表会

2010年3月20日(土)14:00開演

8名が出演来場者80名

構成・演出.脚本前田耕一

r̃

アートNpoのためのインターミディアリー(中間支援)組織

モm立時の経緯から京都府認証のNpo
I q又法人となっているアートNpoリン

,クだが、正会員(法人、個人)の全国分布

並びに、各アート系団体の定款調査に基づ

: く数多くのアンケート先.呼び掛け先リス

I卜(福井県内なら当会など17力所)整備

Iという利点が、先の二弾にわたる「行政刷

!新会議による事業仕分け」の折にも発揮さ

Iれた。

; 昨年11月16日に文部科学省のウェプ

Iサイトに「同事業の意見募集」が登載され
:て文科省と文化庁の政策や助成金が大幅な

削減対象となることが判明した際には、各

I自に精極的なバプリックコメントの発信が

'呼び掛けられた(文化芸術振興基本法及ぴ

文化の多様性に関するユネスコ世界宣言両

者の全文付き)。

次いで1.2月23日には横浜市で「アー

卜NPO緊急フオーラムー日本に芸術文化

は必要だ！,そのために我々は何をすべきな

のか」を開催し、これまでの文化政策の成

果に対する検証不足、事業仕分け手法の課

.題、あるいは市民やNpoの立場からアー

テイスト、公共ホール、文化財団、企業メ

セナ担当者、研究者などと議論を共有する

必要性を指摘した。それらを踏まえて2月

16日には英国のコンサルタント会社の協

力を得てアクシヨンプランとしてシナリオ

イヒした。そして、3月1日には平田オリザ

氏(劇作家・演出家、内閣官房参与)を招

請し意見交換会を開き、4月15日には「令!
後の文化政策に関するアジェンダ(行動計I

画)の提案」を関係筋などに提出、発表した。■

一連の事業仕分けの中で「スポーツ分野I
に比ペアート分野の削減、後退が軽微に止;

まった」事実への筆者の思いもあるが割愛I

する。また、従来から知己のアート系団体;

に加えて、放送大学の文化・芸術系科目で・

は情報入手限りの方々と接触でき、幾つかI

のことを学ばせてもらえたので今後に活か;

していきたい。 I

(理事・広報部会。NPO法人アートNPO I
リンク正会員。放送大学同窓会連合会理;

事・福井同窓会長：山下博) !
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Ayaka Hirahara Concert Tour 2010

̶from The New World̶

圧倒的な歌唱力に酔いしれる

日時：2010年9月25日(土)18:30開演(18:00開場)

全席指定6,000円

チケット発売：フォーラムメイト先行6月23日(水)

一般 6s 26日(±)

場所：福井市文化会館

主催.
お問い合わせ

Npo法人福#芸術.文化フォーラム

胃IS 0776-23-6905
開所時間月̃金10:00̃18:00/土日祝休

イペントスケジュール6月k 9月

■ルが0麗橋本姉妹のピアノ連だんコンサートナ(月モIjASOBI座シリーズ1)

t�K.コンドルズ藤田善宏の放課後ダンスクラプ(月刊ASOBI座シリーズ2)

■:■■-;.見る作るあそぶ人形劇体験(月刊ASOBI座シリーズ3)

。,M-.コンドルズ日本縦断大蒼天ツアー2010 SKY with DIAMOND

。■':'"■ミニうたごえ喫茶(仮題)(月刊ASOBI座シリ̶ズ4)

R���>■平原緩番コンサートツアー2010～什om The New world～

17:30開演全席自由

18:30から(要事前申込み)

10:00̃17:00

16:00開演全席指定

詳細はお問い合わせください

18:30開演全席指定

-般前売1,000円

(中学生以下無料)

参加費2,500円

一般前売5,000円

学生前売2,000円

一般前売6で00円

※公演等の詳しい情報についてはお問い合わせいただ〈か、webをご覧〈ださい。※上記は2010年6月1日現在の情報です。変更およぴ追加となる場合があります。

翼の

力、ら
1

点と広がり
イペント企画制作会社(有)だいなり

劇団福井青年劇場所属高橋秀典

墨流しで、透明な水に最初に筆先をつける時、緊張する。

舞台に立ち、最初のセリフを言う時、緊張する。

その一瞬で、決まる何かがあるから。

でち、その一点から始まる何かちある。

幾重にも広がる渦模様のすばらしさ。

多<の出演者によって積み重ねられ、観客の皆さんと共有する時間‘空間。

芸術とか文化とか大きな言葉を使う前に、舞台に立つ側としてち、それを

送り出す側としてち、その一瞬とそこから始まる何かを共有したい、その

思いに正直に向ぎ合し)たし)と感じる今日この頃。

このコーナーち、この文章が最初の一点だとすると、ここから何が始まる

のか、楽しみだ。

リニューアルにともない新たにスタートしたこのコーナー。

様々な舞台人に、いろいろな話をしていただきます。

発行・お問い合わせ

VS�f Npo法人

・a?福■・文化フォうム
〒910-0019福井市春山2-7-1福井市文化会館内

TEL 0776-23-6905 FAX 0776-23-7905開所時間月̃金10:00～18:00/土日祝休

Email geibun@geibun.info URL Mtp://geibun.inね/

■ご意見.ご感想.ご要望は、メールまたはFAXでフオーラムまでお気軽にお寄せください。

編集後記

國形を変えた…変わったかな？ (K.M)

■滝沢修さんがローマン役の「セールスマンの死」など劇

団民藝の舞台は数回観ており、「宇野重吉顕彰市民の会」

や先般の「宇野重吉演劇祭実行委員会」には知人も。前

号の「リレートーク」は日色ともるさんの宇野さんとの

想い出の玉稿で拙稿の隣のページにレイアウトされてい

た。その関連で、彼らと宇野さんのことを語り合えたり、

ご成育地の太田町時代のことをご存知という高齢者の方

と親しくなれたのは嬉しい限り。(H.Y)

今回から「FORKaけ(ふつか̃と)」がリニューアルしました。

年4回を目標に、皆さまに様々な情報をお届けしていきます。

福井装術・文化フォーラムの活動を

応援しています(2010年度法人賛助会員)

北陸労働金庫

財団法人福井県予防医学協会

ホ、デレIJバー、ンガかナソ

ェースイン福井 (6月現在)

il I!

花月監車場* *福#市民福祉会態

#市文化会館

東別院・ �:
福#大仏■ 裁利所き
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福井銀行*
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〒910-0019福井市春山2-7-1福井市文化会館内

TEL 0776-23-6905 FAX 0776-23-7905開所時間月̃金10:00～18:00/土日祝休

Email geibun@geibun.info URL Mtp://geibun.inね/

■ご意見・ご感想.ご要望は、メールまたはFAXでフオーラムまでお気軽にお寄せください。
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