榎倉康二「干渉（1988）」

20th Anniversary 1988–2008

Twenty Times, Twenty Years
—Kicking over the Traces

Dance Hakushu 2008
Theme:

Origin as Life

August 8 Fri - 18 Mon, 2008

Venues: Hakushu, Hokuto City, Yamanashi,

2 and half-hour-trip from Shinjuku, Central Tokyo, by train or car/bus
For details and updates:

http://artcamp.org/

04 子供の体験疎開

Email for info and reservation: dancehakushu@artcamp.org
Artistic Director and On-Site Chief: Min Tanaka
93 竹のドームでのイベント風景
Presented by: Dance Hakushu Executive Committee
Co-sponsored by: Dance Resources on Earth, Hokuto City (tentative)
With support from: Japan Arts Council, The Nomura Cultural Foundation, and others
With the cooperation of: Suntory Limited (tentative), others
98 田中泯＋ミルフォード・グレイブス

ADMISSION

[adult] thru pass ¥10,000
[Aug 8] adv ¥2,000 / gate ¥2,500
[Aug 9~18] one-day pass / adv ¥3,000 / gate ¥3,500
[elementary to senior-high pupil] thru pass ¥5,000
[Aug 8] adv ¥1,000 / gate ¥1,300
[Aug 9~18] one-day pass / adv ¥1,500 / gate ¥1,800

97 五井輝ソロダンス

92 沖縄歌垣モーアシビ

PROGRAM

Subject to change. Check our Home Page for updates.

] solo dance Oevening performance vworkshop
*solo dance time and place shall be announced on our HP and/or on the
day concerned, unless already decided and noted below. Each dance perf
will be followed by a talk with professional critics, dancers and audience.

Aug 8, Fri
O18:00@Forest Stage, Folk Stage, Chestnut Grove <Opening Event>
Aki Takahashi (piano), Shumputei Seicho (Rakugo), Monkey Show.
Oconcurrently@Underground Cinema Film Show <Dance Hakushu 2005>

Aug 9, Sat
] Solo Dance: Toru Kunie & Tetsuo Sanari (both in the afternoon)
O19:00@Mound Stage at Chestnut Grove
Traditional Sword Kagura Onikembai, from Iwasaki, Kitakami, Iwate.
vZA ONDEKOZA WS

Aug 10, Sun
] Solo Dance: 11am Ikuya Sakurai & 3pm GORI
O17:00@Folk Stage Vaudeville Show by Rokusuke Ei, script writer/radio
personality, with pop Story Telling and musical performers
O19:00@Forest Stage ZA ONDEKOZA Taiko Troupe Concert, pioneer of
the genre since 1969.

Aug 11, Mon
] Solo Dance: 9am@Water Stage by Min Tanaka & 5pm by Yasunari Tamai
O20:00@Forest Stage Morio Agata Concert, early-modern retro and
exotic music and singing, popular since his 1972 debut, Fantastic,
ephemeral and dream-like.
vMoving Image Image Forest stars (Aug 11~17)
v1-3pm Body WS by Min Tanaka In Touch with the Body (also on Aug 12)
vZA ONDEKOZA WS

Aug 12, Tue
] Solo Dance: Tomomi Tanabe & Yasuhiko Takeuchi @Water Stage (both in
the afternoon)

89 ブータン仮面舞踊

96 イヴァ・ビトヴァ WS

O20:00＠Chestnut Grove & Forest Open-air Drama, A Midsummer
Night's Dream, by now the most pop and renowned Tokyo Kandenchi
Theater Group. Adopted & directed by Akira Emoto, a TV/film star and
leader of the group, inspired by Shakespeare.
v10-12am by Min Tanaka In Touch with the Body (also on Aug 11)

Aug 13, Wed
] Solo Dance: 4pm Pichet Klunchun & 3pm Naoko Maeshiba
O20:00＠Forest Stage Andrei Mongush Solo Live, Tuvan Khoomei
gutteral singing & Igil string music.

Aug 14, Thur
] Solo Dance: 6:30am Naoka Uemura & PM Mari Fujii & Miya Kim
Oaround 19:30@District Square We will join annual Buddhist community
Bon Dance for ancestors
O21:00@Maido Garden Stage at Chestnut Grove Koichi Makigamiʼs
Radical Singing Concert, with parody, cross-over and theatrical ingenuity.
vKoichi Makigami and A. Mongush will give a workshop Breath & Voice in
the morning on this day, Aug 14.

Aug 15, Fri
] Solo Dance: 12 Noon Shiho Ishihara & 3pm Kuniko Kisanuki
O16:00@Chestnut Grove Ad-Hoc Spontaneous Multiedia event, Origin
DNA Rave 1, with everyone.
vAM, Ballet, Standing with the Bones, by Naomi Inada (also on the next day)
vKutiyattam Workshop

Aug 16, Sat
] Solo Dance: AM Kapila Venu & 3pm Shizu Araki with Kenji Kodachi, taiko
O19:30@Mound Stage Kutiyattam Performance by Natana Kairali Group
led by Gopal Venu, Top Master of the epic-dance-music-drama tradition,
from Kerala, South India. He recreated a chapter of the mythical
Mahabharata epic into the piece to be performed here.
vAM Inada's Ballet Workshop
vPM Beyond-Clown by Ginevra Sanguigno, collaborator of Patch Adams.

Aug 17, Sun
] Solo Dance: Anan Atoyama & Biyo Kikuchi (both PM)
O16:00@Chestnut Grove Ad-Hoc Spontaneous Multiedia event, Origin
DNA Rave 2, with everyone.
O18:00@Forest Stage EnKen Live Concert, by Kenji Endo, a veteran
folk-rock singer-song-writer star.

The twentieth Dance Hakushu approaches—drawing closer to the
earth, permeating more deeply into the forests and fields,
challenging our hearts and minds with a transformation of space
and time. In the summer of 1988, the Hakushu Summer Festival (as
it was called originally) began with a small volunteer committee of
active artists and citizens with an interest in the intersection
between art and life. At its core were dancers, theatre people,
musicians, visual artists, and art producers who were active in cities
across Japan and the world. Dancer/farmer Min Tanaka (now artistic
director and on-site leader) and his associates had already
established Body Weather Farm in Hakushu-cho in 1985, and this
became the base of operations.
Over the past twenty years our themes have become
more radical, in the sense of addressing the root issues. The
simplistic rural-urban dichotomy no longer works. That is why we
chose “Origin as Life” (Jomon to iu Inochi) as this year’s theme. In
Japanese we have used the Jomon period of Japanese prehistory to
convey this sense of origin, and as a metaphor for eternal wisdom
and the courage to live. Communication between generations has
become increasingly important. A community of friends is
assembling from more than twenty different countries across the
globe. The first thing we learned here was reverence for the place.
Then, using our bodies, hands, and heads, we worked to deepen our
mutual compassion and to form a better relationship with the
environment.
This year as well, tradition and the avant garde meet
“sans frontières” for a program exploring fusion. Firsts at Dance
Hakushu will be performances by the taiko drumming troupe
Ondekoza and the theater company Tokyo Kandenchi; Onikembai,
an esoteric folk dance tradition from Iwate Prefecture; a full-scale
performance of Kutiyattam, a classical dance-theater tradition from
South India; and the Tuvan throat-singing known as khoomei. As in
past years there will be an outdoor solo dance series presented by
some twenty individual performers, and contemporary artists will
also create and exhibit their works outdoors. Over twenty years
time, little by little, we have hand-built outdoor stages and
performance spaces that have made themselves at home amid the
woods and fields and paddies, where we invite you to experience
for yourself the life of Hakushu, with its unique fusion of artistic
expression, daily living, and the natural world.
Dance Hakushu Executive Committee
June 2008

CONTACTS
For information & reservations: contact

[Open-Air Art Installations] by Noriyuki Haraguchi & Kazuo Kenmochi.
[Construction Brigade] engaged in making functional and philosophical
facilities.
[Classes] Origin as Life Classes on Aug 12, 14, 16: seminar and activities.
Class leader is Min Tanaka, dancer-farmer and On-Site Chief of this festival.
He will invite experts of History, Life Science, Natural History, etc. to learn
about the Planet's and human origin. Participation by reservation for some
fees.

Dance Hakushu Executive Committee
Yamanashi Office (till Aug 7)

64 Kamiashizawa, Kai-shi, Yamanashi-ken, Japan 400-1121

Tel: (055) 277-0071

Fax: (055) 5340-3861

Hakushu On-Site Office (August 8-18 fest period)

81 Daibo, Hakushu-cho, Hokuto-shi, Yamanashi-ken, Japan 408-0314

Tel: (0551) 35-4242 Fax: (0551) 35-3130

ワークショップ（WS）ほか

会場の明記がない場合、集合場所はダンス白州受付前となります。
最新情報は HP でご確認いただくか、事務所までお問い合わせ下さい。

8/9［土］と 8/11［月］ 時間未定
鬼太鼓座 WS「鬼太鼓座体験」

8/15［金］ 17:00〜
クーリヤッタム WS

定員＝20 名 経験不問

参加料＝1 日 3 千円、2 日通し 5 千円

多彩な芸を持つ鬼太鼓座メンバー指導のもと、見て触れて体験する、参

定員＝25 名 参加料＝3 千円
対象＝初心者からダンサー、俳優まで

加者に合わせたプログラム。和太鼓は、格好をつけてたたくものではな

1975 年から、伝承者を失いつつあった芸能の数々を蘇生させ、普及に

い。とにかくたたく、おもいっきりたたく！

貢献してきたナタナカイラリ研究所。所長として世界的にも活躍する G.

8/11［月］-8/12［火］11日13:00〜15:00 12日10:00〜12:00
田中 泯 WS「からだに触れる」
定員＝30 名 経験不問

参加料＝1 日 2 千円、2 日通し 3 千円

からだを知り、きづくことからはじめる。踊るような気持ちとは、どんな
からだに生まれるのでしょうか。むずかしいけど試してみましょう。
─ Min

8/11［月］-8/17［日］ 11日13 時集合〜17日午後解散（6泊7日）
映像（イメージ）の森 WS
定員＝10 名 経験不問 参加料＝1 万 8 千円（材料費、テント
代、食費、WS 期間内の観劇料を含みます）
リーダー＝太田 曜（実験映画作家）、川口 肇（映像作家）、水由
章（映画フィルム作家）、片山 薫（One's Eyes Film）
" 映像とは何か、見る事とは何か？ " それらが身体とどう関わっている
のか。身体による表現の根源を探るダンス白州で、自然の中で、夜の闇
の中で、映像とは何かを探究する。映像を原点に立ち返って考えるワー
クショップ。
（6 泊 7 日の参加が原則ですが、全日参加できない方は申込
時にお知らせ下さい）

驚異的な演技術をまなぶ貴重な機会。
「歴史を開いて地図を見る！古い言
葉だが、どんな伝統もその初めは奇異で激しく、パンクだ。クーリヤッ
タムの現在への挑戦が歴史を連続させる。
（田中泯）」

8/15［金］-8/16［土］ 午前
稲田奈緒美バレエ WS「骨で立つ」
定員＝20 名

経験不問

参加料＝1 日 3 千円、2 日通し 5 千円

バレエの基本的なメソッドを通してからだの各部を繊細に意識し、無理
のない動きを身につけていくワークショップです。今年は骨格のアライ
メント（整列）を意識して、
「骨で立つ」感覚を探ります。
「立つ」ことから

8/16［土］ 午前
ジネーブラ・サンギーニョ WS
「どこへ行く！クラウン」
定員＝20 名

経験不問

参加料＝3 千円

定員＝20 名 参加料＝3 千円
リーダー＝アンドレイ・モングーシュ、巻上公一
南シベリアに位置するロシア連邦トゥバ共和国に伝わるホーメイ、日本
語にすると喉の歌という意味になる。同時に複数の声をコントロールす
ることで、美しい自然倍音のメロディーを紡ぎ出す。今回のワーク
ショップでは、トゥバ共和国一の深く瞑想的な演奏で定評のあるアンド
レイ・モングーシュの指導で、ホーメイの息の深さに触れる。呼吸はま
さに太古の旅人、その一息ですべての風を音に変える。

中…世界中で現在の道化を展開するジネーブラの本格ワークショップ。

8/4［月］-8/20［水］
子供の体験疎開

原口氏が 1988 年、第 1 回の＜白州・夏・フェスティバル＞で制作、
強烈な関心をよび、20 年後の今も多くのダンサーやパフォーマー、
美術家が自分の表現の場所としている「水の作品」と、新作の「茶室」
の制作と展示のため、一緒に作業をする協働者を募集しています。
今後、また何十年も生き続ける作品になるでしょう。
（木幡和枝）
「1988 年・2007 年から 2008 年、この 2 作品の、過程の余白を私と
一緒に埋められる人、参加してください。
（原口典之）」

各種申し込み方法
1

下さい。
（父兄にはダンス白州理解のため、支援会員に入っていただきます）

7/19［土］-8/8［金］
体と生きる空間創り

リーダー＝田中 泯、鈴木啓志、笠島俊一、田中らん
昨年から継続中の森の舞台、芸能舞台作り。今回は森の中、舞台
周辺を取り巻く客席、回廊作りを予定。またダンス白州に必要な
諸施設も建設予定です。具体的な作業が体と空間に少しずつ変化
を生み始め、会話とお互いの感覚の確認が新たな方向を示し始め
ます。そんな身体的な現場作業になると思います。
「『からだ』が空間の始まりであることは言うまでもありません。か
らだの中に私は暮らしているのですから。そんなからだが五感を
総動員し、衝動をエネルギーにして、何かを作るとしたら……。
私たちのからだの運動を修復してみませんか。
（田中泯）」

白州の夏は、高原ですので朝夕は涼しく、昼間はすがすがしい太陽。
でも雨具、羽織るもの、蚊・ブヨ対策、懐中電灯は必要です。

ダンス白州特設キャンプ場

2

代金のお支払い

3

チケットは現地にてお渡し

旅館・民宿・ペンション

・1 張レンタル…3000 円（3〜4 名用）
・男女別のシェアテント…1 人 1 日 1000 円
・テント持ち込み…1基500円（場所代として）
※寝袋、毛布の有料レンタルあり。ダンス白州
現地受付にて、当日お申し込み下さい。
※キャンプ場で自炊可能。期間中は、近隣のお
店やカフェ、また栗林などでドリンク・軽食の購
入、サービス可能です。

前売りチケット

ワークショップ

2 食 付 き 6000 円〜1 万 円（民 宿 素
泊まり 4000 円〜）
。
山梨県 北杜市観光協会のサイト
（甲斐駒ヶ岳エリア）などを参考に、
直接宿へご予約下さい。

http://www.hokuto-kanko.jp/

ダンス白州特設キャンプ場

電話・FAX でのお申し込み

8/7（木）まで
ウェブサイト上のオンライン申し込みフォームに、
または ＜山梨事務所＞
必要事項を入力し送信ボタンを押して下さい。
8/8（金）から
http://artcamp.org/
＜白州事務所＞

申込書（PDF）は HP から
ダウンロード可能です。

TEL:055-277-0071 FAX:055-277-0079
TEL:0551-35-4242 FAX:0551-35-3130

合計金額をお知らせ致しますので、期日までに下記の口座へお振り込みをお願い致します。
担当：ダンス白州予約受付

［振込先］ゆうちょ銀行

支援会員募集中

現場建設・舞台設営、各公演やワークショップの準備、
受付、調理など、共同生活とフェスティバルのあらゆ
る場面に、発見と創る楽しみは潜んでいます。どんな
人と出会えるか、どんな場面に出会えるか。それはあ
なた次第！からだで感じ、想像し、表現し、人と交わ
り、知恵と工夫を持ち寄り、自らの手でつくってい
く。白州の夏を体験してみませんか。
■期間：7 月〜8 月末までの間で、できれば 1 週間以上
可能な方。長期歓迎。現場作業は広範囲で、
初めて参加される方は状況把握に多少時間が
かかると予想されます。出来るだけ長期の滞
在をお勧めします。
■待遇：現地での宿泊場所と食事は提供します。現地
までの交通費はご負担ください。
ダンス白州 2008「縄文という生命」の今年の実行委員会を「ス
タッフ」と呼びます。運営ボランティアの方々を「チーム」と名
付けることにいたしました。より主体的な意識が集うという願
いを込めてボランティアではなく、チームと呼ばせていただく
ことにいたしました。この夏を共に過ごせることをスタッフ一
同心よりお待ち申し上げております。

＜チーム問い合わせ＞
Email: dancehakushu@artcamp.org（杉山）
TEL: 055-277-0071（山梨事務所）

Email：ticket@artcamp.org（鈴木）

記号：10020 番号：3524801 名義：ダンス白州実行委員会

入金の確認が取れ次第、予約完了のご連絡をいたします。
その際、予約番号をお知らせしますので、当日現地受付にてお申し出下さい。

＜ダンス白州＞の原点といえる私的資金提供にご協力下さい。
個人支援会員 1万円以上（会期中、同一人物が何度でも利用出来るパスを進呈）
法人支援会員 3万円以上（同じ団体なら一度に一名どなたでも利用出来るパスを進呈）

白州で共同生活をし、このフェスティバルを共に
つくる『チーム』のメンバーを募集しています！

たくたになるまで遊ぶ。まずは山梨事務所まで、お電話にてお問い合わせ

宿泊

ホームページからのお申し込み

親から離れた生活、動物の世話や農作業をし、大人と一緒にはたらく。く

お問い合わせ…Email: mtof53@cronos.ocn.ne.jp（鈴木）
TEL: 090-1055-2060（鈴木） 090-4095-0320（笠島）

（A）1988- 物性 No.11 白州（30×1150×2900cm）
─2008- 水の作品。水の流れ、低空で飛ぼう。…5 名〜6 名
（B）2007-「茶室」
・仮設・仮説（50×270×361cm）
─2008- 茶室。空気の気配、と過程。…３名〜4 名

全期間フリーパス：¥5,000
8/8 のみ：前売り ¥1,000 / 当日 ¥1,300
8/9〜8/18 一日券：前売り ¥1,500 / 当日 ¥1,800

『チーム』メンバー募集

宿泊場所・食事支給。期間内、数日の参加も可。必ず事前に下記まで要連絡。

原口典之 美術工作 「四角の抽象」

小中高生料金

定員＝常時 25 名余 対象＝小 2（応相談）〜中 2
参加料＝1 日あたり 2 千円（宿泊・食費込） 1 日から参加可
田中泯主宰 リーダー＝吉村元徳、田中立ほか

身体気象農場メンバー主宰。通年。

7/24［木］-8/6［水］

全期間フリーパス：￥10,000
8/8 のみ：前売り ¥2,000 / 当日 ¥2,500
8/9〜8/18 一日券： 前売り ¥3,000 / 当日 ¥3,500

ITALIA を組織。戦時下の国、貧しい国、刑務所、病院、あるいは街の

農場では、米、野菜、ニワトリはじめ、様々な生命を育てています。日々刻々の生命の出会いをこの機会に。農業を体験したい方、援農希望者は早朝参集。

協働者募集！

お申し込みはお早めに！

大人料金

始めるので、バレエ経験者から初めての方まで受講可能です。

師 パ ッ チ・ア ダ ム ズ の 影 響 の も と、イ タ リ ア で 仲 間 と CLOWN ONE

8/14［木］ 午前
喉歌（ホーメイ）の息と音 WS

農業実践体験

ヴェーヌ氏率いる世界最古・最前線の舞踊劇集団クーリヤッタムによる、

参加費

交通アクセス

開催期間中（8/8〜18）の現地受付

TEL：0551-35-4242

・JR 中央本線韮崎駅（一部特急停車）よりタクシー 30〜40 分
・JR 中央本線小淵沢駅（一部特急停車）よりタクシー 30 分
・JR 中央本線日野春駅より横手行きバス（北杜市民バス）かタクシー 20 分
・中央高速韮崎インター（名古屋方面からは小淵沢インター）でおり、国道 20 号で約 30 分。
●タクシー

旭タクシー 0551-26-2624

山交タクシー 0551-22-2435

●北杜市民バス｜ 横手─日野春線｜所要時間 18 分｜料金 400 円｜
＜日野春駅→横手＞
13:43→14:01
17:10→17:28
18:23→18:41※土曜日休日運休

＜横手→日野春駅＞
06:30→06:48※土曜日休日運休
07:30→07:48
08:30→08:48
17:50→18:08※土曜日休日運休
釜無川

至 小淵沢IC

R20

至 須玉IC
至 韮崎IC

川
尾白

川

大武

牧原交差点
食堂・ログハウス群
三本松
北杜市白州支所

道の駅はくしゅう
白州中学校
三好屋・横手バス停
青い色の物置小屋
ダンス白州受付

