2006 年 7 月 25 日

シアター21 公演のお知らせ
日豪友好協力基本条約 30 周年記念
文化庁平成 18 年度国際芸術交流支援事業・二国間交流

オーストラリア-日本 ダンスエクスチェンジ（AJｄX）2006 KINOKO Project

珍しいキノコ舞踊団 ジャスティン・カレオ
「3 m m くらいズレて る部屋」
2006年9月23日（土）・24日（日）

金沢 21 世紀美術館シアター21 では、本年 9 月 23 日(土)・24 日(日)の両日、珍しいキノ
コ舞踊団 ジャスティン・カレオ「3mm くらいズレてる部屋」を開催いたしますので、お
知らせいたします。

Photo:びわ湖ホール
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はじめに
金沢にキノコの森が出現します!
「ニューズウィーク」日本版(2006.6.28 号)『世界が認めた日本人女性 100 人』のひとり
に選ばれるなど、現在人気、実力共に充実、注目を集めるダンスカンパニー“珍しいキノコ
舞踊団”が、金沢で新作を発表します。
今回の公演「3mm くらいズレてる部屋」は、2006 年日豪交流年を記念して両国のダン
スによる新しい文化交流を目指すプログラム「オーストラリア-日本ダンスエクスチェンジ
(AJdX)2006」のひとつとして行われます。このプログラムでは、アーティストがお互いの
国・文化を深く知るために、レジデンス(滞在)しながら、共同で新しい作品を制作してい
きます。「3mm くらいズレてる部屋」では、珍しいキノコ舞踊団とオーストラリア人アー
ティスト、ジャスティン・カレオがコラボレーション。キノコのダンサー全員が約 1 ヶ月
オーストラリア・メルボルンに滞在。メルボルン市が運営する旧肉市場を改装した作品創
作スペース『Art House development at Culture Lab』で稽古を行い、その熱を日本へ持
ち帰り、金沢の湯涌創作の森で合宿をしながら作品を完成させ、金沢 21 世紀美術館のシ
アター21 で世界に先がけて新作を発表します。日本のダンスファンはもとより、世界中か
ら彼らの金沢での動きが注視されています。

公演概要
■公演名称：

珍しいキノコ舞踊団 ジャスティン・カレオ
「3mm くらいズレてる部屋」
■日時：
2006 年 9 月 23 日(土)
18:00 開演(17:30 開場)
24 日(日)
16:00 開演(15:30 開場)
■料金:
全席自由
前売一般 2,500 円 学生 2,000 円
当日一般 3,000 円 学生 2,500 円
※ 友の会会員の方は、美術館での購入に限り、前売・当日とも一般料金
の 1 割引
※学生の方は公演当日、学生証をご提示下さい。
■会場：
金沢 21 世紀美術館シアター21
■ 前売りチケット取扱い：
金沢 21 世紀美術館 ミュージアムショップ
チケットぴあ（P コード：370-687）
※ 現在発売中
文化庁平成18年度国際芸術交流支援事業 ・二国間交流
■主催：
金沢 21 世紀美術館［(財)金沢芸術創造財団］
NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク（JCDN）
■AJdX 全体企画・制作・日本側コーディネート：NPO 法人 JCDN
■助成：
国際交流基金／Australia Council
■後援：
オーストラリア大使館
■協力：
Arts House development at Culture Lab
■オーストラリア側コーディネート：HIRANO productions
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珍しいキノコ舞踊団につい て
珍しいキノコ舞踊団
1990 年、日本大学演劇学科西洋舞踊コースに在籍していた伊藤千枝、小山洋子、山下三
味子により結成。
様々な角度から「ダンス」を捉え、その作品の発表を通してオリジナリティーの確立を
目指すダンスカンパニー“珍しいキノコ舞踊団”。発表する場も様々であり、劇場空間での作
品上演のほか美術館の中庭、ギャラリー、カフェ、オフィス、倉庫、ビルのエントランス
など、大きさや形態も異なる特異な空間での公演も積極的に行っている。様々な空間で立
ち上がるダンスを観客とともに体験し、それぞれの場所、それぞれの身体がもっているダ
ンスを探り、楽しむ。その常に現代社会にリンクした作品づくりは、ダンス界のみならず
デザイン界や現代美術シーンなど、他ジャンルからも高い注目を集めている。
団体の活動は多岐にわたり、新作公演を軸に国内地方都市でのツアー公演、海外公演、
他団体（演劇・コンサート・映画など）への振付・出演、ワークショップ、映像製作など
も行っている。代表作「フリル（ミニ）」（日本舞踊批評家協会新人賞、千年文化芸術祭
特別賞、日本インターネット演劇大賞受賞作品）は、国内のみならず、フランス、ニュー
ヨーク、インド、タイでも上演された。
「FLOWER PICKING」は、びわ湖ホール、CLASKA(東
京)など国内数カ所で上演したほか、2004 年 8 月にストックホルムの野外劇場で上演、二
日間で 7000 人を動員し大好評を博した。最新作は「家まで歩いてく。」(2005 年彩の国
さいたま芸術劇場、2006 年スパイラルホール)

伊藤千枝／Chie Ito 振付家・演出家・ダンサー・珍しいキノコ舞踊団主宰
東京都出身。4 歳よりモダンダンスを学び、15 歳よりクラシッ
クバレエを学び始める。18 歳で処女作（10 分程度の小品）を
発表。本格的な創作法を学ぶため、日本大学芸術学部演劇学科
西洋舞踊コースに入学。1990 年同大学在学中に珍しいキノコ
舞踊団を結成、以降全作品の演出、振付、構成を担当。本公演
のほか、映画、ミュージックビデオ、演劇への振付、出演、他
のアーティストとのコラボレーションなど、その活動は多岐に
わたる。2000 年、横浜ダンスコレクション ソロ デュオ Competition にて財団法人横浜
市文化振興財団賞を受賞。2003 年 4 月〜2004 年 2 月、NHK 教育番組「ドレミノテレビ」
振付を担当。2003 年 10 月、フィリップ・ドゥクフレ新作「IRIS」にアシスタントとして
参加。2005 年より桜美林大学にて非常勤講師を務める。

井出雅子 / Masako Ide
静岡県出身。水瓶座。前田バレエ学苑にてクラシックバレエを学び、日大芸
術学部に入学後、モダンダンスを始める。珍しいキノコ舞踊団には第一回公
演よりダンサーとして参加。
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山田郷美 / Satomi Yamada
愛知県出身。6 歳より佐々智恵子に師事しクラシックバレエを学ぶ。
日大芸術学部に入学し上京。在学中より珍しいキノコ舞踊団に参加。
その一方で 97 年より姉である山田珠実の作品に時折出演している。

佐藤昌代 / Masayo Satoh
茨城県出身。射手座。
5 歳より田中元子に師事しクラシックバレエを始める。
日本大芸術学部に入学し、在学中より珍しいキノコ舞踊団に参加、現在に至
る。

篠崎芽美/Memi Shinozaki
千葉県出身。高校在学中、珍しいキノコ舞踊団『牛乳が、飲みたい。』
に出演。その後、日大芸術学部に入学し、03年『FLOWER PICKING』
よりキノコに再参加。

ジャスティン・カレオにつ いて
ジャスティン・カレ オ/Justin Caleo
1973 年 3 月生まれ。メキシコ、ベトナム、タスマニアなど世界の芸
術 大 学 で学 び 、2000 年 メ ル ボ ルン RMIT 大 学 Art Design &
Communication 科卒業。版画でも数々の展覧会に出品し、フランス
のデザインビエンナーレには 2 回連続で出展。幅広い題材、材料、
方法を使って制作する。2005 年 8 月、珍しいキノコ舞踊団の振付家
伊藤千枝と出会い、本プロジェクトが初のコラボレーション作品と
なる今回の公演「3mm くらいズレてる部屋」では、彼の作る部屋の中でキノコのダンス
が展開する。
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今回の公演について
今回の公演は、珍しいキノコ舞踊団とオーストラリア人アーティスト、ジャスティン・
カレオのコラボレーション作品。ダンサー全員が約 1 ヶ月メルボルンの『Art House
development at Culture Lab』で稽古を行い、その熱を日本へ持ち帰り合宿をしながら作
品を作ります。日本のキノコとオーストラリアのジャスティンがお互いの国を行き来して、
その場の空気（雰囲気）を吸いながら一緒に一つの作品を創ります。
キーワードは「視点を変えて日常を見る」。ジャスティン・カレオがつくる部屋の中で、
キノコダンスが展開します。
■構成・振付・演出 ： 伊藤千枝
■演 出 補 ： 小山洋子
■振付協力 ： 珍しいキノコ舞踊団
■出

演 ： 井出雅子、山田郷美、佐藤昌代、篠崎芽美、伊藤千枝

■美

術 ： ジャスティン・カレオ

■海外制作 ： 小山田サトル（STUDIO Salut!）
■制
作 ： 大桶真、長谷川純子（パブロフ）
■スケジュール：
8月

ｼﾞｬｽﾃｨﾝ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ在住

キノコ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ滞在

9月

金沢滞在

金沢滞在

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝにて稽古

8/30〜9/22
9/2

金沢湯涌創作の森、金沢 21 世紀
美術館にて、作品制作
ワークショップを開催

9/23・24 金沢 21 世紀美術館ｼｱﾀｰ 21 にて、
本公演

関連企画
ワークショップ
■ 日時:9 月 2 日(土)午前 11 時〜(予定)
■ 定員:10〜15 人(予定)
■ 会場:金沢湯涌創作の森
■ 料金:未定
■ 申し込み方法:電話予約(℡076-220-2811 金沢 21 世紀美術館交流課)
8 月 10 日受付開始
※詳細はお問い合わせ下さい。
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※備考
オーストラリア-日本ﾀﾞﾝｽｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ(AJdX)2006 について
2006 年日豪友好基本条約 30 周年を記念して、オーストラリアと日本間のダンスによる
新しい文化交流であるエクスチェンジプロジェクトを、各地の主催者と共同して両国で行
います。この AJdX2006 では、互いの国・文化をより深く知るために、レジデンス(滞在)
をベースに、①コラボレーション作品の制作、②互いの国のダンサーへの振付作品の制作、
③若手振付家とダンススペース間の交流プロジェクト、④オーストラリアのダンス・サー
カスフィジカルシアターの紹介、という４つの柱で、年間を通じ両国の各地で行っていき
ます。
2005 年 BATIK の黒川育世とダンサー2 人がブリスベンとタウンズビルに滞在し、
DANCE NORTH/SPLINTER GROUP とのコラボレーション作品を創作。音楽・松本じろ、
衣装デザイン・山口小夜子が加わり、2006 年 2 月横浜での AJdX オープニングにて世界
初演を行いました。この作品「Underneath」は、この 9 月ブリスベンとタウンズビルにて
上演されます。同じく 2005 年山崎広太はメルボルンで、ルーシー・ギャレンは京都で、
この AJdX のための振付作品に向けて互いの国のダンサーを決めるためオーディションを
行い、今年京都・山口・メルボルンに滞在し作品を創作し、その 3 都市で合同公演を行い
ます。珍しいキノコ舞踊団の伊藤千枝は昨年オーストラリアに新作に向けてのコラボレー
ターを探しに行き、2006 年夏にメルボルンと金沢に滞在し作品を創作します。
他両国のエマージングな振付家たちによる SYDNEY/KANSAI Project など、この
AJdX2006 では、初めての土地に滞在し、未知のアーティスト達と出会い、その土地と人々
の空気・匂い・時間の流れに触れ、そこでしか、そしてその人たちとでしかできない作品
を生み出します。
本年 2 月の横浜での AJdX オープニングイベントに引き続き、日本では 8 月〜11 月に
京都・大阪・山口・松山・金沢・名古屋にて、オーストラリアでは、ブリスベン・タウン
ズビル・メルボルン・シドニーにて 5 つのプロジェクトが繰り広げられます。
皆様のご来場をお待ちしています。
日本側コーディネーター NPO 法人ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ・ﾀﾞﾝｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ(JCDN)
佐東範一

■ オーストラリアー日本ダンスエクスチェンジ 2006 のプログラム
※詳細は企画全体の Web サイト www.jcdn.org/ajdx/（7 月中旬 open）をご覧下さい。
◇ LUCY/KO T A Projectー互いの国のダンサーへの振付作品の 製作ー
山崎広太振付作品「Chamisa4℃」
●振付・構成・演出＝山崎広太
●出演＝フィービー・ロビンソン/リー・サール/ニック・サマービル/ジョアン・ホワイト
●照明・舞台美術＝ベン・コブハム
●作曲＝菅谷昌弘
Lucy Guerin 振付作品「Setting」
●振付・構成・演出＝ルーシー・ギャレン
●出演＝赤松美智代/森井淳
●作曲・演奏＝Haco
＜京都＞ >>>7/10（月）前売開始
●8/26（土）、27（日）
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●京都芸術センター 講堂
●前売一般 2,500 円/前売学生 2,000 円/当日一般 3,000 円/当日学生 2,500 円(全席自由)
●開演時間＝26 日 19:00、27 日 15:00
● お問い合せ＝NPO 法人 JCDN 075-361-4685 jcdn@jcdn.org
＜山口＞ >>>7/19（水）前売開始
●9/3（日）
●山口情報芸術センター スタジオ A
●全席指定 A 席 2,500 円/B 席 1,500 円（学生対象）(前売・当日とも同料金)
●開演時間＝14:00
●お問い合せ＝山口市文化振興財団チケットインフォメーション 083-920-6111
◇SY DN E Y /KA N SAI Projectー若手振付家とダンススペース 間の交流ー
●出演＝マーティン・デル・アモ「体への容赦なき侮辱」/ディーン・ウォルシュ
「unspeakABLE」/フォンデュ・セット「セットアップ」/手塚夏子「私的解剖実験シリー
ズ」/花嵐「果肉 06」/ハニーサクル「バタフライレース」
＜大阪＞ >>>7/10（月）前売開始
●9/1（金）、2（土）
●Art Theater dB、remo、他
●前売一般 2,500 円/前売学生 2,000 円/当日一般 3,000 円/当日学生 2,500 円（全席自由）
●開演時間＝1 日 19:00、2 日 15:00
●お問い合せ＝NPO 法人 DANCE BOX 06-6646-1120
＜松山＞ >>>7/10（月）前売開始
●9/5（火）
●松山大学カルフール 3F ホール
●前売一般 2,500 円/前売大学生 2,000 円・高校生以下 1,500 円/当日一般 3,000 円/当日
大学生 2,500 円・高校生以下 2,000 円（全席自由）
●開演時間＝19:00
●お問い合せ＝DANCE STUDIO MOGA 089-934-3434
◇KIN OKO Projectーコラボレーション作品の製作 「3m m くらい ズレてる部屋 」
●構成・振付・演出＝伊藤千枝
●美術＝ジャスティン・カレオ
●出演＝井出雅子/山田郷美/佐藤昌代/篠崎芽美/伊藤千枝
＜金沢＞ >>>7/10（月）前売開始
●9/23（土）、24（日）
●金沢 21 世紀美術館
●前売一般 2,500 円/前売学生 2,000 円/当日一般 3,000 円/当日学生 2,500 円（全席自由）
●開演時間＝23 日 18:00、24 日 16:00
●お問い合せ＝金沢 21 世紀美術館 076-220-2800
＜名古屋＞ >>>8/30（水）前売開始
●11/22（水）
●愛知芸術文化センター内愛知県芸術劇場小ホール
●前売一般 2,500 円/前売学生 2,000 円/当日一般 3,000 円/当日学生 2,500 円（全席自由）
●開演時間＝19:00
●お問い合せ＝愛知県文化情報センター 052-971-5511
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本資料に関するお問い合わせ
金沢 21 世紀美術館
広報担当:西川・吉田
TEL：076-220-2800
FAX：076-220-2802
〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1
http://www.kanazawa21.jp
E-mail:press@kanazawa21.jp

※本公演出演者の写真、映像などは上記へお問い合わせください。
※金沢滞在中の取材、アーティストインタビュー等ご希望の際は、ご連絡下さい。
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