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都市空間におけるダンスコラボレーションプロジェクト｜ベルギー・日本 
 

  

 

 

 

開催日程：2012 年 8月 22日［水］̶8月 26日［日］ 
場所：みなとみらい・M/Mグランドセントラルテラス 

 
 
 

 

ハイネ・アヴダル Heine Avdal｜コンセプト・演出・出演｜fieldworks 
篠崎由紀子 Yukiko Shinozaki｜コンセプト・演出・出演｜fieldworks 
柴 幸男 Yukio Shiba｜テキスト｜ままごと 
ファブリス･モワネ Fabrice Moinet｜音響デザイン 
小浜正寛 Masahiro Kohama｜振付・出演｜ボクデス 
神村  恵 Megumi Kamimura｜振付・出演 
社本多加 Taka Shamoto｜振付・出演 
川口隆夫 Takao Kawaguchi｜振付・出演 
長内裕美 Yumi Osanai｜振付・出演 

 
〈「Dance Dance Dance @ Yokohama 2012」連携プログラム／OPEN YOKOHAMA2012 参加事業〉 

 
 

 
 

主催・問合せ：NPO法人Offsite Dance Project、Borrowed Landscape Japan 
〒231-0834 横浜市中区池袋 10-1-202 Tel.090-6346-5820 Fax.045-228-9270 
プロデューサー：岡崎松恵 E-mail: info@offsite-dance.jp / mobile.090-6340-1127 
本公演広報担当：宮永琢生 E-mail: info@borrowed-landscape.jp / mobile. 090-8032-6700 
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企画主旨 
 

 

 「Borrowed Landscape-Yokohama（横浜借景）」は、都市空間におけるダンスプロジェクトを推進する横

浜拠点のNPO法人Offsite Dance Projectと世界各国でサイトスペシフィックなパフォーマンスを展開する

ベルギー・ブリュッセル拠点のアーティストユニット “fieldworks”（「deepblue」を改名）との国際共同制作

プロジェクトです。2012年8月、第2回公演を、横浜みなとみらい地区に今年6月に開場した超高層ビル

「みなとみらいグランドセントラルタワー」の商業モールで開催します。 

 

 タイトルの「借景」は、庭外の風景を景観として利用する伝統的な造園技法ですが、このプロジェクトで

は社会に存在するさまざまな空間やシチュエーションを「借景」とし、その内側にある現実的な空間にパ

フォーマンスを介在させることで、フィクションとノンフィクションの狭間、すなわち「虚」の「実」の曖昧な世

界を行き交うことで、人間の生きる空間の本質を探るねらいがあります。 

 

 昨年 11 月の第１回公演では、同地区の住宅展示場のモデルハウスで世界初演。この公演では、観客

15名が45分間滞在し、各部屋で同時多発的に展開されるパフォーマンスを自由に観て回る趣向で、虚

構の「家」と現実の「住まい」に対する人間の欲望やイメージを映し出す新機軸のパフォーマンスとして、

高く評価されました。 

 

 そして、第2回目となる「Borrowed Landscape-Yokohama#2（横浜借景）」は、幅広い世代の人々が行き

交う「M/M グランドセントラルテラス」が舞台となります。エントランスロビーにたたずむ人々、レストランや

ショップを訪れる人々、日常に埋没してしまいがちな時間や空間にパフォーマンスが別な角度から光を

あてます。 

 本公演では、前作で初の共同制作に取り組んだベルギーと日本のダンスアーティスト、特殊音響機材

の設計・開発も手がける音響デザイナーのファブリス・モワネに加え、今回新たに注目の若手劇作家・柴

幸男がテキストを手がけます。観客は 15 人ずつ 25 分、インストラクションをもとに館内を巡ることで、さま

ざまなダンスに遭遇します。日常をやや拡張した身体／音／言葉が現実と混じり合い、当たり前の風景

が次第に変容し、日常が非日常に反転する瞬間̶。参加者ひとりひとりの知覚や想像力でさまざまな見

方ができる新しい形式のパフォーマンス体験です。 

 

 わたしたちはこのプロジェクトを通して、ダンスを成立させている演劇的な装置を取り外し、現実の中に

いかにパフォーマンスを成立させることができるのか、観客もまたパフォーマンスを構成する担い手とし

て存在することができるか、を共通の問題意識として捉えています。 

 こうした活動を日本で継続的に行う基盤として、前作からプロジェクトチーム「Borrowed landscape 

Japan（BLJ）」も立ち上げ、ヨーロッパと日本の同世代を生きるアーティスト同士が遠距離対話で作品づく

りを行っています。 

 

 パフォーマンス分野に新しい刺激を与える先駆的な企画として注目される「Borrowed Landscape 

-Yokohama#2（横浜借景）」にご期待いただくとともに、皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

Borrowed Landscape Japan 代表／ハイネ・アヴダル 

NPO法人Offsite Dance Project 代表／岡崎松恵 
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開催概要 
 
 

タイトル 「Borrowed Landscape-Yokohama #2（横浜借景）」 

内容 商業モールを舞台に展開するインスタレーション・パフォーマンス 

※パフォーマンスが継続する中、観客は 25 分間滞在 

開演日時 2012 年 8 月 22 日（水）-8 月 26 日（日） 

13:00/13:30/14:00/14:30｜17:00/17:30/18:00/18:30  

※受付・会場は、開演の 10 分前 

会場 M/M グランドセントラルテラス 

住所：横浜市西区みなとみらい 4-6-2 

アクセス みなとみらい線「みなとみらい駅」1番出口より徒歩3分 

みなとみらい線「新高島駅」3番出口より徒歩3分 

「横浜駅」駅ビルポルタG階段出口より〈はまみらいウォーク〉経由徒歩8分 

「桜木町駅」より〈動く歩道〉でグランモール方面へ徒歩 13 分 

料金 無料 ※ヘッドホン貸与料（1,000 円）あり 

参加方法 各回定員：15 名（先着順受付） 

特設サイトからの申込 http:// borrowed-landscape.jp  

※申込された方にはメールにて入場方法をご案内します。 

公演問合せ Borrowed Landscape Japan (NPO 法人 Offsite Dance Project 内) 

TEL.090-6346-5820  E-mail: info@borrowed-landscape.jp 

クレジット コンセプト・演出・出演：ハイネ・アヴダル、篠崎由紀子 

テキスト：柴幸男／音響インスタレーション：ファブリス･モワネ 

振付・出演：小浜正寛、神村恵、川口隆夫、社本多加、長内裕美 

プロデューサー：岡崎松恵、Borrowed Landscape Japan、fieldworks.vzw、ハイネ・アヴダル 

テクニカル・ディレクター：遠藤豊／広報：宮永琢生／フライヤーデザイン：京(kyo designworks) 

ロゴデザイン：セキコウ／ウェブデザイン：加藤和也／記録写真：森日出夫／記録映像：藤井光 

主催：Borrowed Landscape Japan、NPO法人Offsite Dance Project 

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会 

協賛：M/M GRAND CENTRAL TERRACE 

助成：公益財団法人セゾン文化財団、Norwegian art council、Flemish authorities、Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs 

制作協力：ハッスル株式会社／機材コーディネート協力：Yuji TSUTSUMIDA（WHITELIGHT） 

特別協力：急な坂スタジオ／協力： LUFTZUG 

関連企画 ワークショップ「Borrowed Landscape - Morishita studio」 

内容：Borrowed Landscape Projectの体験ワークショップ 

日時：8月10日（金）・11日（土）19:00 - 21:30 

会場：森下スタジオ（東京都江東区森下3-5-6） 

講師：ハイネ・アヴダル、篠崎由紀子、BLJメンバー 

参加費：5,000円（2日間通し）／定員：10名（先着順受付） 

予約・お問い合わせ：E-mail: info@borrowed-landscape.jp  

 
 
Borrowed Landscape Japan とは 
第１回公演で共同創作に取り組んだベルギーと日本のダンスアーティストを中心に、「Borrowed Landscape Project」を主

体的に推進するクリエーターで構成。主体となるアヴダルと篠崎は、ベルギー政府とノルウェーの助成金を経て、2008 年

から非演劇空間におけるプロジェクト「Field Works」を開始。ヨーロッパを中心に 11 カ国 19 都市の森の中や、レンタルオ

フィス、銀行、ホテル、アートセンターや劇場の事務局、設計事務所などで上演し、高い評価を得ている。2011 年 2 月に

横浜で日本初演した『Field Works-office』で「Borrowed Landscape Project」を着想し、共演した日本のアーティストと BLJ

を結成。同年 11 月横浜に拠点を置く。 
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プロジェクトのコンセプト 
 

 
 

「Borrowed Landscape project」は、劇場から飛び出し、社会に存在し、現実的に
機能しているさまざまな空間のなかで作品を創作し、上演するという試みです。  
 
プロジェクト名の「Borrowed Landscape」とは、伝統的な日本庭園の造園技法で
使われている「借景」という言葉を英訳したものです。 
私たちはこの「借景」という考え方に大いに触発されました。 
 
庭園外の自然をノンフィクション＝日常のありのままの空間／在り方と捉えるなら
ば、庭園内のデザインをフィクション＝パフォーマーによって演じられるフィクショ
ン＝人工的に作られたもう一つの現実の空間／在り方として捉えることができるので
はないか。  一方、パフォーマーにとって演じるということ自体は、自分の身体を使
ったリアルな現実の表現でもある。このように種類の異なったいくつもの位相を、対
立させるのではなく、「借景」という考え方の中にある、ありのままの現実的な場所と、
人為的なものとの融合を目指すようなパフォーマンスとして成立させることは可能な
のではないか。そうした問いかけからこのプロジェクトは本格的に始動しました。 
 
私たちパフォーマーにとって慣れ親しんでいる「劇場」空間を敢えて離れ、社会に存
在するさまざまな空間／シチュエーションで創作活動／上演することにより、あらゆ
る職種、分野の異なった人たちと予期せぬ出会い（エンカウンター）。それによってえ
られる、偶発的な出来事をもパフォーマンスに組み入れ応用できれば、自分たちの想
像枠を超えた新しい形のパフォーマンスを創り出す事が出来るはずです。 
 
パフォーミングアートは世の中とのコミュニケーション手段であり、それはさまざま
な方法で、自分自身と他者、そして自分たちの身近な環境を含んでいる社会というも
のを新しい視点で捉えてみる可能性を提示すべきだと考えています。 
 
このプロジェクトでは、単にパフォーマンスを行なうパフォーマー自身の身体表現だ
けを突き詰めていくのではなく、それぞれの場所／空間だけが持っているコードや空
気感、またそこに居合わせた人々や物の存在、そして景色や質感、これら全ての要素
を受け入れて成り立つパフォーマンスを目指しています。そして、波乱万丈の物語で
はなく、ありきたりの暮らしの中から立ちあがる、些細な、しかし、かけがえのない
瞬間を捉える事。現実を僅かにゆがめ、ずらし、拡張する事によって、日常の中に埋
没してしまいがちな時間や空間に別な角度から光をあててみる事。その事によって、
日常をみつめる私たち自身のまなざしや物の観方をほんの少しでも広げることができ
ればと願っています。 
 

ハイネ・アヴダル＆篠崎由紀子 
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『Borrowed Landscape-Yokohama#2（横浜借景）』の見どころ 
 
 
横浜から世界に発信する、国際共同制作によるサイトスペシフィックプロジェクト 
日本とベルギーの第一線のアーティストのコラボレーションによる、サイトスペシフィックなパフォーマンスです。 

主軸となるハイネ・アヴダルと篠崎由紀子は、ヨーロッパ各地の非演劇空間におけるパフォーマンスを展開する

fieldworks（フィールドワークス／旧名：deepblue）を主宰しています。代表作『Field Works-office』を Offsite Dance 

Project が主催する「We dance 2011」にて日本初演した際に、借景の概念を用いたプロジェクトを着想し、同年 10

月に世界初演作となる「Borrowed Landscape-Yokohama（横浜借景）」を発表しました。 

第 2 回目となる本公演では、前作に続き、ベルギーから、音響デザイナーのファブリス・モワネ、ローザスの舞台で

活躍するダンサーの社本多加が参加。日本からは、振付・出演に、それぞれ独自の作品を国内外で発表し、海外

のアーティストとのコラボレーションやソロパフォーマーとしても評価の高い川口隆夫、神村恵、小浜正寛（ボクデス）、

長内裕美。そして、演劇の新鋭、柴幸男がテキストで初参加します。本作は、アーティストの丁寧なリサーチのもと都

市空間の中に巧みにダンスを滑り込ませるというアクセルビリティの高い取り組みです。 

 

 
舞台は、新しい横浜のランドマークの商業モール 
2012 年 6 月開場した超高層オフィスビル・みなとみらいグランドセントラルタ

ワー（地上 26 階/地下 2 階）の商業モール「M/M グランドセントラルテラス」

が舞台となります。 

ビル名は、みなとみらい地区の開発区画「42 街区」に位置することから、NY

の 42st にあるグランドセントラル駅にちなみ名付けられました。商業モール

にはレストラン、ショップ、病院がオープン。公開空地でもあり、オフィスで働

く人々やレストランを訪れる人々のみならず、同地区のメインストリート「グラン

モール公園」からの人の流れもあり、多くの人々が行き交う広場。 

今回は商業モールの１階と 2 階を使用し、上演サイトに存在しているもの、ス

ペースのみならず、展示物や館内の音、そこで働く人々や行き交う人々、観

客の存在自体もパフォーマンスの一部として取り込む、即興的なパフォーマ

ンス。身体／音／言葉を介在させることで、現実を少し「拡張」し、フィクション

とノンフィクションの境界を往来する時間と空間をつくります。 

観客は15名ずつ、25分ほどビル館内を巡ります。体験する人々の知覚や想

像力で、さまざまな見方ができるパフォーマンスです。                   会場写真：M/M グランドセントラルテラス 
 

 

 

そこは、現代と近代と古代が、交差する場所。コンクリートと石造りはかさなって、木々は揺れる。 
野良猫たちは、昼寝をしながらも、警戒を解かない。 

海は、誰よりも前から、そこにいる。海は、いまここからは、見えない。 
だけど、潮風は、常に、吹き続けている。 

巨大建築の狭間で、縮んだ人間たちが、歩いている。 
水辺で遊ぶ子供、ベンチに座って語らう老人、スケボーに乗る若者、手をつなぐ恋人たち。 

そのビルは、まだ、まどろみの中にいる。まもなく、ビルは動き出す。太陽は、強く照りつける。 
港町に、夏がやってくる。 

柴 幸男（劇作家・演出家／ままごと主宰） 
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プロジェクトメンバープロフィール 
 

 
ハイネ・アヴダル Heine Avdal／振付家・パフォーマー／fieldworks 主宰 

オスロ出身、ブリュッセル在住。ノルウェー国立バレエ学校後、ベルギーの P.A.R.T.S で学ぶ。メグ・

スチュアート率いる「Damaged Goods」で活躍後、2000 年より振付家として活動開始。身体、映像、オ

ブジェなどを使ったインタラクティブな作品を制作。インスタレーションや映像作品も手がける。主な

作品に『Cast off skin』(2000), 『terminal』(2002),『closer』(2003)、『Box with holes』(2004)『Some 

notes are 』(2005)、『You are here』(2008)、『nothing's for something』(2012) など。2009 年より篠崎と

共に『Field Works』シリーズを開始。ホテル、オフィス、自然環境などを取り入れたパフォーマンスプ

ロジェクトを制作し、ヨーロッパ各地で公演を行っている。2011年 2月『Field Works-office』横浜公演、

同年 10 月『横浜借景#1』に参加。 

 

 

篠崎由紀子 Yukiko Shinozaki／振付家・ダンサー／fieldworks 主宰 
1969 年東京生まれ、ブリュッセル在住。ポートランド州立大学でコンテンポラリーダンスと心理学を学

ぶ。卒業後、NY でダンサーとして多数の振付家の作品に参加する一方、自身の作品創作を開始。

1996 年メグ・スチュアートの振付助手としてミハイル・バリシニコフ率いるホワイトオークプロジェクトの

作品制作に参加後、「Damaged Goods」に入団。2000 年からハイネ•アヴダルとの共同創作を開始。

2007 年山田うんとのコラボレーション作品を日本・ベルギーで発表。2009 年よりアヴダルと共に

『Field Works』シリーズを開始。ホテル、オフィス、自然環境などを取り入れたパフォーマンスプロジ

ェクトを制作し、ヨーロッパ各地で公演を行っている。2011年 2月『Field Works-office』横浜公演、同

年 10 月『横浜借景#1』に参加。 

 

 

柴 幸男 Yukio Shiba／劇作家、演出家／／ままごと 主宰 
 

1982年生まれ、愛知県出身。青年団演出部所属。日本大学芸術学部在学中に『ドドミノ』で第2回仙

台劇のまち戯曲賞を受賞。何気ない日常の機微を丁寧にすくいとる戯曲と、ループやサンプリング

など演劇外の発想を持ち込んだ演出が特徴。全編歩き続ける芝居『あゆみ』、ラップによるミュージ

カル『わが星』、一人芝居をループさせて大家族を演じる『反復かつ連続』など、新たな視点から普

遍的な世界を描く。2010年『わが星』にて第54回岸田國士戯曲賞を受賞。2012年『Borrowed 

Landscape-Yokohama（横浜借景）』でテキストを担当。 

 

 

ファブリス•モワネ Fabrice Moinet／音響デザイナー 
 

フランス出身、ブリュッセル在住。ボルドー大学で数学と科学を学ぶ傍ら、音響デザイナーとして活動

を開始。数年間IRCAMのフォーラムメンバーとして、パリ国立視聴覚研究所やマサチューセッツ工

科大学で教鞭をとる。パリでジャズ／即興コンサートの音響を担当する一方、コンテンポラリーアート

作品の為に独自のソフトウェアやハードウェア、エレクトロニクスの開発を手がける。コラボレーターに、

フランスのヒップホップダンスの振付家Frank II Louise、現代音楽振付家のBenedict Mason、音響／

ビデオアーティストのChristina Clarなど。2008年からfieldworksのプロジェクト等に参加。2011年2月

『Field Works-office』横浜公演で初来日、同年10月『横浜借景#1』に参加。 

 

 
社本多加 Taka Shamoto／ダンサー 

仙台出身。3歳より、仙台シティーバレエ団でクラシックバレエを始める。その後東京で小野正子らに

バレエを学ぶ。1992年ドイツのハンブルグバレエ学校に留学。その後、コンテンポラリーダンスに転

向し、1995年ベルギーのP.A.R.T.S.で学ぶ。1997年「Rosas」に入団、『Drumming』『Rain』など2007年

までの全クリエーションに参加。2002年より3年間セゾン文化財団の支援を受け、遠藤康行と共に東

京でワークショップを行う。また、日本女子体育大学の非常勤講師を務める。2006年一夜限りのソロ

作品『気持ちは空を浮遊して』を発表。2007年「Rosas」退団後は、「Needcompany」に入団。現在はフ

リーでJan Decorte、fieldworks、Rosas、P.A.R.T.S.などとベルギーを拠点に活躍中。2011年10月『横

浜借景#1』に参加。 
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小浜正寛 Masahiro Kohama／役者・パフォーマー／ボクデス 
 

遊園地再生事業団、フィリップ・ドゥクフレ『IRIS』、ニブロール、珍しいキノコ舞踊団等に出演する一方、

2001年より「ボクデス」名義でカラダ、アニメ映像、モノをミックスした、グルーヴ感と脱力感とギミックに

満ちた作品を発表。『フライング・ソーサーマン』でキリンアートアワード2001奨励賞、STスポット・ラボア

ワード受賞。『BOKUDEX』で「旧バニョレ国際振付賞ヨコハマプラットフォーム」出場。ユニット・ボクデ

ス＆チーム眼鏡による『親指商事・営業課』で、「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2006」出場。

2011年2月アヴダル・篠崎『Field Works-office』横浜公演に出演、同年10月『横浜借景#1』に参加。 

 

 

神村 恵 Megumi Kamimura／振付家・ダンサー／神村恵カンパニー 主宰 
2000年、国際基督教大学教養学部卒業。同年より、オランダのロッテルダムダンスアカデミーにて１年

間学ぶ。2004年よりソロ活動を始め、国内外にて作品を上演する。2006年より「神村恵カンパニー」の

活動も開始。2007年こまばアゴラ劇場にて『山脈』を上演。近年は身体と言葉との関わりにも着目し始

め、2010年11月、シアターグリーンにて「飛び地」を上演。カンパニー・ソロともに、空間に対する独特

なアプローチと、生々しく浮き彫りにされる身体性が注目を集めている。2011年10月『横浜借景#1』に

参加。 

 
 ©Ujin Matsuo (Super Deluxe) 

 

川口隆夫 Takao Kawaguchi／ダンサー・振付家 
 

1962年生まれ。大学時代よりパントマイムを基礎とした＜ミーム＞を学ぶ一方、演劇やダンスなど数々の

プロジェクトに参加。1990年-1995年「ＡＴＡ ＤＡＮＣＥ」共同主宰。1996年から「ダムタイプ」に参加。

並行してソロ活動を開始。2003年以降は音楽とアートの領域をまたぐアーティストとのコラボレーション

を行い、「ダンスでも演劇でもない、まさにパフォーマンスとしか言いようのない」作品を発表。現在、

2008年よりソロパフォーマンスシリーズ『a perfect life』を継続して発表している。2011年10月『横浜借

景#1』に参加。 

 
 

長内裕美 Yumi Osanai／振付家・ダンサー 
大学にて舞踊学を専攻し、在学中より国内のダンスカンパニー（H・アール・カオス、プロジェクト大山）

で活動。2008年より振付を始める。横浜ダンスコレクション「ソロ×デュオ・コンペティション」にて2009

年"審査員賞"受賞、2010年"若手振付家のための在日フランス大使館賞"及び"MASDANZA-EU賞

"を受賞。「第15回インターナショナル・コンテンポラリーダンス・フェスティバルMASDANZA」ソロ部門2

位。フランス／アンジェ国立振付センターにて半年間レジデンスし、作品を創る。ダンサーとして、金

成用（キム・ソンヨン）率いる「MOO-E舞踊団」にも参加。2011年秋から2012年2月には韓国人振付家

ノ・ギョンエと共同制作をソウルと横浜で行い、作品を発表。2011年10月『横浜借景#1』に参加。 

 ©ROBISCO 
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前回公演資料 
 

ヨコハマトリエンナーレ 2011 連携プログラム／OPEN YOKOHAMA2011 参加事業 

「Borrowed Landscape-Yokohama（横浜借景）」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パフォーマーたちの演技は、一見すると日常動作に近いが、しばしばマンガ的に誇張された無言の身振りでもあり、生々しいリア

ルさと芝居がかった虚構性の絶妙なあわいにある。そしてそれは、建物自体に充満する作り物めいた「日常」の雰囲気とも見事

に呼応している。つまりモデル住宅が、現実の住居というよりもむしろ住居に対するわれわれのイメージや欲望を凝縮して映し出

してみせるシミュラークル（simulacre）であるように、彼ら彼女らの演技もまた、瑣末な日常を生々しくリアルに提示するのではなく、

日常生活についてわれわれがどのようなイメージを抱き、どのような欲望を抱いているかを凝縮して提示するシミュラークルに他

ならないのである。（略） 『横浜借景』は、われわれの日常的な生のありよう、すなわち今まで（３月11日まで）当たり前のように過

ごして来た日々の営みがどのようなものであったか、そして「日常」なるものに対してわれわれが漠然と抱いてきた安心感と依存と

を、はっきりと対象化して見せてくれた。  

武藤大祐／ダンス批評（韓国/ダンス誌『MOMM』12 月号掲載レビューより抜粋） 

 

 

 

■公演データ 

日時：2011 年 10 月 28 日（金）-11 月 1 日（火）16:30/17:30/18:30 開演 

会場：横浜ホームコレクション内 「ハウゼ」モデルホーム 

料金：1,500 円 ※各回定員 15 名／上演時間：45 分／観客数：239 名（定員：225 名） 

横浜の都心部みなとみらい地区にある一戸建てのモデル住宅。建物や家具、暮らしのスタイル、そこに展示されているさ

まざまな要素に、身体／音／言葉などを重ね合わせることで、都市の風景と人との関係を問い直す試み。上演会場の規

模にあわせて、日本の演劇とダンスの分野の中核となっているアーティストを起用するとともに、スタッフに若手及び地元

で長年活動している写真家など、多様な世代の人々が参加。日本の振付家は異なる出自や世代、異なる傾向の作品ゆ

えに共演の経験がなく、本公演を通じて初めて共同作業に取り組んだ。企画の新しさ、モデルハウスでの公演、参加メン

バーなどに関心を持って来場し、初日を開けてからはツイッターなどで大きな反響を呼んだ。 

 

■作品クレジット 

コンセプト・演出・出演：ハイネ・アヴダル、篠崎由紀子／アドバイザー：山田うん／テキスト：岡田利規／音響デザイン：フ

ァブリス･モワネ／振付・出演：小浜正寛、神村恵、社本多加、川口隆夫、長内裕美 ／テクニカル・ディレクター：遠藤豊

／テクニカルスタッフ：筒井真佐人、河内崇／カバー写真・記録写真：森日出夫／フライヤーデザイン：セキコウ／ウェブ

デザイン：加藤和也／かるたイラスト：松川けんし／着付け指導：西村牧子／記録映像：黒川貢／広報：斉木香苗／運営

スタッフ：山口裕子、伊藤史織、高原悠子／プロデューサー：岡崎松恵、fieldworks.vzw、ハイネ・アヴダル 

 

主催：NPO法人Offsite Dance Project、Borrowed Landscape Japan（BLJ）／助成：Norwegian Arts Council、Norwegian 

Ministry of Foreign Affairs、Flemish authorities、ACY横浜における創造的活動助成/先駆的芸術文化活動部門、神奈川

県／特別協力：株式会社ハウゼ／機材協力：HIRANYA ACCESS／協力：横浜ホームコレクション、ルフトツーク、Co.山田

うん、急な坂スタジオ 


