りゅーとぴあレジデンシャル・ダンス・カンパニー Noism（ノイズム）
PRESS RELEASE

2018.4.19.

Noism1×SPAC 劇的舞踊 vol.4

雄弁な身体と、響く言葉の旋律
舞踊×演劇で描く新たな“ロミオとジュリエット”の物語

演出振付：金森穣
音楽：S.プロコフィエフ《Romeo & Juliet》
衣裳：YUIMA NAKAZATO
美術：須長檀、田根剛（Noism レパートリーより）
原作：W.シェイクスピア『ロミオとジュリエット』（河合祥一郎訳より）
出演：Noism1+SPAC
Noism1＝井関佐和子、中川賢、池ヶ谷奏、吉﨑裕哉、浅海侑加、
チャン・シャンユー、井本星那、鳥羽絢美*、西岡ひなの*、
山田勇気**、金森穣**（*準メンバー、**特別出演）
SPAC＝大内米治、貴島豪、鈴木真理子、武石守正、舘野百代、
野口俊丞、布施安寿香、三島景太（50 音順）

新潟公演 2018 年 7 月 6 日（金）～8 日（日） りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 〈劇場〉
主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団
富山公演 2018 年 7 月 14 日（土）

オーバード・ホール

主催：公益財団法人富山市民文化事業団、富山市
静岡公演 2018 年 7 月 21 日（土）～22 日（日） 静岡芸術劇場
主催：SPAC－静岡県舞台芸術センター
埼玉公演 2018 年 9 月 14 日（金）～16 日（日） 彩の国さいたま芸術劇場 〈大ホール〉
主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

共催：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 × オーバード・ホール × SPAC－静岡県舞台芸術センター 連携プログラム
助成：一般財団法人地域創造（新潟・富山・静岡公演）
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
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作品について
2004 年より新潟を拠点に活動を続ける Noism は今年設立 15 年目を迎えます。
今なお日本で唯一の劇場専属舞踊団として、芸術監督・金森穣率いるカンパニー活
動と、舞踊家達の圧倒的な身体によって生み出される作品は国内外で高い評価を
得ています。メインカンパニーNoism1 の 2018 年夏の公演は、金森穣による最新作
劇的舞踊『ROMEO＆JULIETS』を上演します。
オペラやバレエ、演劇等で知られる物語を、舞踊家の確かな身体と重層的な物語構

劇的舞踊『ホフマン物語』初演より（2010 年）
ⓒKishin Shinoyama

造で Noism オリジナルの物語として描く「劇的舞踊シリーズ」。本シリーズは、「劇的＝
ドラマティックとは何か」を模索すると共に、“物語”を作品にすることが少なくなったコンテ
ンポラリーダンス界に一石を投じるべく、2010 年から創作を開始しました。これまでに
『ホフマン物語』『カルメン』『ラ・バヤデール―幻の国』を上演。「言葉以上に観客のイメ
ージを喚起する」と評された身体表現で、鮮烈な物語を描きだしています。
新作『ROMEO＆JULIETS』は、W.シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』をベースに、
金森がオリジナルの台本を執筆。病院を舞台に、“ロミオ”と“ジュリエット”と彼等を取り
巻く人々を描きながら、現代社会へと通じるテーマを浮かび上がらせます。誰もが知る
恋愛悲劇が金森の手によってどのように生まれ変わるのか、今を生きる私たち人間の
本質に迫る、新たなロミオとジュリエットの物語が誕生します。
衣裳には、2016 年に日本人史上 2 人目となる、パリ・オートクチュール・コレクションの
公式ゲストデザイナーに選ばれ、2017 年の毎日ファッション大賞では新人賞を受賞す
るなど、いま期待と注目を集めるデザイナーYUIMA NAKAZATO の中里唯馬を新た

劇的舞踊『カルメン』より（2014 年）

に迎えます。音楽は S.プロコフィエフの《Romeo＆Juliet》。また、家具作家の須長檀

ⓒKishin Shinoyama

と建築家の田根剛がこれまで Noism と共に制作した舞台美術を用いて、金森が新
たな空間を構成します。
そして今回は、金森を含む Noism の舞踊家 11 名に加え、SPAC－静岡県舞台芸
術センター所属の俳優 8 名が出演。新潟と静岡、それぞれの劇場を拠点に、世界を
見据えた活動を行う舞踊団 Noism と劇団 SPAC。共に公共劇場の専属集団だか
らこそ可能な時間・空間・集団性を最大限に活かしてクリエーションを行います。
舞踊家と俳優が拮抗する舞台、それぞれの身体が対峙しながらも重層的に混ざり合
う、舞踊でも演劇でもない、「劇的舞踊」でしか描くことのできない「ロミオとジュリエットた
ち」にご期待下さい。
また本作品は、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館、オーバード・ホール、SPAC－
静岡県舞台芸術センターの連携企画として、新潟での初演の後、富山・静岡を含め
た全国 4 都市で上演します。日本の劇場文化の一翼を担う集団として、国内で有数
の文化芸術の拠点である公共劇場と共に、確かなクオリティに裏打ちされた地域発の
舞台芸術をめざします。これにより、文化芸術を継承しながら、創造・発信する劇場の

劇的舞踊『ラ・バヤデール―幻の国』より（2016 年）

役割を果たしていきます。
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ⓒKishin Shinoyama
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Director’s Note

ROMEO & JULIETS 〜創作に際する雑記
恋という病
世界で一番有名な恋の物語『ロミオとジュリエット』の中で、ロミオ（シェイクスピア）は語る。
「恋（愛）と呼べば聞こえはいいが、その内実はどろどろだ！まるで鉛の羽根、輝く煙、冷たい炎、病んだ健康、覚醒した眠り、
休まらぬ休憩といったところだ！」（河合祥一郎訳）と。要するに恋とは、非常に矛盾した感情であるということである。
自己分裂
人は誰しも自己矛盾を抱えて生きている。それを理想と現実と言うこともできるし、もう一人の自分ということもできる。精神科医に
言わせれば、現代人は誰もが精神疾病（分裂病）を患っているという。それは SNS の爆発的普及を見れば明白なことだ。
情報技術革命が顕在化したのは、世界の情報ではなく、人間精神の病理であると言えるのかもしれない。
医療信仰
そして宗教、あるいは信仰の対象が医学に向かっていることの証左は、科学技術としての医療技術への信託によって、
我々が長く健康に生きることができる事実にある。少子高齢化社会に於いて、その状態が加速していくことは云うに及ばない。
要するに我々は医者という神官に生死を委ね、社会という病院を生きていると言えるのである。
監視社会
あらゆる病院と呼ばれる施設は、患者を収容して医者の身近に置き、異常があればすぐに対処できるように、その状態の変化を
随時監視することを目的としている。要するに病院とは監視施設なのである。それはいうまでもなく現代社会そのものである。
あらゆる情報は可視化され、個人はナンバー化され、監視の目は上空 20000km まで張り巡らされている。
死生観
人は何の為に生きるのか。それは何の為に死ぬのかという問いでもある。ロミオとジュリエットは愛に生き、愛によって死を選んだ。
果たして現代人は、死ぬほどの何事かを心に宿しているのだろうか。もしかしたら現代人の最も深刻な病は、
死に値するほどの何事も見いだすことができない、そのことにあるのかもしれない。

金森穣 Jo Kanamori ｜演出振付・出演
演出振付家、舞踊家。りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 舞踊部門芸術監督／Noism 芸術監督。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。2004 年 4 月、りゅーとぴあ新潟市
民芸術文化会館舞踊部門芸術監督に就任し、日本初の劇場専属舞踊団 Noism を立ち上げる。近年ではサイト
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。新潟市文化
創造アドバイザー、京都芸術センター運営委員。平成 19 年度芸術選奨文部科学大臣賞、平成 20 年度新潟日
報文化賞ほか受賞歴多数。

www.jokanamori.com

Twitter／＠jokanamori

Photo:Kishin Shinoyama

Noism - Niigata City Performing Arts Center RYUTOPIA Residential Dance Company

PRESS RELEASE

Profile
中里 唯馬

Yuima Nakazato（YUIMA NAKAZATO）｜衣裳

彫刻家の父と彫金家の母の間に生まれ、幼いころから現代アートや様々な表現に囲まれて育つ。独学で服作りを
開始し、ベルギーアントワープ王立芸術アカデミーファッション科入学。卒業コレクションがヨーロッパで数々の賞を受
賞。2016 年からパリ・オートクチュール組合より招待デザイナーに選ばれパリでコレクションを発表。テクノロジーとクラ
フトマンシップを組み合わせた新しいものづくりを提案する。
www.yuimanakazato.com

須長 檀

Dan Sunaga ｜美術

SWEDEN 生まれ。王立 KONSTFACK 大学院卒業後、Sunaga Design Office 設立。Sweden メーカー
へデザイン提案を行う。 2008 年 Nordic Design Award 受賞。 2009 年 ELLE Design Award Year of
Furniture 受賞。 軽井沢に SUNAGA DESIGN とデザインクラフトショップ NATUR を設立。 Noism『NINA
─物質化する生け贄』や『solo for 2』、『愛と精霊の家』、『The Dream of the Swan』、unit-Cyan『シアン
の家』の美術等、金森穣演出振付の舞踊作品でのオブジェデザインも担当している。
sunagadesign.com

田根 剛

Tsuyoshi Tane（ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS）| 美術

1979 年東京生まれ。建築家。ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS を設立、フランス・パリを拠点に
活動。2016 年に開館した『エストニア国立博物館』や 2012 年の新国立競技場基本構想国際デザイン競技案
『古墳スタジアム』など国際的な注目を集める。フランス文化庁新進建築家賞、フランス国外建築賞グランプリ、第
67 回芸術選奨文部科学大臣新人賞など多数受賞 。2012 年よりコロンビア大学 GSAPP で教鞭をとる。
www.at-ta.fr

Photo：Yoshiaki Tsutsui

Noism - Niigata City Performing Arts Center RYUTOPIA Residential Dance Company

PRESS RELEASE

出演
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で唯一の公共劇場専属舞踊団。演
出振付家・舞踊家の金森穣がりゅーとぴあ舞踊部門芸術監督に就任したことにより 2004 年に設
立。プロフェッショナルカンパニーNoism1 と研修生カンパニーNoism2 で構成。Noism1 はモスクワ・
チェーホフ国際演劇祭との共同制作や、サイトウ・キネン・フェスティバル松本のオペラ＆バレエへの出
演など、国内や海外各地で多岐に渡って活動している。舞踊家たちの圧倒的な身体と鋭い問題意
（ノイズムワン）

識に裏打ちされた作品、新潟から世界を見据えたカンパニー活動は、21 世紀の新たな劇場文化
モデルとして各方面から注目を集めている。
www.noism.jp

Photo：Noriki Matsuzaki、Ryu Endo（準メンバー）、Kishin Shinoyama（金森）

井関佐和子

中川賢

池ヶ谷奏

吉﨑裕哉

浅海侑加

チャン・シャンユー

井本星那

Noism 副芸術監督
*準メンバー
**特別出演

西岡ひなの*

鳥羽絢美*

山田勇気**

金森穣**

Noism2 リハーサル監督

Noism 芸術監督

静岡県舞台芸術センター（Shizuoka Performing Arts Center : SPAC）は、専用の劇場
や稽古場を拠点として、俳優、舞台技術・制作スタッフが活動を行う日本で初めての公立文化事
業集団であり、舞台芸術作品の創造・上演とともに、優れた舞台芸術の紹介や舞台芸術家の育
成を事業目的とする。1997 年から初代芸術総監督鈴木忠志のもとで本格的な活動を開始。
2007 年より宮城聰が芸術総監督に就任し、さらに発展させている。演劇の創造、上演、招聘活

（スパック）

動以外にも、教育機関としての公共劇場のあり方を重視し、中高生鑑賞事業公演や人材育成事
業、アウトリーチ活動などを続けている。2013 年 8 月には、全国知事会第 6 回先進政策創造会
議により、静岡県の SPAC への取り組みが「先進政策大賞」に選出された。

©SPAC, Photo by Nakano Eiji

大内米治

貴島豪
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武石守正
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布施安寿香
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三島景太

（50 音順）
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公演情報
Noism1×SPAC

劇的舞踊 vol.4

『ROMEO ＆ JULIETS』

演出振付：金森穣
音楽：S.プロコフィエフ《Romeo & Juliet》
衣裳：YUIMA NAKAZATO
美術：須長檀、田根剛（Noism レパートリーより）
原作：W.シェイクスピア『ロミオとジュリエット』（河合祥一郎訳より）
出演：Noism1＝井関佐和子、中川賢、池ヶ谷奏、吉﨑裕哉、浅海侑加、チャン・シャンユー、井本星那、鳥羽絢美*、西岡ひなの*、山田勇気**、金森穣**
SPAC＝大内米治、貴島豪、鈴木真理子、武石守正、舘野百代、野口俊丞、布施安寿香、三島景太（50 音順）

×

×

助成：一般財団法人地域創造（新潟・富山・静岡公演）

（*準メンバー、**特別出演）

連携プログラム

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

新潟公演
2018 年 7 月 6 日（金）19:00, 7 日（土）17:00, 8 日（日）15:00

＊全 3 回

会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館〈劇場〉
入場料：一般 S 席 4,000 円 A 席 3,000 円 ／ U25 S 席 3,200 円 A 席 2,400 円（税込・全席指定）
＊U25=25 歳以下対象・入場時要身分証明書。
取扱：▸りゅーとぴあ（窓口・電話・オンライン）
チケット専用ダイヤル 025-224-5521（11:00-19:00、休館日除く）
オンライン・チケット http://www.ticket.ne.jp/ryutopiaticket/
▸イープラス http://eplus.jp/（PC・MB）
チケット発売日：4 月 5 日（木）N-PAC mate（りゅーとぴあ友の会）先行 ／ 4 月 7 日（土）一般
主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

富山公演
2018 年 7 月 14 日（土）17:00

＊全 1 回

会場：オーバード・ホール
入場料：一般 4,000 円 ／ ジュニア（高校生以下）2,000 円（税込・全席指定）
取扱：▸アスネットカウンター 076-445-5511（10:00-18:00、月曜定休 ※月曜日が祝日の場合、翌平日休み）
アスネットオンラインチケット http://www.aubade.or.jp
▸チケットぴあ 0570-02-9999（P コード 485-723）https://t.pia.jp/
▸ローソンチケット 0570-084-005（L コード 53770）http://l-tike.com/
▸アーツナビ http://www.arts-navi.com
チケット発売日：4 月 7 日（土）アスネット会員先行 ／ 4 月 15 日（日）一般
主催：公益財団法人富山市民文化事業団、富山市
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静岡公演
2018 年 7 月 21 日（土）17:00、22 日（日）15:00

＊全 2 回

会場：静岡芸術劇場
入場料：一般 4,100 円、SPAC の会一般 3,400 円
ペア割引 3,600 円（2 名様で 1 枚につき）／ グループ割引 3,200 円 （3 名様以上で 1 枚につき）
ゆうゆう割引 3,400 円 （満 60 歳以上の方）／ 障がい者割引 2,800 円 （障害者手帳をお持ちの方）
学生割引（大学生・専門学校生） 2,000 円 ／（高校生以下）1,000 円
※ゆうゆう割引、学生割引は公演当日、受付にて身分証をご提示ください。
※障がい者の付添の方（1 名様）は無料。電話・窓口のみ取扱い。
取扱：▸SPAC チケットセンター
電話予約 Tel:054-202-3399（10:00-18:00）
窓口販売 静岡芸術劇場チケットカウンター（10:00-18:00）
web 予約 http://spac.or.jp/ticket
携帯電話予約 http://spac.or.jp/m/
チケット発売日：4 月 15 日（日）SPAC の会会員先行予約 ／ 4 月 22 日（日）一般
主催：SPAC－静岡県舞台芸術センター

埼玉公演
2018 年 9 月 14 日（金）19:00, 15 日（土）17:00, 16 日（日）15:00 ＊全 3 回
会場：彩の国さいたま芸術劇場〈大ホール〉
入場料：一般 5,500 円、U25 3,500 円（税込・全席指定）＊U25 は枚数制限あり
取扱：▸彩の国さいたま芸術劇場チケットセンター（窓口・電話・オンライン）
0570-064-939（10:00-19:00、休館日除く） http://www.ticket.ne.jp/saf/
▸埼玉会館（窓口のみ。10:00-19:00、休館日除く）▸イープラス http://eplus.jp/（PC・MB）
▸りゅーとぴあ（窓口・電話・オンライン）
チケット専用ダイヤル 025-224-5521（11:00-19:00、休館日除く）
オンライン・チケット http://www.ticket.ne.jp/ryutopiaticket/
チケット発売日： 5 月 19 日（土）SAF メンバーズ先行 ／ 5 月 26 日（土）一般
※埼玉公演のりゅーとぴあ取扱い分の発売は NPAC 先行・一般共に 5 月 26 日（土）

企画に関するお問い合わせ
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

Noism 上杉・堀川

〒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）
Noism オフィシャルウェブサイト www.noism.jp

Fax: 025-224-5626
Noism

Mail: info-noism@ryutopia.or.jp

@NoismPR

noism_official

公演の開催及び詳細に関するお問い合わせ
新潟・埼玉公演・・・・・りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 Tel：025-224-7000（平日 10:00～18:00／休館日除く）
富山公演・・・・・オーバード・ホール Tel：076-445-5610（担当：福岡）
静岡公演・・・・・SPAC－静岡県舞台芸術センター／静岡芸術劇場 Tel：054‐203-5730 （担当：林、計見）

Noism - Niigata City Performing Arts Center RYUTOPIA Residential Dance Company

