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アーティストの季節がやってくる！

明倫 AIR2014 を開催します
今年も明倫地区にアーティストがやって
くる季節になりました。
明倫 AIR2014 は、BARON（バロン）、竹
ち代毬也（たけちよまりや）の二人のアー
ティストがやってきます。
そ し て、二 人 を プ ロ デ ュ ー ス す る の は、
昨年の明倫 AIR で御伽草子「打吹羽衣」の
公演を成功させたバーレスク・パフォーマー
のチェリータイフーン！
アーティストと楽しい時間を過ごしま
しょう。

みなさんへのお願い
アーティストが明倫地区を散策している
のを見かけたら、「こんにちは」と、声をか
けてください。
そして、時間が許す限り、最近あったこと、
昔の思い出など、なんでもいいのでお話を
させてください。
アーティストにとって、明倫地区は未知
の世界です。
まちを歩くだけではわからない、いろい
ろなお話を聞けるのを楽しみにしています。

チェリータイフーンのメッセージ
（明倫 AIR2014 ディレクター）
倉吉の皆様、お久しぶりです！
2013 年明倫 AIR でお世話になりました、
バーレスク・パフォーマーのチェリータイ
フーンです。
昨年の AIR 以来、私はすっかり明倫地区
の魅力にハマってしまい、第二の故郷のよう
に感じています。
今年度、プロデューサー、そしてパフォー
マーという形で再び皆様と一緒にアートを作
り上げて行けることが、本当に嬉しく、感謝
感激です。
AIR は、町と人とアーティストの化学変化
で作り上げて行くものだと思います。
その意味では、今年は 8 月のリサーチか
ら新たな化学変化が起き、何かが始まるのか
な…と思うのですが、4 月に明倫地区に伺っ

明倫 AIR 通信は明倫地区の皆さ
んに滞在アーティストの取り組
みをお知らせする広報誌です。

た時着想し、「今年はこんなことがやりたい
な」と思っている事が２つあります。
１）より深く地区とコラボする
昨年の「御伽草子」公演では、地域伝承
を教えて頂き、歴史的遺産の中で踊らせて
頂く体験をしました。
今年も明倫地区の皆さんとともに新たな
舞踊作品を作り上げ、共に歴史と文化に想
いを馳せるためのコラボレーションができ
れば幸いです。
２）新しい人の流れを作る
私が感じた倉吉の魅力を、鳥取県外の人、
更に言えば日本国外の人にも知って欲しい
…今回の滞在期間中、県外、海外のアーティ
ストを明倫地区に数日間招き、ミニ・コラ
ボをすることで新たな人とアートの流れを
作る「Air in AIR」という短期滞在型プロジェ
クトを考えています。
旧仲倉医院または MG ハウスを拠点に、
ささやかで、それでいてダイナミックなふ
れあいを作り出せたら、と思っています。
定点観測型の舞踊公演（昨年と同じロケー
ション）と、流動型の Air in AIR。
点 と 線 が、人 と 人 が 交 差 す る 面 白 さ を、
アーティストとして、プロデューサーとし
て創って行けたらと思います。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
チェリータイフーン
（バーレスクパフォーマー／脚本家・
演出家）
1996 年早稲田大学にて劇団「サッ
カリンサーカス」を旗揚げ、以降
2004 年の解散まで、虚実をないま
ぜにした心理的演劇を楽劇風に行う
独特のスタイルで全作品を創る。
2001 年沖縄市戯曲賞大賞受賞（作
品名：
「上等番長」
）
。
2003 年日本演出者協会若手育成コ
ンクール優秀賞受賞。
2004 年の劇団解散後、ダンスパ
フォーマンスグループ「紫ベビードー
ル」のダンサーに転向。翌年、楽天
団「レイディアンス」出演を契機に
女優活動も開始する。
現在「チェリータイフーン」の芸名
で世界各国を旅しつつバーレスクパ
フォーマンスを行う一方、地元浅草
にて市街地や戦争を生き残った歴史
的建造物でレビューショーを行う「ト
ワイライト・ロストキャバレー」
（2009 年台東区芸術文化支援制度助
成作品／ Bumb 東京「チャレンジ・
アシストプログラム」助成作品）シ
リーズ等の脚本・演出も手掛けてい
る。

BARON（バロン）のメッセージ
（明倫 AIR2014 アーティスト）

BARON（バロン）
1978 年生まれ。岐阜県飛騨高山出
身。芸術と宴会を愛する家族に育てら
れる。
小、中学生の頃に様々な日本の芸能、
日本舞踊、民謡、和太鼓などに親しむ。
高校ではバンドに熱中。
学生時代にオーストラリア・メルボ
ルンで出会ったストリートミュージ
シャン、大道芸人、劇場のスタンダッ
プコメディアンに魅せられ、芸人を志
す。
現在、BARON として、歌、ウクレレ、
タップダンス、一人芝居、ジャグリン
グ、湯たんぽ手作り楽器まで、何でも
飛び出すおもちゃ箱のようなボードビ
ルショーを展開中。
ライブや舞台の他にも CM 音楽の制
作や、ベネッセこどもちゃれんじ「ア
ランとバロン」等のメディアにも出演
している。
ウクレレの教室や手作り楽器のワー
クショップ等も行い音楽やパフォーマ
ンスを観るだけではなく、参加する楽
しみも伝えている。
音楽から生まれるコメディー、コメ
ディーから生まれる音楽。老若男女が
楽しめるショーを作りつづけている。

明倫の皆様初めまして BARON( バロン )
と申します。
ボードビリアンです。ボードビルとは、
テレビや映画が生まれる前に芸人さんが舞
台で音楽やダンス、手品や漫才、演劇にプ
ロレスまで、ありとあらゆる方法で目の前
の観客を楽しませていた生のエンターテイ
メント（演芸）です。
そういう芸人さんの事をボードビリアン
と言います。
僕はそんな時代の芸人さんのボードビル
スピリットが好きで、劇場や生の音楽があ
る場所が好きでこの仕事をやっています。
○AIR でやってみたいこと
Artist in residence で や っ て み た い こ と
は、「明倫ボードビル」です。
竹ち代毬也（たけちよまりや）のメッセージ
これから行く明倫で何を感じるか、とて
も楽しみなのですが、ウクレレ片手に街を （明倫 AIR2014 アーティスト）
歩いて、人に会って、話して、歌って、明
○AIR でやってみたいこと
倫の日常の中にある風景からボードビルを
作品を見て頂くだけでなく、そのプロセ
作ってみたいと思います。
スの中で地元の方と共感、共有出来る時間
内容はお楽しみです。
を作りたい。
とにかく現地に行って、場所を見て、何
○意気込み、メッセージなど
ができるか探りたいと思います。
一人でもいいんでこれを見たり参加した
楽しい空間を作りたいです。
次の世代にとって刺激的な日となるように、
この機会をがんばって楽しみます。
○意気込み、メッセージなど
竹ち代毬也（たけちよまりや）
僕の仕事は、まずはお客さんを楽しませ
1992 年、現代美術から舞踏に興味
る事なんですが、ただ消費するだけの楽し
を持ち転身。
その後舞踏のスタイルに拘らず、体
い空間作りはしたくないなと思っています。
を動かす動機や体そのものにフォーカ
スをあてた身体表現で関西を中心に活
お金だけ使って後に何も残らない楽しみ
動。
方は、一時的に経済が潤うかもしれません
またダンス、音楽、演劇、美術など様々
なアーティストとのセッションや外部
が、続かないと思うからです。
出演なども多く行う。
滞在中にボードビルのワークショップな
金粉パフォーマンス「新世界ゴール
デンファイナンス」では全ての作品の
どできたらいいです。
演出、振付を行い劇場だけでなくクラ
ブやライブハウス、船上から披露宴会
日本中、街に 1 人ボードビリアンがいた
場など場所を選ばず活動。
らいいなと思っています。
2002 年から 2011 年まで NPO 法
人ダンスボックで街と人とアートをつ
もちろんボードビルだけじゃなくて、様々
なぐ「コンテンポラリーダンス in 新
世界」や、劇場で飲食をしながらダン
なアートが町にあってほしいです。
ス、演劇、音楽など様々な表現を楽し
町は人が作るものだと思うので、できる
む「アートキャバレー」、電車を借り
切ってパフォーマンスを行う「ダンス
だけ色々な種類の面白い人が集まっていた
トレイン」などユニークな企画のディ
ほうが多様性のある町になっていくと思い
レクターを行う。
ます。
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