特集

新しい祭りが地 域を活気づける
―

演劇・ダンス・音楽・マルシェ

日本各地の伝統的な「祭り」は、
地域コミュニティーの絆を深めてきた。
現在も伝統的な「祭り」が継承されるとともに、
「新しい祭り」が各地で自然発生的に生まれ、
進化してきた。
アートフェス、
演劇、
ダンスには、
若者をはじめ多くの観客が集まり、
会場では縁日が立つようにマルシェが開かれる。
ゲリラ的なライブイベントから始まり、
行政もサポートして地域の一大行事となった「橋の下世界音楽祭」。
琉球王国の歌舞劇が全国各地の青少年向けの演劇として変化を遂げた「現代版組踊」など、
「新しい祭り」が生まれ、
地域に活力を与えてきた。新型コロナウイルスの影響で多くのイベントが中止になっているが、
アートや祭りは戦乱や災害、
疫病を乗り越え、
人々を幸福にしてきた。
「新しい祭り」が蘇る日を願いつつ、
祭りを生み育んできた人々の取り組みと、
祭りが地域で果たす役割について考える。
写真提供 ● 大石慶子
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橋の下世界音楽祭（愛知県豊田市）のクラ
イマックス。楽団の演奏する音頭に合わせ、
老若男女が身体を揺らす。

12

特 集
座談 会

構成 ●風日舎

撮影 ●藤牧徹也

ています。大石さんにも取材いただい

っている人たちが増えているなと感じ

えながら、自分の思い通りの風景を作

としている中で、そこをうまく読み替

法律や条例など旧来の行政が旧態依然

治体などでも盛り上がっていますが、

影山 近年、公共空間の活用が地方自

ＬＡＮＤ」という地元豊田市に住むバ

ね。主催・運営は「ＴＵＲＴＬＥ ＩＳ

らためて話を聞かせてもらったんです

ら関わらせていただいていて、今回あ

いますが、僕も２０１２年の１回目か

高岡さんも取材されて記事を書かれて

大石 「橋の下世界音楽祭」
については、

生まれたのでしょうか？

チしやすいフォーマットはどのように

た「橋の下世界音楽祭」（ ページ）は、

細分化するフェスから
多世代を包括する祭りへ
れにも見られる多世代の人たちにリー

地域社会の祭りのあり方に変化の兆しが見られたのは、
２０１１年の東日本大震災以降のことだ。
そこから自然発生的に現れた多様な新しい祭りについて
祭りの現場を数多く取材してきた編集者・ライターに
それぞれの視点で語ってもらった。

影山裕樹・大石始・鈴木理映子・高岡謙太郎

地域を元気づける
「新しい祭り」
のあり方

特集

だなと思います。今の音楽フェスの流

楽フェスになっていて、非常に現代的

しながら若い人も参加できるような音

従来のお祭りのスタイルをうまく活用

クバンドなんですけど、和太鼓が入っ

っと変わっていて、大所帯編成のロッ

なっているんです。このバンドはちょ

ンドとその関係者、仲間たちが中心に

災をきっかけに、自分たちで祭りをや

いたそうなんです。それが東日本大震

や祭りをやるんだとビジョンを持って

いて、ジャンル的に特化したものにな

野外フェスはこの数年特に細分化して

っていたんですが、僕の感覚としては、

うと、彼らはまだ言葉にできないと言

フェスと祭りの違いは何なのかとい

ョンの一つに、多種多様な人を踊らせ

っている音楽関係者たちのモチベーシ

いろ増えているんですが、そこで関わ

トをアップデートした形のものがいろ

で、既存の盆踊りや祭りのフォーマッ

音楽祭」に限らず、東日本大震災以降

の特集で取り上げるようなお祭りは、

っていたと思うんですね。だけど今回

主役アーティスト）を見るために集ま

スでは、ヘッドライナー（フェスでの

るような気がします。従来の音楽フェ

思いの人たちがここのところ増えてい

ったりで、地元で盛り上げたいという

した。ただ、そういったジャンルごと

ろうというモチベーションに結びつい

ったり、ダンスミュージックでもある

るとか、多種多様な人たちの中でやる

個別の出演者よりも、その地域に足を

ーチしようという傾向が、今という時

ていったということです。

傾向の人たちが集まるフェスだったり、

ということに面白さを見出していると

運ばないと体験できない祭り全体の雰

らは音楽フェスではなくて、祭りをや

ＩＳＬＡＮＤはそれまでフジロックや

ある決まった嗜好の持ち主が集まるも

いうことがあるんじゃないかと思うん

囲気を楽しみたいという催しが多いか

ていたり、伝統芸能に関して昔から意識

イギリスのグラストンベリー・フェス

のになっていると思うんですね。彼ら

ですね。

な。

のフェスではなく、地域性に魅力を感

ティバルなどの国際的なフェスから手

に満たされない空虚感があったという

影山 高岡さんには、書籍『あたらし

代には合っているんでしょうか？

作りの小さなフェスまで、さまざまな

のは、そういう中で演奏するのではな

い「路上」のつくり方』の中で、
「橋

るんだという意識がしっかりとあるん

野外フェスに出ているんですが、この

くて、もう少し多種多様な人たちが集

の下」や商店街のレイヴについても紹

的に取り入れている。１９９９年の結

前、メンバーの永山愛樹くんが言って

まる場所で自分たちは音楽をやりたい、

介していただきました。最近はバンド
影山 例えばシャッター商店街を盛り

じたり景気が悪いから遠くに行けなか

い た の は、今 ま で フ ェ ス で 演 奏 し て

もしくはそういう場所で祭りをやりた

マンやアーティストの人たちが、自ら

上げたいということで、商店会の重鎮

大石 そう思いますね。
「橋の下世界

いても、どこか空虚感があったと。ぱっ

い、そういう思いがあったんじゃない

商店街の人ときちんとコミュニケーシ

たちが自治体の補助金をもらって小さ

ですね。

と盛り上がることで、音楽によって癒

かなと。

ョンを取りながら表現の空間を作って

ながやまよし き

クトロニック・ダンス・ミュージック）

クノが流行り、最近ならＥＤＭ（エレ

ックが流行り、フォークが流行り、テ

ェスは輸入されていると思います。ロ

高岡 音楽ジャンルの流行によってフ

ェスの傾向はどうでしょうか。

「セルフ祭」（

ういう祭りが生まれるのだと思います。

て周囲の大人を説得していくことでそ

特に若い人たちが中心となって発案し

ちがカッコイイと思っているものを、

とお客さんも来ないですよね。自分た

散見されますが、やっぱり工夫がない

ページ）は、どういう
が流行って、その時代に生まれたジャ
ンルのフェスの様式が輸入されていま

枠組みですか。

44

そ の 背 景 を 聞 く と、ＴＵＲＴＬＥ

やされる気持ちがあるのはわかるし、

影山 自分たちの世代やコミュニティ

盆踊り・祭りと出会う旅

ローカルで個性的な
祭りが増えている

楽しいのは楽しいのだけど、どこか満

なイベントを開催する事例が地方では

成当初から、自分たちがいつか盆踊り

写真左から影山さん、鈴木さん、大石さん、高岡さん。

いるように思うんですけど、最近のフ

あたらしい「路上」のつくり方

ーだけでなくて、他の世代にもアプロ

影山裕樹・編著
（DU BOOKS、2018 年）

たされない感覚がずっとあったと。彼

ニッポンのマツリズム
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大石 始・著
（アルテスパブリッシング、2016 年）

新しい祭り が
地域を活気づける

特集

影山 どんな雰囲気なんですか。

たら定着してしまったみたいな。

いな話をして無理やり毎月やっていっ

これをやりたい、あれをやりたいみた

て、ああだこうだ、ワイワイ、おれは

りて、そこにみんなが集うようになっ

商店街の一角に自分たちの事務所を借

るようになったんですね。シャッター

たんですけれど、そこから毎月開催す

す。仲間を集めて「セルフ祭」を始め

がお祭りをやろうと言い始めたもので

連のイベントとしてアーティストの方

高岡 もともとはアートイベントの一

的な人もいたようですけど。

人もなじんでしまったと。最初は否定

お祭りを行う状況になって、商店街の

たむろする場所もできつつ、年に一回

ずっと続いているんですよね。若者が

それがお祭りが始まってから７、
８年

の事務所がイベントスペースになって、

入る場所がなかったんですけど、祭り

てきました。今までは商店街に若者が

高岡 商店街に若者が入るようになっ

く地域にどんな影響を与えましたか？

影山 実際、主催者が楽しむだけでな

りだと思っていて。

や場所含め、東京では成立しないお祭

ら、奇祭になってしまったという。人

で祭りを作ることをテーマにしていた

のノリだなと思いますよね。自分たち

んでもあり」みたいな、関西ならでは

り文化が広く知られるようになったの

「ダンシング・ヒーロー」で踊る盆踊

が多いんですよ。例えば荻野目洋子の

年、ＳＮＳ経由で広まっていったもの

大石 盆踊りに関して言うと、ここ数

んですが、どうでしょうか。

て大きくなる可能性があるかなと思う

までの感覚からいくと異質な盆踊り文

広まって、近年お客さんが増えた。今

をするんですが、それもＳＮＳ経由で

ディング会社対抗のど自慢大会」みた

もありますね。新宿の「新宿三井ビル

りはなかったんですが、Ｔｗ ｉｔｔｅ

「ダンシング・ヒーロー」で踊る盆踊

れまでは東海地区や関東の一部でしか

徴だと思います。よりローカルで、よ

が殺到するようになったのも現代の特

ーネットによって、動画で拡散して人

ったものがＴｗ ｉｔｔｅｒ とかインタ

知らなかった、マイナーなイベントだ

で踊ります。ものすごい盛り上がり方

模の大きな盆踊り大会で、「一休さん」

いる「み霊祭り納涼盆踊り大会」は規

神奈川の曹洞宗大本山總持寺でやって

で、全国的に知られるようになった。

ｒ やＹｏｕ Ｔｕ ｂｅ で拡散されたこと

ここ数年の状況としてあるかな。
最近メディアで取り上げられること
の多い「中野駅前大盆踊り大会」もそ
うですね。もともとは町内でやってい
た地域の盆踊り大会だったんですけど、
あ げ はびじょう

活気を失いつつあった地元の盆踊りに
対して危機を持った鳳蝶美成さんとい
う日本民踊鳳蝶流の家元師範が数年前
から改革を進めていて、Ｐｅｒ ｆｕｍ
ｅ やきゃりーぱみゅぱみゅの楽曲に既
存の盆踊りの振り付けで踊る、という
ことを始めたんです。最近はボン・ジ
ョヴィやクイーンを盆踊りと融合させ、
それがＳＮＳやテレビなどのメディア
で紹介されて広まったんです。

舞台芸術・アートフェスが
地域にもたらすもの
影山 その話の流れから、演劇、舞台
という点でお聞きしたいのですが、そ
この地域に根ざした舞台芸術やアート
プロジェクト、そういうものがこれか
ら増えていくし、そういうものを残し
て継承して大きくしていくことが、大
事なんじゃないかと思うんです。

ページ）もい

ーションも保っているというようなあ
り方が見られます。
影山 「現代版組踊」（

ま全国に広がっていますが、どういう
仕組みになっているんですか？
鈴木 現代版組踊は、もう 年ぐらい
やっている中高生による舞台です。当
時の沖縄の勝連町（現うるま市）の教
育長が、子どもの居場所づくりと人材
育成のために、小浜島で地域フェステ
ィバルを成功させていた詩人で演出家

て成立した地域おこしのムーブメント

なり観光客なりを呼び込むことによっ

その彼らが根づき、新たな仲間や観客

時、劇団やアーティストがやってきて、

取り組む芸能や市民劇とは別に、ある

っていました。それは、地域の人々が

にするというのが、一つのモデルにな

をいきなり国際的な舞台芸術の最前線

スティバル」のように、田舎の山の中

富山県の利賀芸術公園での「利賀フェ

鈴木 以前は「地域の演劇」といえば、

たちと演劇体験をシェアしていくよう

ようというようなやり方で、地元の人

きたら今度はリーディングをやってみ

近なことを劇にしてみよう、それがで

す。戯曲講座のような形で、自分の身

共有できる場を作っていくかは重要で

いだけに、どのように地元の人たちと

行く側のローカルに対する期待が大き

ているケースのほうが多いでしょうし。

一度は都市の演劇を経験してからやっ

鈴木 そうですね。地元出身の人でも、

かなという気がしますが。

て継続させていく、ということが大事

新 し く 始 め た 人 た ち が、責 任 を 持 っ

影山 それも元々あるものではなくて、

りますし、イベントにゲスト出演した

ミュニティーを作っているところもあ

って、地元でかなり大きなファン・コ

塚歌劇のもどき劇団のようなものもあ

居もあります。面白いところでは、宝

や神事の余興のような形で上演する芝

いる団体もあれば、地元の人がお祭り

うなストレートプレイを上演し続けて

鈴木 いわゆる「新劇」と呼ばれるよ

ていろいろありますね。

と思いますが、演劇のフォーマットっ

地方の素人演劇もリサーチされている

影山 鈴木さんは現代演劇だけでなく、

町の人たちにも浸透しているようです。

う取り組みで、小規模ですが、徐々に

バル まちドラ！」は、まさにそうい

た。そこで、その城主だった人物を主

りますが、子ども達にはなじみが薄かっ

です。町には勝連城跡という旧跡があ

の平田大一さんを呼んで、舞台の演出

です。ただ、今は不景気もあるのかも

な試みもあります。宮崎県の三股町で

「中野駅前盆踊り大会」

人公にした組踊をつくろうと考えたわ

と中高生の指導を依頼したのが始まり

しれませんが、もうちょっと、規模は

りすることで活動の場を広げ、モチベ

（写真提供：大石慶子）

化がＳＮＳによって広がっているのが、

高岡 大阪ならではの「面白ければな

影山 面白い祭りということでは、立
も、明らかにＳＮＳ時代以降です。そ

（写真提供：高岡謙太郎）

石の
「立石ラップのど自慢」（ ページ）

いな、 年以上やってきたのに、誰も

りとがったもののほうが、実は拡散し

の協働自体を活動の軸にするやり方が
注 目 さ れ て い る と 思 い ま す。鳥 取 県
の（鳥取市）鹿野町を拠点に活動する
「鳥の劇場」
が主体となって開催してい
る「鳥の演劇祭」（ ページ）も、利賀
にならいつつ、まち歩き演劇の開催や
高齢者との作品づくりといった、より
社会包摂、地域密着を意識した内容に
なっています。
「祭り」に限らず、首
都圏での生産／消費のスピードから逃
れて、地方での活動に活路を見出すつ

20

48

行われている「みまた演劇フェスティ

くり手も多いです。

32

40

小さくても、地元のコミュニティーと

（写真提供：大石慶子）

「新宿三井ビルディング会社対抗のど自慢大会」
「み霊祭り納涼盆踊り大会 」

編集者、千十一編集室代表。
『ロー
カルメディアのつくりかた』など著書・
編著多数。ウェブマガジン「EDIT
LOCAL」を運営する他、全国でメデ
ィアづくりやまちづくりを行う。

高岡謙太郎さん

39

影山裕樹さん
世界各地の音楽・地域文化を追いか
けるライター。旅と祭りの編集プロダ
クショ「B.O.N」主宰。主著に『奥
東京人に会いに行く』
『ニッポン大音
頭時代』など。

鈴木理映子さん

大石始さん
「シアターガイド」編集部を経て、ライ
ター、編集として活動。近年は地域
のアマチュア演劇の調査にも携わ
る。成蹊大学文学部芸術文化行政
コース非常勤講師。
オンラインや雑誌で音楽、アート、カ
ルチャー関連の記事を執筆。共編著
に『ダブステップ・ディスクガイド』
『ベ
ース・ミュージック ディスクガイド』
『ピ
クセル百景』など。
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新しい祭り が
地域を活気づける

新しい祭り の
誕生と成長

取材は４月１日までに行われた。本文内の開催予定は４月

日現在。
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東日本大震災以降、
分断されたコミュニティー再構築のために
生まれた愛知県豊田市の「橋の下世界音楽祭」を筆頭に、
伝統芸能をアップデートさせ沖縄から
全国に飛び出した「現代版組踊」、
鳥取で世界的に注目を集める「鳥の演劇祭」、
大阪で自然発生的に生まれた「セルフ祭」など、
地域に溶け込みつつある「新しい祭り」。
ここからは、
これまでの主催者の取り組みを中心に、
地元の人々や自治体をどう巻き込み、
発展させてきたのか、
具体的に見ていく。

「橋の下世界音楽祭」
（愛知県豊田
市）は2012 年に始まった新しい祭り
の代表格。来場者の多くが衝撃を受
け、それをきっかけに各地で新しい祭
（写真提供・大石慶子）
りが立ち上がった。

橋の下世界音楽祭

［愛知県豊田市］

工業都市の新興の祭りが
地域を巻き込む一大行事に

「自分たちの祭りがなければ、
作ってしまえばいい」
トヨタ自動車の企業城下町として発
展してきた愛知県豊田市。そのシンボ
ルともいえる豊田大橋の下に広がる広
大なスペースに、１年のうち３日間だ
け「新しい町」が現れる。そこには江
戸時代の横丁にタイムスリップしてし
まったかのような出店が並び、さまざ
まな歌と踊りが繰り広げられる。
２０１２年（平成 ）から始まった
「橋の下世界音楽祭」
。音楽祭と名付け
られているものの、この祭りは通常の
音楽イベントとはだいぶ趣を異にする。
ロックバンドと阿波おどり、ラッパー
と盆踊りが同じように舞台に上がり、
郷土芸能やアジアの民俗芸能が観客を
魅了する。会場のどこかで突然弾き語
りライブが始まったかと思えば、その
横で大道芸人がパフォーマンスを始め
るなど、混沌としたラインナップは祭
りそのもの。タイムテーブルがしっか
り決まった音楽イベントとは違い、ど
こで何が始まるか分からないのも「橋
の下世界音楽祭」の特徴だ。
入場料は投げ銭制。来場者は楽しん
だ分だけ専用の箱に金銭を投げ入れる
ことになっている。スタート当初は県
外からやってきた音楽好きが来場者の

中心だったが、回を重ねるごとに地元
住民の数も増加。子どもや年配の姿を
見かけるようになったほか、噂を聞き
つけて遠方からやってくる人たちも増
えた。
「橋の下世界音楽祭」の運営の中心を
担っているのは、豊田市を拠点とする
ロックバンド、
「ＴＵＲＴＬＥ ＩＳＬ
ＡＮＤ」のメンバーとその仲間たちだ。
祭りを始めるきっかけとなったのは、
２０１１年の東日本大震災だったとい
う。バンドの中心メンバーでもある永
山愛樹さんはこう話す。
「震災以降の流れのなかで人と人がど
んどん分断されていったじゃないです
か。そうした分断を超えて、みんなで
ハイタッチする方向に向かわないと、
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どうにもならないんじゃないかと思っ

橋の下世界音楽祭の主催メンバー。
左から根木龍一さん、永山愛樹さん、
竹舞さん。

自動車の町・愛知県豊田市で、
２０１２年開始と歴史は浅いが、
すっかり地域に根付いた祭りがある。誰もが楽しめるフェスとして、
地元のロックバンドが中心となって始めた「橋の下世界音楽祭」だ。
矢作川の河川敷で、
ロックのステージや郷土芸能、
大道芸にみんなが熱狂する。
住民はもちろん、
行政やメディアを巻き込み、
その影響は各地に及んでいる。
取材・文 ●大石 始 撮影・写真提供 ●大石慶子、大石 始
写真提供 ●矢作川水族館、矢作川感謝祭、
ど田舎にしかた祭り、芋蔓寄席

「橋の下世界音楽祭」は日が落ちてから、さらに盛り上がりを増す。のぼりやちょうちんといった和な意匠を凝らしたアイテムも祭り気分を盛り立てる。

特集

く

み

［沖縄県うるま市］

お ど り

現代版組踊

子どもが
主役の舞台が、
地域を変えた
肝高の阿麻和利
きむたか

あ

ま

わ

写真提供 ●あまわり浪漫の会

り

２９４５人という、数ある市民劇のな

撮影 ●久高友昭

一度きりのイベントのはずが、
またたく間にまちの看板となり、
地域おこしのモデルにも目されるようになった市民劇がある。
の出演者は中高生。
沖縄県うるま市の現代版組踊『肝高の阿麻和利』
地元の歴史、
伝統芸能を掘り起こし、
現代風にアレンジした
祝祭感あふれる舞台は、
大人と子どもをつなぎ、
地域に活気をもたらし、
今では、
市のあらたな「産業」
にもなりつつある。
取材・文 ●鈴木理映子

現代版組踊『肝高の阿麻和利』は、
総公演数３３４回、のべ動員数約 万

骨太な歴史物語を彩る歌、踊り。力

かでもひときわ大きな成功を収めた企

英雄を蘇らせた
子どもたち
強い太鼓の音、
〝ハイヤ、イヤササ〞

）
。

画だ。始まりは１９９９年（平成

祝祭空間へと変容させる。出演者はす

人）が、
「地元の勝連城の 代目城主・

（故
旧勝連町の教育長、
上江洲安吉さん

う え ず

の掛け声が響くフィナーレは、劇場を

べて地元、沖縄県うるま市の中高生。

。

その生き生きとした表情、キレのある

たちに演じさせたい」と、詩人で演出

阿麻和利の半生を組踊にして、子ども

―

をやっているらしい」と２０００年３

会に子どもが集まって何か面白いこと

るものでもなかった。だが「教育委員

ようなことも起きましたから、だんだ

ち長期欠席や不登校の子が学校に戻る

んだ』としつこく言いました。そのう

たうえでの活動だから、スペシャルな

僕に教えてくれますから（笑）
」

はいい人なんだよ、知ってる？』って

の運転手さんまで、
『阿麻和利、本当

〝きむたかプライド〞です。タクシー

（勝連を含む与勝地域の人）といえば

た。でも今は
〝ヨカチャー〞

下するようなところがあっ

み思案で、どこか自分を卑

連の子どもといえば引っ込

もたちの心の変容です。勝

ばん大きかったのは、子ど

効果がありましたが、いち

数が増えたり。たくさんの

ばらだった勝連城の入城者

る子が出てきたり、人もま

中から東京六大学に進学す

だ。
「 阿麻和利メンバーの

プロジェクトの最重要人物

進をリードしてきた、この

そして「現代版組踊」の躍

など、
『肝高の阿麻和利』
、

内外での巡演も実現させる

りのかたち」として捉えている。
「最

現代版組踊を、平田さんは「新しい祭

の世界にアクセスする阿麻和利の舞台、

現代文化の視点、手法で古典、伝統

ッとして、長老たちが喜んでいます」

見直されたのか、今は元の踊りもピシ

したことで、かえって原曲の力強さが

だけだった。でも、舞台用にアレンジ

モチベーションのない踊りを披露する

細々と学校で教えられ、子どもたちが

うだ。
「浜のチョンダラーなんかは、

統芸能への関心は、むしろ高まったそ

えていくことを通じ、子どもたちの伝

劇中に組み入れ、今風のアレンジを考

のエイサー」「浜のチョンダラー」
）を

（
「平安名のてんてんぶいぶい」「平敷屋

かなり趣が異なる。だが、地元の芸能

演じられる伝統の歌舞劇「組踊」とは

動きは鮮やかに、目に焼きつく

月の本番は１５０人の出演者が集い、

んと先生の方が見学に来られるように

劇」と言っても、そう簡単に理解され

学校からかき集めた７人。
「組踊」「演

１回目の稽古の参加者は、地元の中

というのが上江洲さんの願いだった。

どもたちに地域への誇りを持たせたい

じ「組踊」をもってひっくり返し、子

とのない存在だった。その状況を、同

の、地元でもほとんど振り返られるこ

実際には名君との言い伝えもあるもの

討』の敵役としても知られた謀反人。

うち

能「 組 踊 」の 代 表 的 な 演 目『 二 童 敵

に どう てき

えて城主の阿麻和利は、沖縄の伝統芸

たちにはあまりなじみのない場所。加

録を控えていたものの、地域の子ども

当時の勝連城は、翌年に世界遺産登

まる。

４２００人の観客の前で、懸命に演技

家の平田大一さんに依頼したことに始

10

なったんですけどね」と、子どもたち

現代版組踊『肝高の阿麻和利』は、15 世紀の中ごろに勝連半島を治めた阿麻和利の名君としての生きざまを描く。肝高とは「誇り高い」の意。

し、歌い、踊る一大イベントとなった。
「夜の稽古の時には、僕もマイクロバ

藏當慎也さん。中学校１年生の時に伝統芸
能を担当する子ども会の一員として初参加。
中学３年生の時に男性アンサンブルとして正
式参加する。2011年に若干21歳にして、
TAO Fａｃ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙを引き継ぎ、現代版組踊の普
及、発展に努める。

ることがないように『舞台は逃げない

迎もしていました。また学校と対立す

に届け、同市内のきむたかホールを拠

という子どもたちの要望を上江洲さん

平田さんはその後も
「またやりたい」

「現代版組踊」と、首里方言を使って

楽、ダンスを用いたミュージカル調の

ても、標準語に近い台詞、現代的な音

実のところ、同じ「組踊」とはいっ

つくるのは
地域のコンテンツ

から。学校や部活動、習い事をきちん

点とした自主財源による定期公演、県

んは振り返る。

を指導し、伝説の初演に導いた平田さ

長谷川清博さん。娘さん、息子さんが阿麻
和利メンバーとして活躍し、卒業した後も、あ
まわり浪漫の会の活動を支えてきた。 現在
は、「現代版組踊推進協議会」相談役とし
て、全国に16ある団体の連携に努め、現
代版組踊の普及に貢献している。

とやったうえで来なさい。それができ

スを運転し、参加する子どもたちの送
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19

11

平田大一さん。 大学卒業後、地元
小浜島で農業体験塾や「ばあちゃん
合唱団」を創設した経験が「地域お
こし」への思いを育んだ。

新しい祭り が
地域を活気づける

立石ラップのど自慢

［東京都葛飾区］

いつも見かける人たちの
心境を歌詞に
地元民をつなげるラップ

撮影 ●寺沢美遊︵

〜 ページ︶ 写真提供 ●鹿野貴司︵

昭和の町並みが残った飲み屋街とし
て知られる立石︒その商店街のアーケ
ード内に作られたステージから︑ビー
トが鳴り響く︒ステージに立ってラッ
プするのは︑葛飾区議会議員︑高校Ｐ
ＴＡの役員︑靴屋の店長︑母娘︑子ど
もたち︑地元のラッパーなど︒立石に
縁のある多種多様な人たちが︑思いの

京成立石駅周辺の５つの商店会によ
たマチーデフさんは︑自作の曲だけで

もともとラッパーとして活動してい

ラップが立石に
定着するまで

てそこから企画書を作り︑立石フェス

細谷さんもそのアイデアを気に入っ

妙案を思いついた︒

ちにオリジナルのラップをしてもらう

のと同じような枠組みで︑地域の人た

所の新藤さんや妃和子さんに言われた

には﹁別に私はやりたくないけど︑近

立する人数は集まった︒最初の練習日

人が声を掛けて︑初回のイベントが成

た︒それだけでなく︑地元に顔が利く

いてビラを配り︑参加者集めに奔走し

〜 ページ︶

る連合組織﹁立石駅通り商店会﹂が主
なく︑ＡＫＢ などのアイドルや専門

タの運営会議でプレゼンテーションを

から来たの﹂という人まで参加するこ

丈を詰め込んだ言葉を歌い︑近所の人

催し︑毎年９月に開催される︑立石で
学校でのラップの指導︑ＣＭの楽曲制

して︑開催することになった︒最初は

とに︒

たちを沸かす︒他の町にはない熱狂的

最も大きい年に一度のイベント﹁立石
作などへと活動の幅を広げていた︒そ

前例がないので︑不安の声もあがった

な光景だ︒

フェスタ﹂
︒昨年で 回の開催を迎え︑
の 活 動 の 中 で︑ＹｏｕＴｕｂｅの 番 組

るさまざまな催し物が行われる︒
その中で異色の存在が︑２０１６年

たり︑一緒に飲みに行ったり

に花束を持って見に来てくれ

チーデフさんが出演した映画

あって︑すぐに距離が縮みマ

わらずＳＮＳの達人︒それも

歳近い人生の先輩にもかか

うな陽気さを持つ細谷さんは︑

人懐っこいイタリア人のよ

ひかれて交流が始まった︒

り合い︑彼のキャラクターに

えたり︑本人たちに自信を持たせるこ

まれば︑そこからラップの楽しさを伝

とに自信があって︑やりたい人さえ集

験があるから素人にラップを教えるこ

と思いました︒僕は今までの仕事で経

ようなコンテンツを作った方が面白い

ちが主役になってパフォーマンスする

魅力を持った人が多いから︑その人た

﹁細谷さんのように住んでる人自体に

れだった︒

プロセスを踏んで本番に向かう︒もち

ップのクオリティを上げていくという

どんどん歌詞にしていく︒そこからラ

リジナルで︑本人の口から出た言葉を

たり合計５時間は練習する︒歌詞もオ

６月からほぼ毎週練習を行い︑１組あ

部教えなければいけない︒参加者は︑

方から始まって歌詞の書き方まで︑全

と親交を深めていった︒

入れてくれたのはありがたかったです﹂

とはできます︒前例のない企画を受け

︵マチーデフさん︶

そんなある日︑細谷さんが運営委員
の一人でもある立石フェスタの中で︑

いかとマチーデフさんに持ちかけた︒

とって唯一の不安は︑参加者が集まる

いうこともあって︑マチーデフさんに

商店街のお祭りでラップは初開催と

ラップのど自慢﹂
︒町の住人がラップ

もともと立石フェスタはサンバカーニ

かという点︒企画が通ってからは︑９

何か新しい面白い企画をやってくれな

を披露するという前例のない催し物は︑

バルが定着して有名だったが︑それに

月に開催されるフェスタに向けてラッ

んと︑立石の商店街で靴屋を経営する

ラッパーとして活動するマチーデフさ

代わるものを増やしたいというのが細

パー集めのために︑７月からいくつか

細谷政男さんとの出会いによって始ま

本番に向けての練習は︑ラップの仕

サンバカーニバルから︑かつしかＦＭ

アメリカ・ニューヨークで生まれた音楽ヒップホップが、ここ立石でも親しまれている。

が︑とりあえずやってみようという流

この写真に収まりきらないほど、アーケードの下は聴衆であふれる。

のロケで立石に来た時に細谷さんと知

49

48

谷さんの思い︒そこでマチーデフさん

︶から始まった催し物﹁立石

70

ある立石の盆踊りやお祭りなどに出向

︵平成

1 ステージ前の客席で、人生の先輩
たちが着座で見守り、世代を越えて、
ラップを楽しむ。2 靴屋の細谷さんも
熱唱。

の生放送まで︑立石駅周辺で地縁のあ

48

ラップは、
アメリカで生まれた音楽ジャンル、
ヒップホップの歌唱法。
商店街のアーケードの下で、
この日のために練習したラップを熱唱する。
出演するラッパーは立石にゆかりのある子供から老人まで、
職種もバラバラ。
本人たちの日常を面白おかしく歌詞にしたものをリズミカルに唄う。
下町ならではの気風の良さと人情味が
不思議とラップになじみ、
人だかりができていた。
取材・文 ●高岡謙太郎
51

下町の葛飾区に
新しいジャンルの音楽が

50

48
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17

は︑お祭りでカラオケのど自慢がある
った︒

毎年 9月に開催される立石フェスタは、町じゅ
うに人があふれるほどにぎわう。立石ラップの
ど自慢はそのイベントの一つだ。

1

28

