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『帰り道をなくして、この足』
閉塞的な時代に渦巻く
"得体の知れない絶望"の存在。
都市も人間も、不完全な部分を寄せ集めた怪物的な集合
体だ。 バランスを崩したらあっという間に壊れてしまう
ような継ぎ接ぎだらけの脆い塊を身につけて、 明日の
見えない道を彷徨っている。
満たされない心の空白を埋めるように、ただひたすらに。

絶たれた命に
或いはいま在る孤独に
私は傘をさす

参考
・村上龍 「限りなく透明に近いブルー」 講談社 ; 新装版(2009)
・梶井基次郎 「Kの昇天-或いはKの溺死」 角川書店 ; 改板版(2013)
・メアリー・シェリー/著  小林章夫/訳
  「フランケンシュタイン(光文社古典新訳文庫)」 光文社(2010)
・フロイト/著   中山元/訳
  「人はなぜ戦争をするのか エロスとタナトス (光文社古典新訳文庫)」光文社(2008）

振付  浅川奏瑛
出演  浅川奏瑛、伊藤奨、鈴木梨音
アシスタント　荒木美結

Asakawa Kanae浅川 奏瑛

Dance Connection
横浜にぎわい座 のげシャーレ

ダンスコネクション

12月10日（土）16:00、 12月11日（日）16:00

5歳から新体操を学び、尚美学園大学芸術
情報学部舞台表現学科でコンテンポラ
リーダンスを学ぶ。新体操で培った鋭さ
と軽さ、正確なムーブメントを持つ強い
身体性によって、生の儚さや存在の有限
性といった独特の死生観に基づくテーマ
を詩的に発展させたストーリーをダンス
で語る。作品のクリエーションでは振付
以外に美術も手掛け、即興的に描いた絵
からインスピレーションを得て作品を立
ち上げる制作方法もとる。 2021年に、横
浜ダンスコレクション2021-DECのコン
ペティションII（25歳以下部門）において
最優秀新人賞とアーキタンツ・サポート
賞をダブル受賞。受賞作 『O ku』 では、戦
争における生と死をテーマに選び、紙を
使ったシンプルだが奥行きのある美術と
劇的な照明の効果で、深い余韻のあるス
トーリーを語ることに成功した。
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埼玉県出身。1997年生まれ。
男子新体操インターハイ出場。
ヨコハマダンスコレクション2021-DEC 
コンペティションII ベストダンサー賞。
〈サンゴランプ〉主宰。プリッシマ所属。
舞台出演のほか、MV等映像作品への出
演、振付も行っている。
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静岡県浜松市出身。 ダンサー。 加藤みや子
ダンススペース所属。 3歳よりモダンバ
レエを始める。日本女子体育大学舞踊学
専攻を卒業。現在は通信制高校、大学受験
対策、モダンダンス等の講師をしながら、
自身のダンス活動を行う。 ソロ、 群舞に
おいて、 国内コンクール受賞多数。これ
までにコンテンポラリーダンスを主に、
LIVEバックダンサーや加藤みや子、 木原
浩太をはじめとする様々な振付家の作品
に参加。
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BEAT ‘I just wish to feel you’

『BEAT ‘I just wish to feel you’』

フィンランド出身、現在はハンガリー拠点
のダンサー／振付家／プロデューサー。体
操とバレエを学び、2010年からフランス、ベ
ルギー等で複数の振付家の作品に出演。ア
クロバット、ハウスダンス、フィジカルシア
ター等にも関心を抱き、2018年にはベアト
リクス・シムコと共同制作した 『Long time 
no see !』 をアヴィニヨン・フェスティバル
公式プログラムで上演。ブダペストでノラ・
ホルヴァートと共同でコレクティヴ・ドープ
を設立、他領域のアーティストとのクリ
エーションを行うダンス作品を発表し、ダン
ス・フェスティバルのプロデュースも行う。

『BEAT』を含む三部作 「I just wish to…」 シリーズは、現代の社会
とジェネレーションをテーマにし、身体の無意識と意識、強さと脆
さを通してフィジカルな表現の極北を探求。 2019年、 2020年と
aerowaves（欧州のダンスネットワーク）のベスト20作品に選ば
れ、注目を集める。

#deadbody #active #passive #relationship
#bboy #contemporary
 
生命のすべては、エネルギーの波動によって成り立ってい
る。 これらの振動は、私たちを動かし、心臓を鼓動（ビート）さ
せるリズムを作り出す。私たちは同じペース、 同じパルスを共
有し、 動きや触れ合いを通じてつながっているのだ。しかし、
その"ビート"が消えたらどうなるだろうか？
ヤンナとヨナス。コンテンポラリーダンサーとブレーク
ダンサー。二人とも身体的に訓練され、身体をコントロー
ルするためにテクニックを習得したもの同士。彼らは共
に熟練し鍛え上げられたその身体を解読し、新たな動きと
パートナーシップのあり方を生み出す。能動的な者と受動
的な者。操る者と操られる者。「生きている身体」と「死ん
でいる身体」。
サウンドアーティストのAdrien Newgentがステージに加わり、
ダンサーと対話しながらライブのサウンドスケープを作曲。
その結果、人間関係についての、信じられないほど肉体的で
生々しい、しかし親密で感動的なデュエットが生まれる。

コンセプト・演出  Jenna Jalonen
出演  Jenna Jalonen, Jonas Garrido Verwerft
音楽  Adrian Newgent
照明デザイン Miklós Mervel
プロダクション・アシスタント Kasza Polett
海外公演担当 Bush Hartshorn
連携 城崎国際アートセンター、 Aerowaves
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12月10日 (土） 16:00、 12月11日（日）16:00　横浜にぎわい座 のげシャーレ

Jonas Garrido Verwerftはベルギーで生まれ、
10歳の時にブレイクダンスを始める。常に
あらゆる動きに興味を持ち、長年にわたり、
フロアワーク、ハウスダンス、トリック、ルー
プキックなど、様々な特定の動きを進化させ
てきた。 
Let's Go Urbanに参加し、Minhee Bervoets、
Ish Ait Hamoud、Yves Ruth、Mohammed 
Boujaraらと共演し、パフォーマンスやプロ
ダクションに携わる一方、スポーツ科学の
修士号を取得し、ダンスとムーブメントの
分野でさらに進化することを決意。フリー
ランスとして、Franco Dragone, Wanp, 

Fabuleus & Moldavië, Straatrijk, Cirk La Putyka, Musichallなどと作品
を発表し、Randi De Vlieghe, Drosha Grekhov, Rosta novak, Thomas 
Steylaert, Nordin The Wizなどの振付家と共同作業をおこなう。アン
トワープを拠点とするアーバンダンス、音楽、ファッションクルー
Osei Bantuの創設者の一人であり、Jenna Jalonenと共にCollective 
Dopeとして活動している。現在、EastmanプロデュースのNomadとツ
アーを行っている。
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Adrien Newgent aka Modern Errorsは、オラ
ンダ出身の音楽・サウンドデザイナー。ロッ
テルダムで音楽と製作を学び、卒業後は
Mediawerkplaats Rotterdamで3年間サウン
ドエンジニアを勤め、その間は作曲家とし
て映画業界へとキャリアを伸ばし、今でも
芸術活動の一部として続ける。これまでに7
本の映画の音楽を担当し、48時間映画の企
画では「最優秀音楽賞」を受賞。映画以外に
も、コンテンポラリーダンス作品の音楽を
担当しコラボレーションを行い、Éva Duda 
ダンスカンパニー、Radioballet、Zoltán 
Grecsó、Jenna Jalonen、Ugo Dehaesと仕事

をした。多才な新進アーティストで、数年前からOzora Festival、
SUN Festival、Mo:Dem Festivalなどの音楽フェスティバルでも頻
繁に演奏している。
音に対する彼のアプローチは、一般的に非伝統的な観点からである。
作曲には、音の実験、ユニークな録音方法や、アトモスフィア/サウンド
ベッド、クロスオーバーのハイブリッドスタイル、自作楽器などが含
まれる。目標は常にプロジェクトの雰囲気、ディレクターの感情、作曲
家の解釈、観客の体験に最も適した、最も個人的でユニークなアプ
ローチを見つけることである。
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ヤンナ・ヤロネン/Collective Dope

制作
PRデザイン
ウェブデザイン
翻訳
舞台監督
演出部
舞台
照明
音響
映像テクニカル
記録映像
記録写真

小野晋司、中祖杏奈、谷峻哉、大野美菜子、太田郁子、中冨勝裕、大島尚子、川口眞人、小野塚央
矢内原充志（Studio NIBROLL）、木村薫（14product）
寺岡聡／坂本洋生（VE J）
コーリー・ターピン（OVERSTAND）
小林洋二（アファン）、黒岩泰夫、山﨑成、竹中覚、上村一秀、尾崎聡、湯山千景
原口佳子、前田淳
手塚雄治（JSS）、佐藤太一／金子葵／川前英典（横浜シミズ）、中井尋央(ステージワークURAK）
岩井哲也（JSS）、丸山武彦、古矢涼子、栗橋佳菜子、清家玲子、國吉博文、吉田一弥、久津美太地、下田めぐみ、小木曽千倉
畠智美（JSS）、田尾優子（アポロ）
須藤崇規、吉田佳弘（エディスグローヴ）
稲川悟史、須藤崇規、冨田了平、三上亮、宮田真理子
菅原康太、大野隆介

〈横浜赤レンガ倉庫1号館〉
小野晋司、熊谷敬子、中祖杏奈、大川志津子、谷峻哉、大野美菜子、吉田啓人、山澤真紀子、平野奈月

アンケート
ご協力のお願い


