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Yoik and Kiyari Project 2018
2018年11月11日[日] 13:30開演（13:00開場）

茅野市民館コンサートホール

伝統の声が創る 新しい諏訪の力
Suwa’s New Dynamism Created through Traditional Voices

 コンサート出演者

ミッケル・ラスムス・ロイエ  Mikkel Rasumus Logje  （ノルウェー国立サーミ劇場）

ノルウェー国立サーミ劇場

サーミ音楽のコンテスト「サーミグランプリ」にも出演するヨイク・アーティスト。
さらにサーミ大学大学院で、サーミ言語の研究を専攻し、サーミ言語と文化の承継に取り組む。
父は、現在もトナカイの放牧を行っている。

1981年、ノルウェー北部のカウトケーノに設立された小さな劇団から始まる。
その目的は、サーミ語による作品を通し、サーミ民族のアイデンティティを高めること、
それと同時に、ノルウェー国内と海外にサーミ民族の文化を普及すること。
現在、劇団は、欧州各国、インド、日本など、積極的に国外へのパフォーマンスを行なっている。

カタリーナ・バルック  Katarina Barruk  （南サーミ劇場）

南サーミ劇場

世界中で、ほんの僅かしか現存しないウメ・サーミ人。出身はスウェーデン。
サーミ語を生きた言語として復活し広めるため、音楽とともに、熱意をもって活動している。
母はピアニストで、父ヨイク・アーティスト。サーミ民族の音楽フェスティバルであるRiddu Ridduで、
2012年の以来、数々の受賞をしている。2015年新譜Báruosをリリース。

ノルウェーの南サーミ劇場は、南サーミ語と文化を中心にした芸術活動を行なっている。
最近の10年間は、革新的な演劇と海外公演を通じて、活動の幅を広げ進歩を続けている。

茅野市木遣保存会
茅野市に伝わる木遣を後世に伝え永く保存するため、
茅野市内の木遣同好者により1986年に設立。
会員相互の親睦と毎月の練習を通じ、心をこめ、息のあった木遣を大切にしながら、
地域内でも積極的に木遣を披露し、木遣の普及に努めている。

【出演木遣師「木やり日本一コンクール」上社の部入賞記録】
最優秀賞:  神林守夫 / 宮坂和生
優秀賞:  宮坂文晴 / 小飼巻裕 / 植村直子

シグネ・ブルーデセット駐日ノルウェー大使   Ms. Signe Brudeset, Ambassador of Norway

オスロ大学で中国語・ノルウェー経済大学大学院で経営学・バルセロナ大学で国際マーケティングを修め、ノルウェー外務省に入省。
ノルウェー外務省安全保障政策部、北大西洋条約機構(NATO)駐ブリュッセル本部 事務総長オフィス副所長、
ノルウェー外務省広報部 副部長、ノルウェー外務省シリア・イラク担当特使、同省地域局中東・北アフリカ部長を経て、2018年10月より現職。

【来賓の紹介】

Yoik and Kiyari Project 2018 Global Team

企画  守岡伸彦（サミットコンサルティング  | Boazu-Education）

制作 Yoik and Kiyari Project 2018
プロデューサー  守岡伸彦 / 名取敏行（名取事務所）
演出  ハウクール J. グンナルソン（南サーミ劇場）
舞台監督 大島健司（Pカンパニー）

脚本 守岡伸彦
特別協力  ノルウェー大使館
助成 スカンジナビア・ニッポン  ササカワ財団
 長野県  地域発  元気づくり支援金活用事業
パートナー ノルウェー国立サーミ劇場 / 南サーミ劇場
主催  Yoik and Kiyari Project 2018
共催  茅野市民館指定管理者  株式会社地域文化創造
後援 エルシーブイ株式会社 / 信濃毎日新聞社

制作協力  諏訪大社 / エルシーブイ株式会社〈御柱祭映像〉
 富岡史棋〈ポスターデザイン〉
 アスカル・ミカル・ミエンナ / 守岡伸彦〈ポスター撮影〉
 アン・マイブリット・エリクセン / 茅野市木遣保存会〈ポスターモデル〉
 富岡不撓〈書〉
 宮澤佳子 / 守岡伸彦〈司会〉
 佐藤広崇 / 佐藤美帆（チルドレンズハウス）〈通訳〉
 長谷川紀子〈シンポジウムパネリスト〉
 高橋知子〈記録撮影〉
 松元 香 / 渡辺 葉 / 佐藤美帆〈プログラム翻訳〉
 cafe ZO / 勇 直子〈前日祭〉
 蔵元ショップ  セラ真澄〈セミナー会場〉
 中島恵理 / トム・クナップスクーグ/ 宮坂公美〈セミナー講師〉
 仙波亜美〈通訳〉
 株式会社トムス・エンタテインメント〈セミナー教材〉

コンサート運営  木遣とヨイク実行委員会 

運営協力  横山綾子（一般社団法人はれのひ） / 富士見高原リゾート  
 長野県諏訪清陵高等学校有志

協力  宮坂醸造株式会社 / 株式会社ヒトヒトプロモーション / 富士見  森のオフィス
 有限会社アップリンク〈映画『サーミの血』上映支援〉

木遣とヨイク / yoik and kiyariwww.boazu-edu.com
Supported by Norwegian Embassy Tokyo
 Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
 Nagano prefecture, Japan
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北欧ノルウェーの先住民族、サーミの声、ヨイク。
御柱祭で神への感謝と安全を祈り、空に突き抜ける木遣の声。
自然と歴史に育まれた伝統の声が、世界で初めて一つの空間に響きます。

その地ならではの自然、そこで育まれた言葉、習慣、歴史。
守られてきたものが持つ、ちから強さと美しさがあります。

一方、現代の流れの速い生活は、過去と将来を不連続にしてゆきます。

その暮らしの中で、私たちにとって、変わらず残すべきものとは何でしょうか。
広がる世界との関わりをより良くするとき、大切なものは何でしょうか。

森と湖のある諏訪の国が、平等の国、ノルウェーとつながり
若い世代にとって、限りない将来を創る場となりますように。

　　　　　　　　　　Yoik and Kiyari Project 2018   Global Team

プロデューサー   守岡伸彦

き やり

木遣とは
　長野県の諏訪地域で、かぞえで7年に1度行われる御柱祭。山から切り出された
御柱と呼ばれる大木を動かします。その重さは1本あたり10tと言われ、多くの氏子たち
が力を合わせなければなりません。木遣は、山の神への感謝として、また氏子たちの
作業の安全と湧きおこる力を願い、山と里に響き渡る独特の高い声です。諏訪地域
の伝統と共にある木遣ですが、木遣師の高齢化が進み、その承継が難しくなりつつ
あります。木遣とヨイクの共演が、諏訪地域伝統の声の魅力を、改めて見直す機会
になることを願っています。

御柱祭とは
　日本最古の神社のひとつに数えられる諏訪大社。諏訪大社が司り、寅と申の年
に行われるのが御柱祭です。上社、下社それぞれに、樹齢200年にもなる直径
約1m、長さ約17m、重さ約10tのモミの大木8本を山から切り出し、1000人とも
2000人とも言われる、氏子の人力のみで曳行して、諏訪大社の各社殿の四隅に
建てられます。
　御柱祭は、神事であるとともに、観衆にとって、たくさんの見どころがあります。4月の
「山出し」では、巨木の御柱が坂を下る「木落し」、上社では冷たい雪解けの水が
流れる川を渡る「川越し」などの勇壮な見せ場。5月の「里曳き」では、時代絵巻が
たくさんの観衆を楽しませてくれます。次の御柱祭は2022年。ぜひ世界のみなさんに、
諏訪の自然と歴史に思いをはせる、このお祭りをご観覧いただきたいと思います。

おんばしら

えい  こう

ヨイクとは
　ヨイクのルーツは、サーミ民族の伝統的な即興歌です。その対象として、太陽や月、
山や川など、自然の成り立ちをストーリーのように、また感謝の気持ちを賛歌のように
歌うこともあれば、大切な人、家族、友人などへの気持ちを歌うこともあります。 とくに、
声の使い方は特徴的です。ヨイクを一言で言い表すのは、難しいですが、サーミ民族
の「心の声」という理解で聴いてみてはどうでしょうか。サーミ民族が住む北極圏の
自然は、どこか霧ヶ峰高原から八ヶ岳連峰を臨む風景に似ています。ヨイクが、諏訪
地域のみなさんの心にも響きますように。

サーミ民族とは
　サーミ民族は、北ヨーロッパの北極圏に何千年も住んでいる先住民族です。現在、
ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、そしてロシアにまたがって住んでいますが、もともと
は国境に関係なく、トナカイ放牧と漁業で生活をしてきました。
　しかし国の統治や強制的同化が何世紀も続いたため、固有の言語と文化は、20
世紀の半ばには絶滅の危機へ。一方、1980年頃、水力発電所建設によるトナカイ
放牧地の破壊をきっかけに、軽視してきた先住民族への注目が集まりました。サーミ
民族も、自らのアイデンティティを取り戻す勇気を持ち、その文化や歴史をサーミ語の
演劇作品として発表。今回来日するノルウェー国立サーミ劇場・南サーミ劇場は、
その中心的な役割を果たしてきました。現在、サーミ語はノルウェーの公用語となり、
サーミ民族は、伝統文化を正規の教育プログラムとして学ぶこともできます。

木落しの様子 www.visitnorway.com茅野市木遣保存会のみなさん

©Åshild Kanstad Johnsen/ TMS

www.visitnorway.com

関連イベント─ノルウェーの環境保全や社会を学ぶために

プログラム

─舞台展開─

ミッケル・ラスムス・ロイエ  Mikkel Rasumus Logje  （ノルウェー国立サーミ劇場）

カタリーナ・バルック  Katarina Barruk  （南サーミ劇場）

ヨイクサーミ民族には、様 な々出身がある。出身が異なると、互いのサーミ語も通じない。北サーミとウメ・サーミ、
出身が異なる二人のアーティストが、互いの出身を越えてサーミ民族としてヨイクを歌う。
北極圏の厳しい自然から生まれた、どこか憂いを帯びた声は、この諏訪にどのように響くだろうか。

映像協力 諏訪大社 / エルシーブイ株式会社
プロローグ 神林守夫
伐採 小飼巻裕
山出し・綱渡り 宮坂和生
曳行 清水美代子
大曲り 上原新治
子の神 牛山和利
木落し 木島一夫 / 今井文子
川越し 宮坂文晴

木遣師

ヨイク歌い手

御柱屋敷 植村直子
里曳き・綱渡り 牛山武彦
前宮 三浦房和
本宮 山田圭子
建て御柱 牛山和利
建て御柱2 松浦美香 / 宮坂文晴 / 神林守夫
エンディング 宮坂和生

木遣 かぞえで7年に一度だけ行われる御柱祭。
その全行程を、茅野市木遣保存会が鳴く18の木遣唄と厳選された御柱祭の映像で紹介する。

共演パートの木遣唄 こころをそろえて おねがいだ 上原新治
姉さも年寄りも おねがいだ 三浦房和
千代に八千代に おねがいだ 牛山武彦

共演─木遣とヨイク
伝統の声を、会話のように掛け合わせる世界初のコラボレーション。木遣師が、心を込めて選んだ3つの木遣唄。
その声に、ヨイクが即興で応える。出演する茅野市木遣保存会最長老は80歳。
国と地域、言葉や世代を越える伝統の声の響きにご注目ください。

はじめに （約15分）　長野県 / ノルウェー大使館1

コンサート （約１時間）　司会: 宮澤佳子 / 守岡伸彦

｢木遣とヨイク─伝統の声の共演」
3

おわりに  （全員）    フィナーレ。世界で初めて英語で表現する木遣。 観客席も出演者も、全員でヨイサの声を合わせます。4
諏訪の森で
環境保全を学ぼう
（5月26日）

諏訪の高校生
ノルウェー大使館
外交官と対談
（6月12日・9月6日）

ノルウェーに学ぶ
男女平等!
女性が輝く諏訪づくり
（9月6日）

映画
｢サーミの血｣上映会
（10月14日）

北欧と諏訪をつなぐ
食卓の会
─前日祭
（11月10日）

ノルウェー
国立サーミ劇場と
打合せ
（8月30日－9月2日）

シンポジウム （約40分）　パネリスト: サーミ・アーティスト / 長谷川紀子氏　 ファシリテーター: 守岡伸彦

｢サーミが語る消えゆく文化の承継について｣
長い迫害を経て、サーミ民族は、禁じられた自らの文化や言語を復活させてきた。若い世代のサーミは、いま、なぜ
自らそれらを表現しようとするのか。そこに葛藤はあるのか。将来に向けて、やるべきことは何か。出演するサーミに問う。 

特別協力: 長谷川紀子（名古屋大学  教育学博士・愛知工業大学  基礎教育センター非常勤講師）

2

May Peace Continue We Pray For You Yoisa, Yoisa, Yoisa
 　　　  　 (Kiyari in English by Kazutoshi Ushiyama)

メイ   ピース   コンティニュウ ウィ   プレイ   フォー   ユウ ヨイサ   ヨイサ   ヨイサ
 　　　  　 (みなさまごぶじで   おねがいだ   よいさ   よいさ   よいさ　 牛山和利 ) 木遣翻訳: 渡辺 葉


