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❶『MU』　❷『When I draw my last breath～私
が最後の息をする時』
「生きること」を作品を通して観客と共に考えます。

2013年にパリで、上演後にディスカッションをし、

観客と踊るPerformance&Discussionを提案しま

した。作品を鑑賞して引き出された感情をそのまま

持ち帰るのでなく、作品鑑賞から生まれた感情と向

き合い、疑問が生まれれば、紐解いていく鍵を言語

表現と身体表現から探し出し、ダンス作品を深く感

じてもらう約90分の活動。

▶上演時間：30分

▶出演者数：❶２名（登録アーティスト+ 共演者）

❷6名（登録アーティスト＋共演者）

▶現地スタッフ：舞台監督1名、音響１名、照明１名、

ディスカッション進行役１名

▶上演環境：

（1）会場の広さ・形状：6m x 6m～10m x 10m程

度　観客とできるだけ近い距離を求める。（応相談）

（2）リノリウム：黒もしくはグレー　

（3）舞台セット：❶のみ椅子４脚

❸九州内、近郊地域であれば、
福岡のプロダンサーと障がいのあるダンサーのコ
ラボグループであるワレワレワークスの作品「レマ
ンツァのオーケストラ」「いのちの畑」「WArTER」

▶上演時間：30～40分

▶出演者数：４～15名（すべて登録アーティスト+ 

共演者）

▶現地スタッフ：舞台監督1名、音響１名、照明１名

▶上演環境：

（1）会場の広さ・形状：10m x 10m以上

（2）リノリウム：黒もしくはグレー

（3）舞台セット：「レマンツァのオーケストラ」のみ

椅子15脚

▶その他：共演者の交通費、宿泊費はワレワレワー

クス負担。

 こ の事業で可能な公演作品

その地域の「特性」や「ニーズ」を活かして参加者と

の協働制作を目指すため、作品名は、クリエーショ

ン中で決めていきます。例えば、三陸国際芸術祭の

コミュニティダンス作品を創るための大船渡滞在中

に、打ち寄せてくる海の白い波について地域の方々

は「うさぎが跳ねる」と言い表すと知り、震災のこと

を思い、海に眠るスピリットたちの踊りに希望を与

えたいという思いもあったため「光の中へ、うさぎ

が は ね る 時～When Rabbits bounce into the 

Light」という作品名を考え出しました。

▶上演時間：20～60分 ▶出演者数：TPOにより１

名とアシスタント、もしくは音楽家 ▶市民参加公演

の形態：クリエーションワークショップ参加者と新

しい作品を創ることが可能。ワークショップの回数

により登録アーティストのレパートリー作品をクリ

エーションワークショップ参加者に合わせてリメイ

クすることも可能。パフォーマンス空間をステージ

だけでなく劇場の建築を利用してサイトスペシ

フィック式の公演も考えられる。

 ▶クリエーションワークショップの参加（出演）人

数・回数：10～100名程度。回数の目安は、５～８

回程度 ▶同行スタッフ：制作、もしくは照明いずれ

か１名（応相談） ▶現地スタッフ：照明１～３名、音

響１名、舞台監督１名 ▶上演環境：（1）会場の広さ・

形状：５間×5間以上希望（応相談） （2）リノリウム：

あれば黒もしくはグレー （3）必要機材、舞台セット：

会場付帯設備など（応相談）

この事業で可能な市民参加作品のスタイル

 この事業で挑戦してみたいこと

プロフィール

すべての人にダンスを届けたい。許された空気の

中で、思わず表現されるダンスや動かすことすら

困難な身体の、例えば指だけのダンスなどに魅了

されます。

　アウトリーチ

❶教育施設でのアウトリーチ

遊びのルールを替え歌風に変化させたり、言語を

全身で翻訳するなど年齢に合わせてプログラムを

組みます。小道具的な役割で画用紙や折り紙など

を使用することもあります。「カウントをずらしな

がらの時間を踊る」、「お互いの距離に変化をもち

空間を踊る」などクリエーションを楽しみます。

❷保育士、教員へのアウトリーチ

それぞれの中の「子ども心」を蘇らせ、身体遊びか

らダンスへと導き、最後に癒しのムーヴメントやリ

ラクゼーション。たっぷり汗をかき癒される時間を

提供します。

❸福祉施設や医療施設でのアウトリーチ

それぞれの身体性を生かしたダンスへ導くために

プログラムを安全に組みます。

個々がスターになる時間は必要不可欠。● 医療関

係者のアシスタント必要。

❹災害地域でのアウトリーチ

呼吸に集中し身体をほぐし、参加者一人一人が繋
がりをもつイメージができるダンスを共に創り出

します。

　公募ワークショップ

❶地域のファシリテーター養成ワークショップ

ダンス経験者、教育者、福祉士などを対象に地域

の方々向けのコミュニティダンスのファシリテー

トについて共に考えながら身体で学び合う機会を

持ちます。

❷親子のワークショップ

ママと踊る、パパと踊る、ファミリーで踊る。これ

らを目的に親子で触れ合いながら大人と子供の役

割を逆転させるようなゲーム感覚のあるムーヴメ

ントを楽しみ、育児の疲れとマンネリを吹き飛ば

すダンスを創ります。

❸多世代のワークショップ

参加者全員がひとつになり、一時的な「踊る家族」

を作ることを目標とします。ワークショップででき

た踊りを数グループに分かれて発表しながら、そ

れぞれが見合い意識を高めます。

❹パーキンソン病患者のためのワークショップ

2016年からの活動経験を生かして、ワークショッ

プ中は患者であることから離れ、ダンサーになれ

るという可能性を共有します。椅子に座ったまま

ダンステクニックを学び、自由な表現へと導いて

いきます。● 医療関係者のアシスタント必要。

◎実施条件（共通）

▶アシスタント：参加人数によっては必要　▶参

加適正人数：10～30名　▶１日の実施可能回数、

時間：要望にお応えできます。▶必要機材：iPodな

どを接続できる音響システム

※上記すべてを劇場空間で公開ワークショップに

することも可能

 可 能なワークショップ等のスタイルマニシア M A N I Z I A

「基本的にダンスは嫌いです。」と言った子が「これしかない。」と言い始める。
歩行器なしでは歩けないはずの高齢者が、自分で立ち、笑顔を踊りながら見
せてくれる。そんな瞬間、ダンスがもっと好きになる。

「ワレワレワークス」 代表／コミュニティダンスアーティスト・ダンスムー
ブメントセラピスト・ダンサー。長期におけるNYを拠点とした活動後、福
岡で多国籍、多世代の参加者約100名とアジアの路上生活の子どもたちへ
の救済チャリティー公演を13年間開催。その後、障がいのある人々とプロ
ダンサーたちとのダンスグループ、ワレワレワークスを結成。難病の子ども、
パーキンソン病の方、DV被害者、不登校生、少年院のティーンを対象とし
たWSや作品のクリエーションなどに挑戦しながら、あらゆる場所にダンス
の種を蒔き続けている。コロナ禍の現在、移民問題で出生届けを出されてい
ないマレーシアの子どもたちとオンラインでWSを継続中。

■　活動歴　■
〈1989年〉15名の妊婦ダンサーと公演 NY
〈1990年 ～〉 路上生活の子どもたち救済チャリティー公演を13年継続。
〈2003年〉「Origami Dance」NY
〈2005年～〉 ECArTE での公演「Origami Dance」ギリシャ、
「WArTER」ルッカ（2011年）、「MU」パリ(2013年)、「The Thinker」シ
チリア(2015年)、「When I draw my last breath」スペイン(2019年)
〈2010年〉「47memories」福岡市民会館　
〈2012年〉 沖縄市コザ一番街商店街を舞台に「コザの息」2013 「石のうた」
〈2013年〉 dancin’ OXFORD DANCE FESTIVALに招聘。
〈2014年〉 PEOPLE DANCINGウェールズに招聘。三陸国際芸術
祭「時の輪～Passing through our body」
〈2015年〉 日韓交流「ダ、デン、ダダンスプロジェクト」
〈2016 年〉三陸国際芸術祭「光の中へ、うさぎがはねる時～
When Rabbits bounce into the Light」、難病の子どもたちと「コ
ココのダンス」（毎年子供の日継続中）
〈2017 年〉三陸国際芸術祭「ひゅるりひゅららり風は舞う」九州
国際ダンスコンペティションあしながおじさん賞受賞。
〈2018年〉「空に溶けゆく言葉のかけら」沖縄市民小劇場あしび
なー、那覇市ひやみかちマチグワー館

■　ワークショップ歴　■
〈2005、2006年〉福岡市私立幼稚園連盟主催（教諭対象）
〈2006～08年〉社会福祉法人 柚子の木学園とあゆみのもり須恵
〈2009年〉パパダンス（福岡で継続中）
〈2010年〉特定非営利活動法人 工房まる（継続中）
〈2011年〉福岡市立西部療育センター（インリーチ）
〈2012年〉静岡文化会館主催（母子と父子対象）
〈2013、2014年〉社会福祉法人 障害者支援施設エデンの園、宮崎
音楽療法研究会
〈2016年〉ウサギウキリ幼稚園
〈2017年〉福岡女子大学主催（親子対象）
〈2018年〉子ども文化コミュニティ主催（障がい児の親子対象）、
国立夜須高原青少年自然の家主催（視覚障がいの子どもたち対象）、
紅葉幼稚園（親子対象）

●海外でのWS
〈2000年〉ギリシャ、〈2009年〉ロンドン、〈2013年〉イギリス

●被災地でのWS
〈2011年〉石巻市、〈2012年〉大船渡市、〈2012年〉気仙沼市

●文部科学省「文化芸術による子供の育成事業－コミュニケー
ション能力向上事業」
福岡市立姪浜小学校（2013、2014、2017年）
福岡市立愛宕浜小学校（2013年）
福岡市立筑紫丘小学校（2014、2016、2017、2018、2019年）
福岡市立香椎東小学校（2015年）
沖縄県立美咲特別支援学校（2015年）
福岡市立内浜小学校（2015、2016年）
福岡市立賀茂小学校（2015、2016、2019年）
福岡市立東箱崎小学校（2016年）
那覇市立石嶺小学校（2016年）
名護市立瀬喜田小学校（2016年）
福岡市立城原小学校（2016、2019年）
北谷町立桑江中学校（2017年）
石垣市立平真小学校（2017年）
福岡市立南福岡支援学校（2017、2018年）
福岡県立福岡支援学校 （2018年）
宮古島市立佐良浜中学校（2018年）
沖縄市立西原東小学校（2019年）
宮古市立結の橋学園（2019年）

難病の子どもたちとコの日コの時コの子と踊る『コ

ココのダンス』及び、パーキンソン病患者のための

『Draw for PD』を福岡で継続しています。

わが国では、これまで病患者に対してのダンスは、

リハビリの領域にしかありませんでした。

私が目指すのは、病患者を含め全ての人に踊る権利

を与え、彼らを含めた幅広い舞台芸術を創り上げて

社会へ芸術の可能性を広めていくことです。

この事業で、他の地域で多くの人々とダンスの作品

を創り上げていく事はもちろんのこと、医療や福祉

における舞台活動の経験値を上げ、多くの地域でこ

のようなダンスを「芸術」として紹介していくこと

に挑戦したいです。

所属カンパニー
ホームページ
E - m a i l
アーティスト在住地

アーティスト出身地

ワレワレワークス
https://www.manizia.com

wale_waleworks13@yahoo.co.jp
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