東北の郷土芸能とアジアの芸能の交流プロジェクト
インドネシア・カンボジア 視察報告書

■視察日時：2015 年 3 月 15 日-25 日
■訪問都市名：インドネシア＝バリ、ジョグジャカルタ、チルボン、バンダアチェ
カンボジア＝プノンペン
■携行者：古水力（大船渡市郷土芸能協会副会長）
前川十之朗（みんなのしるし合同会社）
北本麻理（NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク）

■映像記録：前川十之朗（みんなのしる合同会社）
■報告書作成：2015 年 4 月 9 日 北本麻理（JCDN）

p1

■3 月 15 日
＜移動＞
JR 東日本 東北新幹線
水沢江刺駅 09:25 発
仙台空港 11:04 着
アシアナ航空 OZ151

13:45 発

インチョン（韓国）経由
デンパサール

16 日 01:40 着

■3 月 16 日
□Bali Purnati 訪問
http://www.balipurnati.com/purnati_home.html
住所：Jl. Gunung Abang, Br. Penataran, Negara Batuan, Sukawati, Gianyar, Bali.
面会者：Rhoda Grauer (Bali Purnati プロデューサー／オーナー),
Ni Wayan Wartini(ゼネラルマネージャー

ホテルからしばらく車を走らせ、賑やかな通りをやり過ごしたところに立地している Bali
Purnati 。入り口には事務所のような建物があり、その背後に広大な敷地にレジデンス施設
を始め、稽古場、パフォーマンス会場が存在しているようには感じなかった。案内されるま
まに敷地内を進むと、絵本にでてくるような茅葺きのコテージ、お祭り広場のような会場で
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職人たちが竹を編み屋根や舞台を作成している姿、プールに面した風通しのよい稽古場、奥
の川沿いには神聖なるエリアとして寺院と劇場が設置されている。敷地内には熱帯性の樹
木が彩りを添えている。
イベントの会場として、またレジデンス施設として、世界中からの観客や利用者が満足する
のは間違いない、垂涎の施設である。
そこで、Rhoda さんと合流し本プロジェクトについて、また今回の視察について話し合っ
た。震災、被災地の芸能、復興そして新たな文化を築くためのアジアとの交流の意義につい
て語り合いながら、古水氏が代表を務める「浦浜念仏剣舞」についての紹介も行った。
Rhoda さんからは、バリの芸能を紹介していただくことになり、共に各芸能を訪ねた。
□GEOKS studio 訪問
住所：Jl. Gandaria 17, Denpasar
面会者：I Wayan Dibia

Dibia さんの邸宅にある GEOKSstudio を訪ねた。この邸宅が驚きでまず敷地内に寺院が
あること、東西南北にそれぞれ役割を持つ建物があり、歳時記および冠婚葬祭等の用途別に
利用される。西に位置する建物は先祖のための家で、壁のない建物にベッドと遺影が設置さ
れている。compound house （複合住宅）と英語で説明を受けるが、日本の住宅文化や現在
の住宅事情と比較して最適の日本語訳が無いように思う。このようなバリの伝統文化を継
承している個人宅を訪ねることができたのは、舞踊の背景を知る上でも重要な経験だった。
Dibia さんからは GEOKSstudio でバリ舞踊についてレクチャーを受け、バリ舞踊哲学、仮
面の持つ役割、ダンスの基本ポジション、などを学ぶ。
古水氏からはバリ舞踊がどのような場面で踊られるのかなどの質問があり、その回答には
三陸の芸能が踊られる場面との共通性を見つけることができた。また、Dibia さんの仮面を
借りて行った古水氏による「浦浜念仏剣舞」のデモンストレーションでは、身体の重心が低
いこと、念仏を唱えることなどに話題が集まり、参加者一同バリと東北の芸能の精神性と身
体性の共通点について確認することができた。
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□Dewa Barata’s traditional dance studio 訪問
面会者：Ayu (ダンサー)
演目：
Ujan Mas (gamelan only)
Gabor dance
Jaduk Manis dance
Legong Keraton dance
Truna Gandrung dance
Cak dance

これも複合住宅の敷地内にあるバリ舞踊＆ガムランの稽古場であった。この地域の子供か
ら大人が集まり、毎日稽古をしているとのこと。
拝見したのは、伝統的なものと現代に作曲したガムラン音楽、子どもたちによる舞踊、男性
ダンサーのソロ、Ayu さんのソロ、現代的にアレンジした“チャッ”と呼ばれるケチャック
ダンス。新しいガムラン音楽の演奏は、幅のある音階と活発なリズムが魅力的。演奏者たち
の笑顔も印象的だった。舞踊では青年による演目に目を引かれた。本来は仮面の下にある表
情を目の当たりにしながら、神や自然に向かい踊る姿は妖艶であり神秘的であった。踊りの
目的がパフォーマンスだけでなく、祈りや神との対話であるということがその姿からひし
ひしと感じ取ることができた。
また、グループの代表との質疑応答では、なぜ現代的な作品を作るのか、女性も演奏するの
か、稽古の頻度はなどの質問が視察団から投げかけられ、その答えには常に作品の向上と今
まで継承してきたものがいかに素晴らしいかという言葉を何度も何十分も聞いた。生活の
場である集落の人々の芸能を通した集まりが、人間関係の形成を築くと同時に芸の向上と
次世代への継承を、関係しているすべての人が高い意識のもと存在していることに立ち会
えた機会であった。
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■3 月 17 日
□Pemaksan Barong Denjalan 訪問
http://www.bali-dance.com/english/every-pemaksan-denjalan-en.html
住所：Batu bulan-Gianyar-Bali
入場料：100,000 ルピア
演目：
Barong Dance

バトゥブラン村の寺院に設置された、観光客向け劇場。観覧した演目はバロンダンス。世界
各地からの観光客で満員。客席は 200 席くらいはあったかと思う。入り口には 5 ヶ国語（か
それ以上）ぐらいのパンフがあった。
上演時間は 1 時間半くらいで、ガムラン演奏、ダンス、演劇の要素で構成されているバロン
ダンスである。
劇場は壁のないスタイルですり鉢状の客席、照明や音響もあり。
施設運営費用を想像すると、あまり多額の費用をかけずにすむのではないのだろうかと思
う。近くの商店では菓子パンが 1 つ 20 円ほどで売られているので、1 日数演目×1 年で考え
るととてつもない観光収入である。
演目については、パンフを紐解くと良い魂と悪い魂を象徴する動物が戦うのだが、勝敗がつ
かずに終わる、
、というバリの哲学が根底にあるのだが、セリフも介在する作品なのでただ
観覧している分には、なかなか内容を深く理解するのは難しかった。
ただ、見た目には派手なバリ舞踊やガムランといっても神話を元にした物語があり、宗教的
教えが存在していることは強く感じることができた。
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□GEOKS studio 訪問
面会者：I Nyoman Catra, Desak Made Suarti Laksmi

マスクダンスの踊り手である夫と謡い手である妻のご夫婦からレクチャーを受ける。前出
の Dibia さん同様 ISI Denpasar の講師である。
マスクダンスは Dibia さんのものと比べてコミカルであるという（デモンストレーション
は残念ながら見られず）
仮面によってセリフ（あるいは節回し）があったり、仮面の役割が多用である。彼の話でも
面白いことに身体のボジションの意味とその重要性を説いていた。
妻の謡についてのレクチャーも興味深かった。
口腔や舌、食道から腹腔にかけて位置と声の関係性について説明があった。これまで、身体
のボジションについて論議することはあったが声の出し方についてをあらためて聞くのは
初めてであった。古水氏の剣舞ももちろん謡があり、声の出し方にも共通項が見出された。
この夫婦のレクチャーにおいては、バリと三陸の芸能の共通項の確認ができたと同時に、共
にそれを学ぶことで、互いの芸能をより精進させる可能性を期待できることを話し合えた
ことが大きな収穫であった。もし次回を期待できるのであれば実演を拝見したうえで、滞在
しながら互いの芸能の披露を交え、特徴や文化的な背景について対話する機会を得たいと
考える。
＜移動＞
ガルーダ・インドネシア航空

GA253

デンパサール 15:10 発
ジョグジャカルタ 15:30 着

p6

□Ramayana Ballet in Prambanan 訪問
https://www.yogyes.com/en/yogyakarta-tourism-object/arts-and-culture/ramayanaballet/
入場料：250,000 ルピア

Prambanan 寺院を背後にその敷地にある観光客向け劇場。観客の中には遠足か修学旅行で
訪ねて来た学生の集団も多く見られた。
ラマ・ヤナ物語のバリ舞踊。インドネシア語と英語の字幕あり。
このタイミングでラマ・ヤナを見られたのは良かった。インドネシアだけでなくカンボジア
の伝統舞踊もラマ・ヤナで構成されているからである。
天岩戸神話と近似性を感じる内容である。
観覧のあと劇場敷地にあるレストランで食事をしながらラマ・ヤナについて、ミロト氏のア
シスタントである Estri さんを交えて話をしたが、ヒンドゥー教、仏教の影響と各地域の芸
能について地図のようなものがあるとアジアの文化の形成と分布をより深く、また俯瞰し
て考える材料になると考えた。というのもちろん三陸、東北の芸能も仏教や山岳信仰の影響
を受けており、それが人々の生活の哲学として生きている。踊りや演奏など見た目の類似
性・相違性を確認するだけでなく、文化的宗教的背景を確認することも互いの国をより一層
知ることとなり、ついては芸能や生活を理解する上でも重要であると考える。
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■3 月 18 日
□ISI Yogyakarta 訪問
http://isi.ac.id/
住所：Jl. Parangtritis Km. 6.5 Sewon Bantul Yogyakarta 55188 Indonesia

ミロト氏の招待を受け、ISI Yogyakarta（インドネシア芸術大学ジョグジャカルタ校） を
訪問。校内では東ジャワ舞踊の授業が行われているのに遭遇。ミロト氏の授業に参加する。
学生によるコンテンポラリーダンス作品を 2 つ拝見した後、古水氏による浦浜念仏剣舞の
レクチャーとなった。私自身も過去にダンサーたちと一緒に古水邸で剣舞を習ったことが
あるが、大学の授業で多くの学生を相手に、となると古水氏の指導方法も少し違っていた。
とても基本的なところを丁寧に指導されていた。学生たちも興味津々で、進んで動いていた
ように思う。その後の質疑応答でも多くの質問がでて、インドネシアの学生のダンスに向け
る熱意や真剣さを感じることができた。
先に見たコンテンポラリーダンス作品も、テーマやタイトルを聞いていないので作品内容
について理解を深めることができなかったが、身体性の高さや感性の良さをダンサーであ
る生徒達から感じることができた。
また、授業にインドネシアのあらゆる伝統芸能、舞踊を学び、プロのダンサーを目指す学生
を触れ合ったことで、学生にもダンス作品に出演してもらい、日本のダンサーや芸能従事者
に紹介し交流できると良いのではと思った。インドネシアにおける舞踊の捉え方と日本の
それとの違いをあらためて考える機会となった。
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□仮面製作者 訪問
住所：Diro, Pendowoherjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Indoneesia
面会者：Mr. Supana / Ponowiguno

ミロト氏のスタジオからほど近くの民家の敷地内で、ジャワ舞踊に使用する仮面を製作す
る職人を訪ねる。兄弟二人が職人であり、ほかの従業員もいて土産用の仮面や置物なども作
成している。材料となる木材の説明を受けたり、製作方法を見学。古水氏は複数の仮面と材
料となる木材を購入。木材以外に紙を使用した仮面も作成しており、翌日作成方法を習うこ
ととなった。
□ミロト氏スタジオ 訪問
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2014 年度に実施した「習いに行くぜ！東北へ！！」海外招へいアーティストであるミロト
氏のスタジオを訪問。来日中よりスタジオの仕様やスタジオ敷地で実施しているフェステ
ィバルの様子を聞いていたが、ダンスの稽古はもとより、テクニカルの作業場としても機能
している。すぐ側に川が流れている地形は、古水氏が建設中の伝承館とも似ていて、フェス
ティバルの運営等、参考になる話を聞けた。訪問時は翌月の公演のための美術装置の製作中
で、ホログラムを利用したシステムを紹介してもらう。残念ながら、西スマトラ島の停電の
ため出演者からの映像データが転送されず、リハーサルの様子を見ることができなかった
が、興味深い取り組みに常に邁進していることを伺い知ることができた。
敷地内に植樹されている果実をごちそうになったりと、自然と一体となった制作環境は落
ち着いて作品作りができ、また地域一体となったフェスティバル運営など、三陸でのレジデ
ンスにも参考にしたい点だと感じた。
■3 月 19 日
□仮面作りワークショプ
講師：Mr. Supana / Ponowiguno
会場：ミロト氏スタジオ

木型にセメント袋を木工用ボンドで貼り付けていく技法。
軽くて丈夫な仮面が安価で作成できる。しかし、技術力は必要で力のかげんや貼り付ける部
位、大きさなど工夫が必要である。実際には古水氏が習い、サルの仮面を作成した。
講師は仮面製作だけでなく踊り手でもあるとのことで、作成中唄とともに踊りも披露して
くれた。ミロト氏から、講師を三陸に招へいし紙で仮面を作成し、ダンス作品を作るという
アドバイスもあり。津波被害で流された面を補助金などを受け作成していると聞いている
が、費用が 40 万円ということを考慮すると、紙製の仮面を全員で作成し利用するのは良い
方法に思う。三陸地域でかつては踊り手、唄い手も仮面を始め道具も自分達で作成していた
と聞く。しかし、現在では作成できる人も少なくなってきているとのこと。道具作りを通し
て、後継者の育成等を担って行く方法も考えられる。また、踊りや唄は苦手な人も参加でき
る可能性を広げることが可能になる。木の文化という共通項に目を向け、舞踊・ダンスだけ
でなく美術、音楽（器楽）との接点を見つけるヒントにもなると考える。
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□Bedhaya/Bedhoyo ダンスリハーサル 見学

ジョグジャカルタの元王宮敷地内にある、公共施設（公会堂のような施設）にて実施されて
いる Bedhaya/Bedhoyo ダンスリハーサルを見学。
並べられた数多くのガムランは圧倒的で、女性による厳かでたおやかなダンスで構成され
ている。
＜移動＞
鉄道
ジョグジャカルタ駅 発
チルボン駅 着
■3 月 20 日
□Mimi Rasinah dance studio

訪問

住所：Pekandangan, Indramayu
面会者：Aerli Rasinah

p11

チルボンの仮面舞踊の師匠であった Mimi Rasinah さんのお孫さん Aerli Rasinah

さん

が、現在は運営しているダンススタジオ。地域の子どもたちほとんどが習っているのではと
いうぐらいたくさんの子供ダンサーが踊りを披露してくれた。隣には Mimi さんのお墓が
あり、私たちも供養に参加。政府からの援助も受け、仮面舞踊による町おこしも担っている
という。実は 2 日後に控えた舞踊試験のための、全体リハだったとのことだが、雰囲気とし
てはまるで町の祭りのような、華やかさと賑やかさであった。
踊っている子供たちの表情は誇りに溢れ、それを見守る家族の姿もとても熱心で愛情深い。
舞台上では踊りの他にガムラン演奏と謡、そして合いの手が必ず入り、幕間には司会者の掛
け合いが楽しく繰り広げられる。
外国人に出会うのが珍しいそうで、記念撮影大会になるという不思議な経験もしたが、この
地域の人たちの温かさ、人懐っこさ、そして芸能に注ぐ熱意を感じ、このような環境も含め
てサンフェスでの上演ができればと強く感じた。アジア中の村祭りが一同に会するフェス
ティバルというのは魅力的ではないか。
また、人々に触れ合うことの重要さを経験し、サンフェスのプログラムにも“出会う、触れ
合う”ことに注力させたいと思う。
□Nani Topeng Losari 訪問
住所：Jl. Baru, Ds Astana Langgar Gg. Dewi Sartika RT.01 Rw 03 No,03 Kec.Losari-Kab.
Cirebon 48592 Jaw Barat-Indonesia
面会者：Nur Anani M Irman (Nani Topeng Losari)

住宅敷地内にあるダンススタジオを訪問。Nur Anani M Irman

と子供たちによるマスク

ダンスを見学。400 年前の貴重な仮面も拝見。
Nur Anani M Irman 氏のダンスは、とても洗練されていて精神性も備わっていた。前出の
Mimi さんの弟子にあたるとのこと。幼少のころからダンスに精進してきたという経歴も伺
った。昼間と夜間、大勢と少人数という環境の差も大きいが、同じ Mimi さんを師と仰ぐ 2
人が、目的の違いによりこんなにも踊り方、場のつくり方が変わるということに、チルボン
というそんなに大きくはない町の中でも、ダンスの多様性の存在を知ることができた。また、
ダンスでしか生きていくことができない、という切情を感じ取ることもあった。
ダンスとの向き合い方、付き合い方について私たちと多く語り合うことができると感じる。
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■3 月 21 日
＜移動＞
鉄道
チルボン発 08：30
Gambir 駅（ジャカルタ）着
□Galeri Indonesia Kaya in Grand Indonesia 見学
＜移動＞
ガルーダ航空 0142
ジャカルタ 17：45 発
バンダ・アチェ 20：30 着

■3 月 22 日
□Komunitas Tikar Pandan 訪問
住所：Jl. Tgk Meunara VIII No. 8 Geuceu Menara, Gampong Garot, Lorong Depan
Pemadam Kebakaran, Aceh.
面会者：M. Yulfan (deputy director)

2004 年のスマトラ沖大震災後にアートを通した復興、教育普及活動を行っている団体を訪
問。地震、津波、洪水からの救済について紹介しているマンガを製作し、配布や講座を開い
たり、アチェ市民の心の復興を目指したアートイベントを企画運営している。他にも識字教
育、ドキュメンタリー映像製作・上映、学校への演劇上演など。また、地域の民俗芸能の復
興を目指し若い世代による芸能活動を支援している。アートを通した復興、教育普及活動を
行っている団体がアチェに存在していることに少々驚いたが、その活動内容を伺って一層
の驚嘆と感動を覚えた。すでに日本の随分先を行く活動を行っている団体、人々に出会えた
ことは大きい。学ぶことも多いが、ぜひ交流機会を持ちお互いの経験や希望について語り合
いたいと思う。
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Yulfan さんとのお話の中で一番印象に残ったのは、アチェの方々は地震が起こった直後、
津波が来ることを全く想定していなかったということだ。津波の存在を知らなかったので
ある。なので殆どの人が高台へ避難するという行動を取らなかったということである。衝撃
的で非常に残念な事実である。三陸には“いのちてんでんこ”という言葉があるが、それでも
多くの方を亡くしている。けれどもそんな言葉もなく、ただこの世が終わったとしか感じな
かったという人々と、これから何をしていく必要があるか一緒に考えたいと思う。2004 年
以降“Tsunami”という言葉が使われるようになったという。
□Tsunami Museum 訪問
入場料：無料

インドネシア政府により設立された Tsunami Museum を訪問。
入り口には東日本大震災を悼む幕が掲示されていた。入り口を入ると天井から壁を流れる
水の廊下が続く。津波の記録映像の展示があり、亡くなった方の名前が天窓まで一面飾られ
た部屋。その後は、各国、各団体からの支援の様子が展示され、津波に襲われた町のジオラ
マが置かれている。展示方法、内容にはもう少し工夫が必要ではと思う部分もあったが、来
場者も多く、津波に対する関心が広まればと願う。
□PLTD Apung Tsunami site／boat on house Tsunami site 訪問
津波により陸部に流された船の遺構を見学
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□Comic launching of Komunitas Tikar Pandan 参加

国際交流基金との企画である、津波、地震、洪水からの救済について、学生たちの経験を元
に紹介したマンガのお披露目式に参加。HIkayat と Rapai Geleng のパフォーマンスもあ
り。インドネシア語、英語、日本語の 3 バージョンあるマンガは、訳も学生が行ったそうで
ある。マンガの影響力の凄さを感じたりもしたが、現在も学生が中心となって自然災害に対
する活動を行っていること、Komunitas Tikar Pandan がオーガナイズしていることに、大
変意義があるように思う。若い世代への継承に力を入れている様子が伺えた。Komunitas
Tikar Pandan のメンバーも 20 代 30 代と若く、そこに集まる参加者、ボランティアスタッ
フも同様に若い人たちであった。Komunitas Tikar Pandan の拠点も事務所であり、上映・
上演場所であり、集会場所である。おおよそ地元の方たちによって運営されており、地域と
の連携も強いことを感じた。
□Komunitas Al-Hayah 訪問

Komunitas Tikar Pandan のオーガナイズの元、2006 年より始まった若い世代による地域
芸能 Rapai Geleng ダンスの稽古を拝見。地域文化の見直し、復興とコミュニティの形成を
目指して活動を行っているとのこと。男性と女性それぞれダンスがあるそうで、男性による
ダンスを拝見。2 人の謡い手と 13 名のダンサーによる構成。シンバルのような形状の太鼓
を振り回し、座位のまま激しく踊る。詩には日常生活のこと、宗教のこと、震災のことなど
を各自が持ち寄り相談してできたものが謡われる。
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激しい踊りには情念や熱情が入り混じり、見ているものを圧倒する。あぁ、これが芸能の持
つ力だなと素直に感じた。演者である青年達は非常にシャイで真面目な印象だったが、芸能
に賭ける情熱はあふれているようであった。前出の comic launching でもプロによる Rapai
Geleng ダンスを拝見したが、その迫力は圧倒的にこちらにあった。本年度のサンフェス招
へい団体の候補にしたいと思う。

■3 月 23 日
＜移動＞
鉄道
バンダ・アチェ発
ジャカルタ着
ベトナム航空 VN630
ジャカルタ 13：45 発
ホーチミン 16：50 着
ベトナム航空 VN3853
ホーチミン 18：10 発
プノンペン 18：55 着
※プノンペン行きのフライトが 1 時間遅れ、当日はそのままホテル着

■3 月 24 日
□Amrita Performing Arts 事務所 訪問
面会者：Kang Rithisal(エグゼクティブ・ディレクター)
Chey Chankethya(アーティスティック・ディレクター)
Rachel Sene(ゼネラルマネージャー)
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サンフェスおよび東北・アジア交流の企画意図、主旨について説明。Amrita も長年芸能と
ダンスを通した復興活動を行っており、東北プロジェクトの活動についても多いに共感を
得ることができた。エグゼクティブ・ディレクターの Rithisal (Sal)氏からは、サンフェス
での芸能の紹介の他、演者や観客との対話の場も必要であること、その意義についても話し
合うことができた。プノンペン滞在中は Amrita のコーディネートにより、芸能やダンスに
おける状況を視察することができた。
□国立博物館 訪問

カンボジア（クメール王朝）の仏像、彫刻、建築を見学。
絵画には、ラマ・ヤナを披露する様子も描かれている。
□Amrita 振付家 Davy の稽古 訪問

サーカス小屋にある稽古場で、コンテンポラリーダンス作品の稽古を拝見。
床板はアメリカの支援で緩衝材の入ったものを使用しているとのこと。
□虐殺博物館 訪問
ポル・ポトによる弾圧、収監・殺戮（処刑）を受けた施設による博物館を見学。
写真の展示と実際の居室、殺戮の現場が生々しく残る。
□Amrita Artistic leadership team と夕食
Chankethya 氏の他、Amrita 振付家 Sodhachivy 氏、Nget 氏と夕食。
現在振付中の作品のテーマや、日本人振付家との作品制作等について話を聞く。
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■3 月 25 日
□Secondary School of Fine Art 訪問

7 才から 18 才まで、舞踊、美術、建築などの英才教育を行う国営の教育機関。
舞踊はカンボジアの古典舞踊、現代舞踊など。
サーカスの学科もあるが、その施設は中国とベトナムの支援を受けているそう。共産圏の体
操競技における英才教育と同様かと思う。
Amrita のダンサーも全員この学校の出身であり、家族は芸能一家である。
学校は国から授業料が支払われるので、学生は無償で通うことができる。反面英才教育を受
けたあとはその道に進むしか道はない。厳しい現状ではある。
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□Amrita によるショウケース
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Apsara Dance
The Apsara Dance was created by Samdech Preah Kannitha Norodom Rasmei Sophoan,
who was a sister of King Norodom Soramorith. It was created to perform during the
awarding ceremony for the most outstanding students taken place requlary by the end
of the year. The Princess instructed the dance in 1958, and it was performed by Princess
Norodom Vichara, who was a daughter of King Norodom Soramorith. A year later,
instructed by Ms. Chea Sami, Princess Socheath Vatiya, the daughter of the former King
Norodom Sihanouk performed the Apsara Dance.
Sentimental dance
It is love between a prince and a princess. The princess went into garden. She saw flower,
and she picked it. While the princess enjoying her time in the garden, a prince saw her.
They fell in love. At the end, they separated sadly.
The dance reveals the emotional expression, which comes out through movement and
facial expression.
Night Battle
It is scene from Ramaya story where Kaumaka, giant, caught hunuman, white monkey.
Rama sent his others general to recur hanuman. The battle between The giants with
those monkeys happened at night. Finally, the monkey soldiers managed to recur human
and won over those two giant.
Macha Nop
It is another scene from Ramayana story. It was about the meeting between Hanuman,
the father, and Macha Nop, son. Since they had never met before, they didn’t know that
they were related. After fighting with each other, they found out that they were father
and son.
Coconut Shell Dance
Coconut Shell dance was choreographed in 1965 by artist from the royal university of
fine arts. The dance originally from svay reing province
Coconut dance is a folk dance type which is different from others folk dance which
performed for spiritual and ritual ceremony. Coconut dance was performed during
wedding party, especially, in the wedding parade of the groom to the bride’s house.
However, since 1965, the dance was re-arranged to serve performance purpose.
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Sbaek Thom
Sbaek Thom is one of Cambodia’s oldest traditional art forms and unique to the country.
Considered the royal form of Cambodian puppetry, Sbaek Thom brings to life the
Cambodian epic poem the Reamker, the Khmer version of the Indian Sanskrit tale the
Ramayana. The Reamker, which means "Glory of Rama," adapts Hindu ideas to
Buddhist themes to show the balance of good and evil in the world. The puppets used in
Sbaek Thom are made from buffalo or cow skin. The words Sbaek Thom literally
translate to mean “large leather.”

□Kang Rithisal、Chey Chankethya、Rachel Sene との打合せ
Amrita ダンサーによる、カンボジアの宮廷舞踊と民俗舞踊を拝見。
宮廷舞踊は衣装も派手で美しく、ラマ・ヤナもインドネシアのとは個性が異なる。
民俗舞踊はタイとの国境近くにある芸能を振付し直したものである。
どれもプロによる上演であるので、郷土芸能の持つ独特の力を感じることはなかった。しか
し、ダンサー達への質問で「なぜ、両方共踊るのか」という答えに「お金のため」という答
えが返ってきた時に、ダンスで生きていくことについての覚悟を知ることができた。彼らは
ダンサーとして生きていくための教育を受け、古典も民俗芸能も学び、コンテンポラリーダ
ンス作品も作り、世界へと羽ばたこうとしているのである。
「好きだから、必要だから」と
いう言葉に重さが備わっている。ダンサーのうちの何人かと食事をしたり、市内を案内した
りしてもらったが、ひとりひとりとても朗らかであり、かつ作品作りに真面目に取り組んで
いる。芸能について以外に、
「自分たちにとってダンスとは何か」ということを、各国・地
域のダンサー、関係者等と話し合う機会を持てたらと思う。
そのようなダンサーの背景と表現するダンスの豊かさを、サンフェスでも紹介したいと思
う。

■3 月 25 日（木）
アシアナ航空

OZ740

プノンペン 23:50 発
インチョン（韓国経由）
成田 26 日 11:10 着
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