PRESS RELEASE 2022.09.15 Update
Noism Company Niigata 2023 冬・新作公演

Der Wanderer
デァ・ワンダラー

新 生

Noism

―さすらい人
新 作 第 一 弾 は ❝さ す ら い 人 ❞の 詩

シューベルト歌曲によって紡がれる、さすらう人々の詩（うた）
沈黙の叫びと共に屹立する舞踊家たち。Noism の新たな旅がここから始まる。

新潟公演

2023 年 1 月 20 日（金）→ 2 月 4 日（土）りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオＢ〉

東京公演

2023 年 2 月 24 日（金）→ 2 月 26 日（日）世田谷パブリックシアター

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
提携：公益財団法人せたがや文化財団 世田谷パブリックシアター（東京公演）

後援：世田谷区（東京公演）

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会
製作：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

お問い合わせ
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
舞踊企画課：坂内佳子

Noism 制作担当：上杉晴香

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-2
TEL: 025-224-7000（平日 10:00-18:00 / 休館日除く）

FAX: 025-224-5626

E-mail: info-noism@ryutopia.or.jp
Noism オフィシャルウェブサイト www.noism.jp

Noism

@NoismPR

noism_official

Der Wanderer ―さすらい人
演出振付：金森穣
音楽：シューベルト
衣裳：堂本教子
木工美術：近藤正樹
出演：Noism0、Noism1
日本初の公共劇場専属舞踊団として 2004 年にりゅーとぴあを拠点に設立された Noism Company Niigata
は、今年で 19 年目のシーズンを迎えました。この 9 月から、新潟市が定めたりゅーとぴあのレジデンシャ
ル制度に基づき、新たに二部門制での活動をスタートさせました。
Noism0 と Noism1 を率い、国内外での公演や創作活動を展開する国際活動部門の芸術監督に井関佐和子、
研修生カンパニーNoism2 を率い、プロをめざす若手舞踊家の育成と共に、学校等へのアウトリーチや市民
に向けたオープンクラスなどを展開する地域活動部門の芸術監督に山田勇気が就任し、金森穣は、その活動
全体を統括する芸術総監督を務めます。世界へ飛躍する活動と、地域に根差した活動、その両輪を拮抗させ
ることで、
より一層しなやかで充実した Noism Company Niigata だからこその活動を展開してまいります。
新体制での本公演第一弾は、金森穣の演出振付による新作を、新潟と東京で上演します。

公演によせて
井関佐和子
私が国際活動部門芸術監督に就任して初めての公演となる今作。
私自身まだ先が見えぬ未知の世界に飛び込んでいるこの瞬間を、カンパニーの全メンバーと一緒に生ききる
ことができるか。それがこれからの Noism にとって、とても重要な分岐点になると思っています。そういう
意味でも金森が今までとは少し違った観点からカンパニーを見て、創り上げる今作『Der Wanderer』が、メ
ンバー一人ひとりにとっても大きな挑戦になるでしょう。私たちがめざす集団は、
「同一」ではなく「一体」
です。個々の個性を各々が大切にし、お互いを尊重しつつ同じ方向を向いて一緒に歩いていく集団であって
ほしいと思っています。「集団には広さがある。個人には深さがある。
」
私たちは今この時代を共に生き、世界で起こっている様々なことを共に経験しています。しかしそこには人
それぞれの価値観があり、湧き上がる感情も異なる。その違いを、舞踊を通して互いに見つめ、つながり、新
たな価値観が生まれていく。それが私の信じる芸術の力です。
今作がカンパニーの長い歴史の中で受け継がれて行くものとなることを信じています。金森が常々言ってい
る「劇場文化 100 年構想」はまだまだ道半ばですが、この国のこれからの世代に寄り添いつつも、彼らが劇
場文化の本質を理解して、それを受け継いで行ってくれるよう、しっかりと伝えていきたいと思っています。

井関 佐和子 Sawako ISEKI
舞踊家。Noism Company Niigata 国際活動部門芸術監督。
1978 年高知県生まれ。3 歳よりクラシックバレエを一の宮咲子に師事。16 歳で渡欧。スイス・チューリッヒ
国立バレエ学校を経て、ルードラ・ベジャール・ローザンヌにてモーリス・ベジャールらに師事。99 年ネザー
ランド・ダンス・シアターⅡ（オランダ）に入団、イリ・キリアン、オハッド・ナハリン、ポール・ライトフッ
ト等の作品を踊る。01 年クルベルグ・バレエ（スウェーデン）に移籍、マッツ・エック、ヨハン・インガー等
の作品を踊る。04 年 4 月 Noism 結成メンバーとなり、金森穣作品においては常に主要なパートを務め、日本
を代表する舞踊家のひとりとして、各方面から高い評価と注目を集めている。08 年よりバレエミストレス、10
年より副芸術監督、22 年 9 月より国際活動部門芸術監督。第 38 回ニムラ舞踊賞受賞。令和 2 年度（第 71 回）
芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
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創作によせて
金森 穣
新生 Noism

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新潟市の新レジデンシャル制度に則り、井関に国際活動部門（Noism0 & Noism1）
、山田に地域活動部門
（Noism2）の裁量権を委ね、新たに二部門制での活動を始める新生 Noism。この新たな旅立ちに際して、
演出振付家としてどのようなものを創作しようか考えていた。その答えを出すために、Noism という集団の
課題を客観的に分析してみた。
Noism の強みは何をおいても集団性である。朝から晩まで集団活動をする事ができる場所を有し、独自の
訓練法を有し、その活動に 100％集中することを可能にする生活保障を得ている集団は、この国には他にな
いからである。しかし強みは時として弱みとなる。
集団としての強度は帰属意識や連帯意識を生むけれど、代わりに個人の自立、責任や覚悟を抱く機会を奪い
かねない。集団の力と個人の力、そのバランス。その取り方が集団の独自性を規定するし、その成熟こそが
集団の成熟を意味する。ならばその方法の一環として、メンバー一人ひとりにソロを作ろう。そう思った。
ソロ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
過去の作品にも舞踊家が一人で踊るシーンはあったし、全員にソロパートがある作品もある。けれどもそれ
は周りに集団がいたり、一曲のうちに入れ替わりでソロを踊ったりするもので、舞台に完全に一人で立ち、
一曲を踊り切るという演出のソロではない。例えあったとしてもそれは、長年私と創作を共にした舞踊家に
のみ与えられる機会だった。
それを今回は自らに対する“演出的制約”として、敢えてメンバー全員に背負わせてみたい。少なからず創作
段階においては。果たしてそれがどのような作品になるのか、それは今の私にもわからない。ただ現時点で
言えるのは、一人ひとりがソロで立てるだけの力量を有した個人の集合としての集団。それが新生 Noism の
めざす集団性であるということである。
歌曲 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ここ数年歌曲に惹かれる。『夏の名残のバラ』
『Near Far Here』
『お菊の結婚』など、なぜか歌曲に惹かれ
る。歌曲を聴くと踊る身体が見える。そして気づけばシューベルトばかり聴いていた。シューベルトの歌曲
を初めて聴いたのはルードラ在学中である。学校でベジャール作品を習う機会に聴いたのだと思う。要する
に聴いたのではなく踊ったのである。
歌曲への振付とは、歌い手と舞踊家、音楽と身体との最小単位での関係性によって、振付家の力量、語彙の
独自性、何より音楽性を如実に表すものである。そこに歌詞（詩）があることによって、言語と身体の関係性
をも表現するものとなる。だから本創作は、私にとって自らの振付力（演出力ではなく）と向き合う挑戦でも
ある。
シューベルトの世界 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
シューベルトはその短い生涯で 700 曲もの歌曲を創作した天才音楽家である。本作はその歌曲から、愛と
死というテーマに分けて 20 曲ほどを選び創作される。愛と死というテーマほど、人が孤独であるということ
と同時に、人は一人ではないということを表現するテーマはない。そしてこのテーマほど、早逝の天才音楽
家シューベルトの精神を表しているテーマはないと思うからである。
歌曲には歌詞（詩）がある。シューベルトは文豪ゲーテを始めとする多くの詩人の言葉からインスピレーシ
ョンを得て作曲している。シューベルトは詩を読むとすぐさま作曲に取りかかれたという。それはすなわち、
シューベルトにとって音楽とは詩だからに他ならない。
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舞踊とは詩である。単なる運動ではもちろんなく、特定の意味に限定される言葉でもない。リズムとメロデ
ィ、すなわち音楽によって紡がれる、振付家独自の詩であり、実演家独自の詩である。そしてそれは観客が読
み取る唯一無二の詩となる。メンバー一人ひとりが紡ぐ詩が、互いに関係しあって立ち上がる一つの世界。
それが本作品のめざす世界である。
それぞれの詩 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
予期せぬ事が起こるのが現実だとしても、この時代に大国が侵略戦争を起こすことなど、誰が予想していた
だろう。核兵器に代表される大量破壊兵器を有する大国が、その兵器によって一般市民を虐殺すること。ボ
タン一つで、同じ空間を共有することもなく、瞬間的に多くの命を奪ってしまうということ。これほど痛ま
しく、残酷なことがあるだろうか。
ある時ニュースに流れた映像を見て絶句した。しばし目を閉じ、深く息を吐いた。並べられて横たわる亡骸
の一つひとつに人生があり、関わった無数の他者がいて、それぞれの生きた世界がある。10 体、100 体と計
算される数としてではなく、唯一無二の“さすらい人”として紡いだ詩が、そこにはあるのだから。
沈黙の言語 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
舞踊とは非言語表現である。だからこそ好きに発言（表現）できると思ったら大間違いである。社会的意味
を持たない言語だからこそ、より観客の想像力に訴えかける言語（踊り）でなければならない。饒舌である必
要はない。沈黙を恐れてはならない。人間（観客）には、聞こえない言葉を聞き取る能力があるのだから。
音楽に合わせて踊るのではない。音楽を表現するために踊るのでもない。身体中を流れる音楽が、その沈黙
を突き破って踊りになる。それは言葉を奪われた者の叫びだ。意味を放棄した者の覚悟だ。沈黙の叫びと共
に、他者の前に屹立するんだ。そんな舞踊を見てみたい。そんな舞踊家たちを見てみたい。それが本創作の、
芸術家としての動機である。

金森 穣 Jo KANAMORI
演出振付家、舞踊家。Noism Company Niigata芸術総監督。
17歳で単身渡欧、モーリス・ベジャール等に師事。ルードラ・ベジャール・ローザンヌ在学中から創作を始め、
NDT2在籍中に20歳で演出振付家デビュー。10年間欧州の舞踊団で舞踊家、演出振付家として活躍したのち帰
国。03年、初のセルフ・プロデュース公演『no・mad・icproject - 7 fragments in memory』で朝日舞台芸
術賞を受賞し、一躍注目を集める。04年4月、りゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任し、日本初となる公共劇
場専属舞踊団Noismを立ち上げる。海外での豊富な経験を活かし次々に打ち出す作品と革新的な創造性に満ち
たカンパニー活動は高い評価を得ており、サイトウ・キネン・フェスティバル松本での小澤征爾指揮によるオ
ペラの演出振付を行う等、幅広く活動している。平成19年度芸術選奨文部科学大臣賞、平成20年度新潟日報文
化賞、第60回毎日芸術賞ほか受賞歴多数。令和3年度紫綬褒章。
www.jokanamori.com

twitter ＠jokanamori
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Noism Company Niigata（ノイズム・カンパニー・ニイガタ）

www.noism.jp

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を拠点に活動する、日本初の公共劇場専属舞踊団。プロフェッショナル選抜メン
バーによる Noism0（ノイズムゼロ）、プロフェッショナルカンパニーNoism1（ノイズムワン）、研修生カンパニーNoism2
（ノイズムツー）の 3 つの集団があり、国内・世界各地からオーディションで選ばれた舞踊家が新潟に移住し、年間を通し

て活動。2004 年の設立以来、りゅーとぴあで創った作品を国内外で上演し、新潟から世界に向けてグローバルに展開する
活動（国際活動部門）とともに、市民のためのオープンクラス、学校へのアウトリーチをはじめとした地域に根差した活動（地
域活動部門）を行っている。Noism の由来は「No-ism＝無主義」。特定の主義を持たず、歴史上蓄積されてきた様々な
身体表現を後世に伝えていこうとしている。
19th（2022 / 2023）シーズンメンバー
芸術総監督 / Noism0=金森穣
国際活動部門芸術監督 / Noism0＝井関佐和子
地域活動部門芸術監督 / Noism0＝山田勇気
Noism1＝井本星那、三好綾音、中尾洸太、庄島さくら、庄島すみれ、坪田光、樋浦瞳、杉野可林、糸川祐希
凖メンバー＝横山ひかり
Noism2 リハーサル監督 / Noism1＝浅海侑加
Noism2＝兼述育見、土屋景衣子、渡部梨乃、太田菜月、河村アズリ、佐藤萌子、高田季歩、村上莉瑚

金森穣

井関佐和子

山田勇気

凖メンバー

井本星那

三好綾音

中尾洸太

庄島さくら

庄島すみれ

坪田光

樋浦瞳

杉野可林

糸川祐希

堂本教子 Kyoko DOMOTO ｜衣裳
コンテンポラリーダンス、舞踏、演劇、歌舞伎、オペラなどの衣裳デザイン製作。1999 年と 2003 年に
は、チェコ・プラハ カドリエンナーレ国際舞台美術展出展。00 年文化庁芸術家在外研修により、バット
シェバ舞踊団の衣裳デザイナーRakefet Levy に師事。99 年伊藤熹朔賞奨励賞、第 36 回橘秋子賞 舞台ク
リエイティブ賞受賞。

近藤正樹

Masaki KONDO ｜木工美術

1979 年生まれ。大学卒業後、飛騨高山で木工技術を取得し、アイルランドの「ジョセフ・ウォルシュ・ビ
スポーク」にて家具制作を行う。08 年より函南町丹那に工房を備え作品制作を行っている。曲木と削り出
しの技術を活かした、有機的な曲線美と軽やかさ、座り心地の良さを両立させた家具制作を得意とする。
代表作は羊椅子、マンタ、コブラなど動物をモチーフとした椅子。近年は注文制作や個展での作品発表を
中心に活動し、他分野とのコラボレーションも積極的に行っている。www.masakikondo.com
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横山ひかり

新潟公演 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2023 年 1 月 20 日（金）～2 月 4 日（土）＊全 11 回
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈スタジオＢ〉
1/20 金

1/21 土

1/22 日

1/25 水

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-2

1/26 木

1/28 土

1/29 日 1/30 月

2/2 木 2/3 金

2/4 土

15:00
17:00
19:00

入場料：整理番号付き自由席 5,000 円

U25 3,000 円

高校生以下 1,000 円（税込）

取扱い：りゅーとぴあ（オンライン・電話・窓口）
▶オンライン・チケット
▶電話

https://piagettii.s2.e-get.jp/ryutopia/pt/

025-224-5521（11:00-19:00 / 休館日除く）

▶窓口（りゅーとぴあ 2 階）

（発売初日 11:00-）

（発売初日 11:00-）

（発売初日（会員先行・一般発売ともに）取扱いなし）

お申込み・お問い合わせ：りゅーとぴあチケット専用ダイアル
025-224-5521（11:00-19:00 / 休館日除く）
会員および一般発売初日は、インターネットと電話予約に限定させていただきます。
残席があった場合、翌営業日 11:00 より窓口にて取り扱います。
主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

東京公演 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2023 年 2 月 24 日（金）～26 日（日）＊全 3 回
世田谷パブリックシアター

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4 丁目１-1 （三軒茶屋駅［東急田園都市線（渋谷駅より 2 駅・

5 分）世田谷線］より直結）
2/24 金

2/25 土

2/26 日

15:00
17:00
19:00

入場料：全席指定

一般 6,000 円

25 歳以下 3,000 円（税込）

世田谷パブリックシアター友の会 5,400 円（税込・前売のみ）
せたがやアーツカード 5,700 円（税込・前売のみ・要事前登録）*世田谷区在住の方対象。詳細・お申込は世田谷パブリック
シアターチケットセンターまたは劇場公式サイトへ
取扱い：世田谷パブリックシアターチケットセンター＊東京公演のみ
▶電話

03-5432-1515（10:00-19:00 / 年末年始除く）

＊窓口での発売・発券はございません。
▶世田谷パブリックシアターオンラインチケット（24 時間受付・要事前登録）

https://setagaya-pt.jp/

りゅーとぴあ（オンライン・電話・窓口）
▶オンライン・チケット
▶電話

https://piagettii.s2.e-get.jp/ryutopia/pt/

025-224-5521（11:00-19:00 / 休館日除く）

▶窓口（りゅーとぴあ 2 階）

（発売初日 11:00-）

（発売初日 11:00-）

（発売初日（会員先行・一般発売ともに）取扱いなし）

会員および一般発売初日は、インターネットと電話予約に限定させていただきます。
残席があった場合、翌営業日 11:00 より窓口にて取り扱います。
主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
提携：公益財団法人せたがや文化財団

世田谷パブリックシアター

後援：世田谷区

Noi sm Compan y Ni igata / RY UTOPIA N iigata Cit y Pe rfor ming Art s Center

発売日：2022 年 10 月 15 日（土）一般発売 ＊各種会員先行発売あり
問合せ：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521（11:00-19:00 / 休館日除く）

＊ この公演は国および新潟県・新潟市／東京都・世田谷区のガイドラインに基づき、客席制限は行わずに開催いたし
ます。
＊

U25 は公演時 25 歳以下の方対象（未就学児を除く）

＊

U25 ・高校生以下の方は入場時に身分証をご提示ください。

＊

未就学児の入場はご遠慮いただいております。

＊

開演時間を過ぎますと、演出上の都合により入場を制限いたします。

●託児サービス
新潟公演 対象：生後 6 ヶ月～小学 2 年生

託児料：未就学児 1 人 1,000 円 小学 1・2 年生 1 人 1,500 円

申込：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521
公演日 2 週間前までにお申込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。
公演日 1 週間前を過ぎてからのキャンセルは託児料と同額のキャンセル料が発生します。
東京公演 対象：生後 6 ヶ月～9 歳未満（障害のあるお子さまについてはご相談ください）

託児料：1 人 2,200 円

申込：世田谷パブリックシアター 03-5432-1526
公演日の 3 日前の正午までにお申込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。
●車椅子スペース
新潟公演 車椅子でご来場の方はあらかじめご連絡ください。付添者は 1 名まで無料。
申込：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521
東京公演 一般料金の 10%引。付添者は 1 名まで無料。
申込：世田谷パブリックシアターチケットセンター 03-5432-1515（公演日の前日 19:00 まで）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点にご留意ください。
・

平熱より 0.5 度以上高い発熱や咳、咽頭痛等の症状のある方は来館・入場しないでください。その場合、チケットは払戻しいたし
ますので、りゅーとぴあチケット専用ダイヤルまでご連絡ください。ただし、お申し出は公演当日の開演時間までにお願いします。

・

東京公演は、世田谷パブリックシアター劇場ガイドラインに基づき公演を実施します。併せてご確認ください。

・

マスクの着用、手洗い、手指消毒の徹底と、社会的距離の確保をお願いします。

・

次の行動はしないでください：お客様同士の大声での会話、出演者への声掛け[掛け声、ブラボー等]、出演者への贈り物（お花、お
手紙、プレゼント等）
、出入り待ち、楽屋訪問

・

当面の間、ビュッフェ、クローク、サイン会、アフタートークは行いません。ブランケット等の物品貸出も休止しています。

・

来場時、アンケート用紙に住所、氏名、緊急連絡先等の個人情報のご記入にご協力ください。万一、来場者から感染が確認された
場合は、情報を保健所等公的機関に提供いたしますのでご了承ください。

・

社会情勢の変化により、公演内容を変更または中止する場合があります。最新の情報はりゅーとぴあホームページ
（https://www.ryutopia.or.jp）
、または Noism オフィシャルウェブサイト（www.noism.jp）にてご確認ください。

ご理解とご協力をお願いいたします。
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