
企画•演出 陳玉燮
この間、人知れず居た名人らを訪ね歩いた。その隠れた名舞を舞台に上げ、<男舞>、<女舞>、<全舞
珝舞>を完成させた。歩き訪ねた名人の話を集めた著書『ノルムマチ』はベストセラーとなる。2008年、
韓国文化の家【KOUS】芸術監督に着任。 <八舞傳>、<八佾>等、伝統芸術の新たな道を開いている。 

旅人（ナグネ）たちの祝祭を開く
月日は百代の過客にして行く交う年も亦旅人なり（松尾芭蕉）
まさしく私たちは時を旅している
しかし歴史の因縁は我 の々運命を捉えて放さない
幾つかの別れ道が私たちを待ち受けていたが「伝統は精神の灯台（陳玉燮）」そのものだった
玄界灘を隔てた名古屋で演ずる農楽、それは脆弱でも元手のかかったノリパン農楽だ
精神を解放する農楽は蒼い空より蒼く吹きすさぶ嵐よりも激しくありたい

柳錦仙名唱の口音（スキャット）は低きに過ぎず高きに過ぎず
悲哀と楽天の調和を秘めて感性の趣くまま自在に繰り出される
それはクッコリという長短（チャンダン＝リズム）が持つ喚起力の或る極致を示す
畏れ多くもその調べに委ねて羽ばたく「鶴舞」はノリパンをひととき悠久なる次元に誘う

いま韓国の伝統芸術人が名古屋への旅路についた
「旅人（ナグネ）たちの祝祭」という「時」の一里塚をめざして      （ノリパン：蔡孝）

チャンゴのこころ
１９９６年５月、ハーモニー春日井での夜を忘れることができない。 幼い日の思い出は徴用で去った祖父を待ち続けた祖母の姿。「あ
の海が凍れば渡って行けるのに…」と、 戦死通知を受け、法事を行いながらも祖父を待った祖母。眠れない夜には起きてタバコを吸
う。私はその煙に咳き込みながら、暗闇に明るくなったり、暗くなったりするタバコの火が、暗い海の灯台のように思えた。
春日井で過ごしたその夜、私は再び海を渡ることが出来なかった人 の々人生を聞いた。悲しみを引き継いだ彼らの子孫に、チャンゴ
が、そして踊りが、人生の道具になっていることに驚いた。その日以後、私もノリパンの一員になり、毎
年５月に開かれる名古屋でのワークショップを一年中待った。‘チャンゴのこころ’という言葉がお互い
の胸に通じる合言葉になった。チャンゴが砂時計の時間を刻む姿であるように、私たちの友情もチャ
ンゴで始まり、祭りに到達した。世の中で最もプロフェッショナルなアマチュア、ノリパン。芸術で人生
を探す自由な旅人との祭りに、もうすでに胸がときめいている。 

柳錦仙（ユグムソン） 
１９３１年東萊区明倫洞生まれ。南道のパンソリを習うことにより芸能の道に入った本場
東萊の芸妓。２３歳で結婚し、一時は活動を中断したが４１歳で再び舞台に戻る。クッコ
リのリズムに乗せた彼女の声は哀しくもなく、軽くもない朗 と々した音の強弱が目立つ。踊
りと呼吸を合わせ、音の最後を上げることにより鶴の飛翔を表現するその口音は、舞いと
音楽の互いを際立たせる。１９９３年、釜山市重要無形文化財第３号「鶴舞」の口音で芸
能保有者に指定された柳錦仙と名古屋ノリパンとの舞台での共演は、２００４年以来、今
回で二度目となる。

金雲泰（キムウンテ）  
湖南女性農楽団の団長であった父・金七善（キムチルソン）の影響を受け、７歳の頃から
放浪芸人集団について全国を巡回する。特に名人故白南潤（ペクナムユン）から学んだ小
鼓舞は逸品。１９８９年にサムルノリに入団し、世界各地の公演で名声を轟かせる。
１９９３年、ノルムマチを創立し、初代代表を務める。続く１９９５年にはソウルトゥレ劇場
を設立。伝統芸能に新風を巻き起こす。その後もソウル国際舞踊フェスティバルや名舞招
請公演など、多くの名だたる公演でその実力を遺憾なく発揮し、名声を不動のものにす
る。現在は演戯団八山台の団長として湖南女性農楽団の復元に努める。名古屋ノリパン
との出会いは１９９５年のワークショップに始まる。

鄭英晩（チョンヨンマン：重要無形文化財第８２-ラ号南海岸別神クッ芸能保有者）
慶尚南道統営で巫堂の家系に生まれ、７歳の頃より芸能教育伝承所でピリや口音、舞な
どの多様な芸事を学ぶ。ムーダンに対する社会の根深い偏見により一時はその道を諦
め、船員やタクシーの運転手などを勤めたが、再び舞い戻り南海岸別神クッを再興。９６
年、 重要無形文化財第８２-ラ号南海岸別神クッ芸能保有者の指定を受ける。９７年、丸
山ダムで強制連行者鎮魂祭「オグイセナムクッ」を名古屋ノリパンと共に行う。彼の龍船ピ
ナリは韓国南部統営地方の調べを今に伝える貴重な存在である。

河龍富（ハヨンブ：重要無形文化財第６８号密陽百中ノリ芸能保有者）  
１９５５年、慶南密陽の踊り手の一族に生まれ、踊りの場で育つ。１９８０年、祖父である
河寶鏡（ハボギョン）の舞を中心に構成した密陽百中ノリが重要無形文化財第８６号に
指定された年、父の命で家業の舞を継承。祖父河寶鏡を背負子に乗せ、通いながら両班
舞・凡夫舞・プク舞のすべてを習得。踊りの場を席巻する。また演劇人李潤澤（イユンテク）
が立ち上げた‘劇団コリペ’との出会いにより演劇界にも活動の場を広げ世界を回る。
２００２年、密陽百中ノリの保有者となる。現在は踊りの場だけでなく演劇の場でも休む
ことなく活躍を続けている。

名古屋市港文化小劇場
名古屋市港区港楽二丁目１０番２４号
Tel：052-654-8214  Fax：052-654-8215

交通アクセス
● 地下鉄名港線名古屋港行き「港区役所」1番出口(北向き)から南へ徒歩約３分
    (横断歩道橋の東側)
● 市バス 幹築地１系統・高畑１３系統・名港１３系統「港郵便局」下車 すぐ東
● 市バス「港陽町」下車西へ徒歩５分
● あおなみ線「稲永」市バス港区役所行き「港郵便局」下車すぐ東

● NTT

● 港図書館

港保健所 ●
港郵便局 ●

築地口駅

地下鉄
港区役所駅

国道２３号線

港文化小劇場
●

나그네들의 축제

出演_ ノリパン ‘パンクッ’ ‘鶴舞’  舞姫 ‘拍板舞’ ‘農楽舞’  李銀子 ‘伽倻琴弾き語り’  鄭英晩 ‘龍船ピナリ’  河龍富 ‘プク舞’  金雲泰 ‘チェサン小鼓舞’  演戱団八山台 ‘パンクッ’  
企画•演出_ 陳玉燮  演出助手_ 柳贊  舞台監督_ 朴京辰  照明_ 李東玹  音響_ 姜陳錫  音楽監督_ 鄭英晩  口音_ 柳錦仙  ギター_ 矢野敏広  演奏_ 柳印相•金淵洙•鄭晳鎭    
主催_ 韓国文化財保護財団  協力_ 韓国伝統文化研究会・パランセ  制作協力_ 高年世  写真_ 羽鳥直志  デザイン_ デザインピル 金貞圭•梁鎭善  照明協力_ 村瀬満佐夫  
チケット_ 全席自由 一般4,000円(当日4,500円) 小中高生2,500円(当日3,000円)  名古屋市港文化小劇場_  名古屋市港区港楽二丁目１０番２４号
チケットのお申し込み・お問い合わせ_ ノリパン Tel _ 090-3956-4227(蔡) http://www.noripan.net/ info@noripan.net  朝鮮舞踊教室「舞姫」Tel _090-2188-6475(黄)

パンクッ - 旅人（ナグネ）たちの祝祭 -
道行きは生の舞台、百年の時を旅する旅人(ナグネ)たちの宴
2013.6.15(土) 開場 4:30pm 開演 5:00pm   名古屋市港文化小劇場



パンクッ- 旅人（ナグネ）たちの祝祭 -　
道行きは生の舞台、百年の時を旅する旅人(ナグネ)たちの宴

龍船ピナリ 鄭英晩
ピナリとは日常生活に差し障る厄を取り除
き、それによって多くの福がもたらされること
を切に願う祈りである。先代がこの世を去り、
継承が難しく、一時途絶えそうになった南海
岸別神クッを再興した鄭英晩の口音（クウム：
スキャット）は、統営の旋律をそのままに残し
たもので、聴く人の胸に深く迫る。また、ここで
演奏される普通のものよりも太い統営笛（竹
笛＝ピリ）の音色は、力強さと物悲しさの旋律
が重なるレベルの高い巫楽を聴かせる。

プク舞 河龍富
「風物といえば湖南のチャンゴに、嶺南のプ
ク」と言われるように、嶺南地方ではプク舞が
大きく発展した。中でも有名な所は密陽であ
る。名舞、河寶鏡（ハボギョン）がいたからだ。
その河寶鏡のスタイルであったプクを肩に掛
け、右手で叩きながら踊るプク舞を中心に重
要無形文化財第８６号密陽百中ノリが指定
された。現在は孫である河龍富が受け継ぎそ
の舞いを世界に広げている。

チェサン小鼓舞 金雲泰
農楽に使われる打楽器中、最も軽い小鼓（ソ
ゴ）を演奏しながら踊るチェサン小鼓舞は、
非常に高度なテクニックを要する伝統舞踊で
ある。まるで生きているかのような白い紐の動
きもさることながら、ほとんど地と水平になっ
た状態で回転する「チャバンティジッキ」は技
芸の極致であるといえよう。湖南、 嶺南、京畿
地域と、多様なリズムで次第に場を盛り上げ
ていく金雲泰のチェサン小鼓舞は、現在、韓
国で最も高い評価を得ている。

ノリパン 
「ノリパン」とは、ハングルで「遊びの場」の意。１９８５年、日本の学校に通う子どもを持つ在日コリアンが集ま
り、朝鮮半島の文化に触れる機会をと、発足。その後、日本人も参加し、打楽器や舞踊を学んできた。
１９９０年より韓国から講師を招きワークショップを開催。１９９５年からはノルムマチ・サムルノリや陳玉燮氏

（演出・評論家）を中心に、韓国伝統芸能の継承者を講師として招いている。メンバーは数家族の参加をはじめ
二十数人、コリアンと日本人の比率は半々。出演依頼も少なくないが、基本はあくまでも、集い、共に楽しく学ぶ
ことにある。

■ 鶴舞 
その昔、外出用の服だったトポ（白い上着 ）にカッ（ 黒い帽子 ）を被って踊ってみたところ、まるで鶴のようだったので鶴舞と呼ばれる
ようになり、そこにさらに鶴の動態を加え発展させたものが現在の鶴舞である。大きく優雅に真っ白な袖を羽ばたかせる鶴舞。今回、
特別に出演する最後の芸妓、柳錦仙の口音（クウム：母音のみで即興的に歌われるスキャット）により鶴の飛翔を実現する。

■ 놀이판 판굿（ノリパンパンクッ） 
公演の最後を飾るノリパンの【パンクッ】は湖南右道風物のパンクッだ。湖南右道風物とは全羅道西側平野地帯で継承されてきた農
楽で、ゆっくりとしたリズムが主となる。リズムに余裕があるため、演奏する姿勢“ポスンセ”が発達し、それをパターンとしたチャンゴノ
リが有名である。ノリパンの湖南右道風物は、金雲泰と金株弘が伝承したものにアレンジを加えたものだ。

演戱団「八山台」
「山台(サンデ)」とは、王が宗廟から還宮する時や、外国使節を迎える時に開かれた最高の舞台を称したもので
ある。そこにすべてのものを示す八をつけた‘八山台(パルサンデ)’とは、すなわち、いにしえの山台演戱を復元し、
歌•舞•楽を集結した団体を意味する。また、団員の大部分を女性で構成するこの演戯団八山台は50-70年代
に全国を巡回し、芸能を広げた最後の旅芸人女性農楽団を復元したものでもある。主要演目である湖南右道
農楽“パンクッ”で、道ゆきで育てられた農楽を舞台の美学として昇華する。

■ 演戱団 八山台 판굿（パンクッ） 

朝鮮舞踊教室「舞姫」
朝鮮舞踊教室「舞姫」は、在日コリアン３世の舞踊家たちにより、民族の心、１世の生を舞踊を通して後世に伝えた
いとの思いから１３年前に誕生した舞踊教室です。その思いは脈 と々受け継がれ、２年に一度の定期発表会をは
じめ、平和と統一を願う様 な々イベントでの招待公演では多くの人たちへ勇気と喜びを発信して来たと自負してい
ます。私たちの祖国と同胞社会が分断の理不尽にあえいでいるなか、また、日本社会においての朝鮮人排外主義
の息吹が容赦なく子どもたちへ降りそそいでいるなか、「舞姫」は与えられたすべての舞台に堂 と々あがってきまし
た。子どもたちの姿はあまりにも眩しく希望に充ち溢れています。それをいつもあたたかく見守り、共に伝統芸能を
愛し、発信してきたノリパンのみなさん。この度、そのノリパンのお誘いで、歴史的な舞台に子どもたちがたてる事
に、とても感謝しています。折しも本日６月１５日は１３年前に北と南が抱き合った日…。　
いつの日かみんなで「ハナの舞」を踊れることを願っています。（※ハナ＝ひとつの意）

■ 박판무（拍板舞） 
拍板（パクパン）という木片で作られた小道具を打ち鳴らし踊る創作民族舞踊作品。リズムカルでダイナミックな舞いが見所。
■ 농악무（農楽舞） 
古くから伝わる農楽の形態を朝鮮舞踊作品として創作。「舞姫」専属講師、尹麻由の振り付けによるオリジナル代表作。

風物（プンムル）は道行きの音楽だ。道行きの踊りだ。永い歳月、旅人のように道の上を飛び交った芸能人たちによって完成された道の上の舞楽
だ。パンクッとは、風物の優秀な部分を開放する風物の目玉である。道行きの舞楽を道行きで習い、再び百年の歳月を鳴らそうとする旅人の集い
ノリパンとともに、パンクッという名前で祭りを行う。ノリパンのパンクッ、演戯団八山台のパンクッ、舞姫の農楽舞がひとところに立つ花畑だ。
ここにプク舞の河龍富、南海岸別神クッの鄭英晩、チェサン小鼓舞の金雲泰、そして最後の芸妓、柳錦仙の鶴舞口音が加われば、説明の必要が
ない祝祭となるだろう。
公演演目： 龍船ピナリ  -  演戯団八山台「 판굿（パンクッ）」  -  舞姫「拍板舞」  -  伽倻琴弾き語り  -  プク舞  -  鶴舞  -  舞姫 「農楽舞」  -  チェサン小鼓舞  -  ノリパン「 판굿（パンクッ）」 

伽倻琴弾き語り 李銀子
わたしがこどもだった頃、大家族だったわが家は親戚や同郷の人 と々ともに、観光
バス２台を借り切り、春にはお花見に、夏には海水浴へと行きました。日々仕事に
明け暮れていた父母たちにとって、この年２回の小旅行は楽しいハレの日でした。
それは１９６０年代の日本の情景であったようにも思います。そんなある年、こども
のわたしは、チマチョゴリを着飾り、「歌舞飲酒」を楽しむ父母たちを遠巻きにして
眺める日本人たちの姿を、さらに遠巻きで眺めていた、という切ない記憶がありま
す。自我が芽生え、なぜ自分の国ではない日本に生まれたのか、自分探しの旅の途
中に出会ったのが伽倻琴や舞踊などの民族の文化でした。
１９７０年代のことです。その頃からわたしは、こどもの頃に見た父母たちの姿がい
とおしく、また自分の生い立ちを肯定的に受け止められるようになったのでした。

父が存命ならば１０２歳。それは韓国と日本の近現代史の歩みと重なり、その歴史
を引き受けたわたしの生きる旅でもあります。いまでもわたしの眼は、父母たちの姿
を記憶しています。その記憶を伽倻琴の旋律にのせて、唄い、語りたいと思います。

＜李銀子（イウンジャ）プロフィール＞
ノリパン創立メンバー。１９７７年～８１年　伽倻琴奏者の池成子先生に伽倻琴と韓国舞踊
を師事。また、＜在日韓国人二世＞として斯くある自分を捜し求めることをテーマに、「ことばの
杖を求めてー同時代を生きた友へー」（新日本文学 １９９４年１１月号）、「ぎんこちゃんのころ
をへて」（新日本文学 １９９６年７，８月号）、「母との思い出」（あすか通信 １９９９年７月～
１２月連載）など、評論、エッセイを執筆。２０１０年９月より、＜パランセ通信＞発刊（不定期
刊）　韓国伝統文化研究会・パランセ主宰


