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フリンジ「オープンエントリー作品」

SAILING-3

かくことのは
Fragment of written letters

書き文字を辿り、不在者と踊る

2019.10.5.sat17:30―6.sun14:30/17:30
a・room



今年は温暖な秋ですね。

この公演に足をお運びいただき、本当にありがとうございます。

時間を使って、心をくだいて、

文字をかく／書かれた文字をよむ、こういったことをしなくなったな、と感じます。

文字をうつ／活字をよむことは沢山ありますね。

書かれた文字をよむというのは、いいもので、その文字を通して書き手のようすを
想像します。読み手の目前には、自分の手にもつ手紙のみであるのに、その書き手
の姿や声色も想像して読み進めたり。書き手も、相手の姿を思い、次第にその人へ
話すように書きしたためている。書き損じたらまた最初から書き直したでしょうし、
その心と時間への敬意も生まれます。

私は微細な想いや意識が身体に現れると信じていますので、
書き手のうちに起きたさまざまな事柄は、その書き文字を鏡にして感じとれる
きっと、書くその身体が置かれている場だって、世間の様相だって、
その身体をとおして文字に残る、そう思っています。
文字の身体はそうやってできていくと思っています。

発話されるにいたらない、書かれるその時にはとても小さな声をよく聞くために、
話し手の行動や話される言葉の意味の奥に、そのストロークのひとつひとつが宿し
ている出来事に、身体を通して出会えたなら。そう思い、ダンサーの藤原美加さ
ん、遠藤僚之介さんとこの作品に向き合ってきました。２人は、私の拙い遅々とし
た創作にも誠実に向き合ってくれ、感謝しています。

稽古場に入って、ともに作品を作ってくれた制作のゆざわさなさん、公演のための照
明という切り口から作品にきりこんでくださった竹ち代毬也さん、会場のa・room
での上演と創作をあたたかく迎え入れてくださった森本達郎さんをはじめアートク
リックのみなさん、創作に集中できる環境とワークショップで人と出会う機会をく
ださった京都芸術センターのみなさん、試演会をさせていただいた京都市左京西部
いきいき市民活動センターのみなさん、応援・ご協力くださった皆様へ
感謝致します。

2019.10.4　



脈々と続いてきた「かく」営みは、

誰かに向けてかかれている点で　外に開かれながら、

肉体としてはただ一人で紙面と向き合い営むものです。

手書き文字を読むことは、

誰か筆記者の身体の痕跡を辿り想像することであり、

不在者の身体を想う事と言えるかもしれません。

幾度幾人もの手により行われた「かく」ことの痕跡とも言える文字を、

辿り踊ることで

不在者と踊ることは叶うものでしょうか。

刻一刻と変わる場所、時間のなかで

身体と表現に愚直に向き合う。



01  即興「十口山人」　／遠藤僚之介、川瀬亜衣、藤原美加

02　はなす　線、とをり　／遠藤僚之介

03　手紙　雪ぐ　／藤原美加

04　人の名前　／遠藤僚之介、藤原美加

05　懐く　／川瀬亜衣

　　発声　／遠藤僚之介、川瀬亜衣、藤原美加

07　透明な一本の管の話　／遠藤僚之介



稽古場の記録（書いた書・上演のための短詩）



― 線 ・ とをり ―

つむぐ唇の内側に夜の闇
明らめずに居られるか

会話して現れる
単純明瞭、それは周縁　たくさん現れる

会話して現れる
ころころ笑う
丸く混ざった小石になって
平らになって
川面を跳んだら　線
いくつも投げ入れて　線
宝物さがし
軽石さがし
見つけたら大きな石に引っ掻いて
あらわれる書き言葉

わたくしではない人が　わたくしをかき出していく
それだから語られる言葉があるとして
今、線を一本
それは際　触れたら在るだけの
分ち難くして分かる
分かろうと引く
すると面になる
線はどこにもないでしょう（触れることでしか）
遠く離れると点は集まって面になる
際、触れてあるだけの
線の奥底
潜る　泳ぐ　途方もない深さ
深さの消失点は

息をふきかえす
気道をとおる冬の息

2019 .9 .10

（背中す春 / 190210 小石ことば、181230 一線　より、コラージュ）



― 雪ぐ ―

夜空の街。宙に浮いたビルの一室。

やさしく、どうかやさしく、緩やかに。

産み出してしまうことは罪深いのか

どうしようもないことは残忍だろう

結べるものと結べなかったもの

結べた命は喜びを享受するべくしてこの星に息づかねばならない

タワーライトの赤は蛍

暮れ浸り行く通り

共に眠ってくれるよ

サーモンピンクのビルと家家

紫陽花色の影

遠く、寝息と産声もあがります

サンキューのハグ

新生児の声はスロープを抜けて

この街の夜空をとぶ

夜の帳にひた浸かり

寝かしつけられたパン生地

ぶうぶう膨らんであの子の頬になる

そんな、幸せなものがお腹に住むなんて

あの子の声が響いてる

お空と地面と鏡の水中に広がるライツ

琴線を垂らして泣き止んだ瞳に口を付けて

いつか明けるんだな、糸

この街の夜は地面から星が生えて

深いとこも　高いとこも照らす

2019.9.10　

(背中す春 / 190521 サンキューのハグ、190525 やさしく　より、コラージュ)







― 懐く ―

　 背中には重たい温みだけがあって、彼女を歩かせた。無数のちり紙。それらを詰め込んだ

袋を背中に負ぶっている。もうどれ程の時間、距離を歩いただろうか。ずっしりと重い、

そして温い。ちり紙の持ち主の一人ひとりの顔を思い出そうとするが、彼女は彼らと直接

会ったことはなかったのだった。土地を介して彼らの存在を知るのみであったが、それでも

そこには温度があり、人が居たことが分かった。ちり紙はいつも、それだけがその土地に残

されていた。例えば、まだ温いプラットホームの椅子、ベッドのシーツと掛け布団の隙間、

ブランコの座面、喫茶店のテーブル、公園の土管の中など。アスファルトなんかでは、誰が

腰掛けたのだろう、そのあたりだけが温く残っていた。いずれも誰かが長らくそこにいただ

ろう温みが残っており、彼女が訪れる少し前に立ち去ったのだと想像できた。

　 温みは彼女の背中をあやしてくれもするが、一歩一歩足をすすめる毎に重みが増して感じ

られた。彼女は背中の温みに埋まるかのようにひざをつき、静かにゆっくりと臥して行った。

　 床は冷静さを彼女に知らせた。重さを彼女の身体から引き取ってくれるかのようだった。

ゆっくりお腹をまるめて、眠りについた。手のひらがちょうちょの夢のように舞って、ちり

紙の花畑を浮遊した。次第に羽根は熱を帯び、端からちりちりと焼けて行く。

　 焚書のようにそり上がる片羽根をパタパタはためかせながら、草を分け入りちり紙の花の

中にもぐりこんだ――。

　 目が覚めている。開いてはならない土地をこじあけるように、すべてのちり紙をかき出し

た。どこかにある、片割れがある。どこ。ついに手に触れることはなかった。何も声になっ

て響かない。指で人の名前を辿り、遠く壁の向うに視線をやろうと試みる。――ここに身体

があるのみだった。それと、撒かれたちり紙たち。彼女は再び袋に入れて懐きしめた。

　静かに、一心に沈みゆく夕暮れ。束の間の惜別をかわして、彼女は背中の生みと分かれた。

削げた背中はひとすじの硝子でできた蜘蛛の糸。

細く厳しい背骨が立ち、

風が吹けば揺れて倒れて行き、懐くちりちりになった片割れ（ここに今はないが）と踊った。

踊りは止まらなかった。夜、朝をむかえても。

ある時、焼き昇った片羽根の熱が身体じゅうを焚き、たまらなく全てを懐き収めた。

帰ってきた重さ。背中の温み、あの重さは身体の重さだった。床を転がり空を臨んだ。

束の間の眠り、今度は安らかであった。

2019.9.9  (背中す春)





※ 背中す春とは、川瀬亜衣が自身の身の上話を他者目線で切り取るための名義



川瀬亜衣｜Ai Kawase

1987年 京都市生まれ。京都造形芸術大学 芸術表現・アートプロデュース学科卒業。2010年より＜忘
却・記録＞を題材に写真・インスタレーション作品を制作・発表する傍ら、千日前青空ダンス倶楽部
で踊る。2012年、国内ダンス留学＠神戸二期に参加し、活動の場を舞台芸術に移行。近年は、様々な
振付家・演出家の作品に出演するほか、自ら振付も行う。近作に、「握るられる」(2018大阪)、「逸
星霞梅―Issei kasumiume」(2019京都)。現代美術家との協業も積極的に行う。2018年、自身の活動
として「書き文字を辿り踊る」プロジェクトを開始。身体を踊ること、自身の身体を介して作品の部材
になることを活動の基軸とする。 http://aikws12.wixsite.com/solosailing

 今後の活動
【出演】
  2019.11.29-30 じゅんじゅんSCIENCE ＆ アミジロウ ダンス小作品集
「Choreography of Cinema ~ダンスとごはん vol.2~」（京都、White Cloud Kyoto）

https://www.facebook.com/events/374150703279533/
【出演】
  2020.2.29 Umishitagi 2nd GIG　(京都、UrBANGUILD)

遠藤僚之介｜Ryonosuke Endo

1988年大阪生まれ。油絵を学んだのち、京都市立芸術大学にて環境デザインを専攻。卒業後、デザイ
ナーとして2年間勤務。同時期、京都にてヤザキタケシ氏にダンスを師事。現在は視覚障害を持つ人た
ちと共に働き、多様な身体性のある環境に身を置きながら、ダンサーとして活動。2018年より「ダン
スカンパニー・ヲミトルカイ」のメンバーとして活動を開始。同年、郷土芸能移植プロジェクトの一環
として「阪神虎舞」にコアメンバーとして参加。
出演作品：インバルオシュマン 振付「The Cuckoo’s cry」／ヤザキタケシ 振付「クロスの刹那」／
ユホシク 振付「Logic of Black & White」「木村玲奈 振付「どこかで生まれて、どこかで暮らす」
／山本和馬 振付「家の無い庭」etc…

 今後の活動
【出演】
  2019.11.1-3 サイトウマコトの世界 vol.8「たまきはる」(伊丹、AI・HALL)

http://www.aihall.com/saitomakoto_2019/
【ワークショップ】
  2019.10.29-2020.2.28 京都市東山青少年活動センター ダンスプログラム

　　　　　　　　　「ダンススタディーズ１」※説明会10/15 19:00-20:00　※申込〆切 10/20
http://ys-kyoto.org/higashiyama/ds1/
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藤原美加｜Mika Fujiwara

1990年愛媛県生まれ、京都市在住。7歳からモダンダンスを始める。2009年日本女子体育大学舞踊学
専攻に入学し「全日本高校大学ダンスフェスティバルin神戸」にて文部科学大臣賞受賞。卒業後「国内
ダンス留学@神戸」2期生ダンサーコースを修了し関西に拠点を移す。近年は黒沢美香、きたまり/
KIKIKIKIKIKIマーラーシリーズ、off-nibroll等様々な振付家の作品に出演。ダンサーとして活動する
と共に自身のソロ作品を発表している。「間」を大切に、無意味が必然になる瞬間を味わいながら踊り
を立ち上げていきたい。

 今後の活動
【出演】
  2019.12.1 大阪府障がい者舞台芸術オープンカレッジ2019「独創＊かちかち山」(大阪、ビッグアイ)
  2019.12.5 FOuR DANCERS vol.151 ~dance performance night!~ (京都、UrBANGUILD)　

ゆざわさな｜Sana Yuzawa

1993年、秋田県生まれ。3歳からモダンバレエを始め、大学入学時よりヤザキタケシの元でコンテンポ
ラリーダンスを学ぶ。神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士課程に在学中。2015年よりダンス企
画「The bomb」を主催。現在は、企画、指導、制作、舞台評の執筆など活動の幅を広げている。

 今後の活動
【出演】2019.11.19 FOuR DANCERS vol.149 (京都、UrBANGUILD)

http://www.facebook.com/events/501174137109727/?ti=icl
【プロデュース】
  2019.11.21「The bomb#5 Re:MIX -関西のダンスの今をかき混ぜる-」(神戸、Art Theater dB 神戸)
    2019年度文化庁「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」『コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成
    事業』【DANCE ARTIST VIEW 2019】View.１「ダンスアーティスト１Day（１Chance）Produce→」ゆざわさなプロデュース

https://www.facebook.com/events/845764129172239/?ti=icl

竹ち代毬也｜Mariya Takechiyo

1992年、現代美術から舞踏に興味を持ち舞台活動を始める。「体の在り方」に興味を持ちながらダン
サー、演出家、振付家として関西を中心に活動。ダンス、演劇、ミュージシャンなど様々なジャンルの
アーティストとのセッションや外部作品の出演など多数。
2013年より毎年滋賀県のお寺でダンス、演劇、音楽、落語など表現者と、ご住職の説法と手作り市な
ど様々な人が集うイベント「東光寺アートフェスタ」のディレクターと細々とした雑用を行う。
好きな言葉はDEAD OR ALIVE！

 今後の活動
【ディレクター＆雑用】2019.10.20 「東光寺アートフェスタ2019」(大津、東光寺)
【出演】2019.12.11-13  お寿司 ボロレスコ「菠薐心中」(京都、ロームシアター京都ノースホール)　　

https://rohmtheatrekyoto.jp/event/55912/
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関連企画
「SAILING-3 かくことのは」フィードバック上映会

日時：2019年11月13日(水) 19時～　
会場：Space bubu (京都市北区紫野上御所田町41-1)
料金：ご予約 800円 当日1,000円 (いずれも1ドリンク付)
ご予約：メールアドレス(sailing3.kaku@gmail.com)に「お名前・人数」をお知らせください。

片山達貴(映像作家)の撮影による公演の記録映像を上映し、上演作品や創作過程、観てのご感想について、
お話しして振り返ります。上演から１ヶ月と１週間、どんな会話がなされるでしょう？　
Space bubuにて、お靴を脱いでくつろぎながらゆるりとお会いできますと幸いです。 

mailto:sailing3.kaku@gmail.com
mailto:sailing3.kaku@gmail.com


よろしければ、ご感想をおきかせください。
アンケートフォームはこちらのQRコードからリンクしています。

Special Thanks

アートクリックのみなさま、京都市左京西部いきいき市民活動センターのみなさま、
京都芸術センターのみなさま、Space bubu、mimacul、増田美佳さま、大谷悠さま、
夏目美和子さま、池辺茜さま、渡辺美帆子さま

SAILING-3　かくことのは｜Fragment of written letters

期間：2019年10月5日(土)17:30-／6日(日)14:00-,17:30-
会場：a・room

作・演出・振付・出演：川瀬亜衣
振付・出演：藤原美加、遠藤僚之介
照明：竹ち代毬也
制作：ゆざわさな
当日制作：山中麻里絵、橘佳輝
映像撮影：片山達貴
テキスト：背中す春
宣伝美術：ai kawase
書：湯澤聡

助成：京都府文化力チャレンジ補助事業
主催：SAILING(川瀬亜衣)

【KYOTO EXPERIMENT 京都国際芸術祭 2019 フリンジ「オープンエントリー作品」】
【京都芸術センター制作支援事業】 


