
Vida flamenca

Brillo de los novatos

日本全国のフラメンコ愛好家人口は5万人以上と云われ、スペイン

に次ぐ世界第2位のフラメンコ大国。日本はこの文化にとても簡単

に触れることのできる国といえるでしょう。フラメンコの実践・鑑

賞をライフワークとしている人にとっては、単純に「海外発祥の文化」

である以上の豊かさを人生にもたらしてくれます。全国に数多くの

教室があり、毎年、大勢の人が様々なきっかけで、新しい挑戦として

この世界に飛び込みます。今号特集では、日本フラメンコ協会主催

の2018年度「新人公演 / フラメンコ・ルネサンス21」のバイレソロ

部門に出場した方3名、第1回全日本フラメンココンクールに出場し

た方1名、計4名にスポットライトを当て、彼・彼女たち、日本フラメ

ンコの未来を担う若手ダンサーたちの活躍をお伝えいたします。

フラメンコ人生、若手が輝く

ⒸYuki Omori Ⓒ Yuki OmoriⒸ渡辺格 7acueducto.jp



Tomoko Kobayashi

濱田 滋郎 / Jiro Hamada
音楽評論家、スペイン文化研究家。1935年東京生まれ。翻訳、雑誌寄稿、レコード解説などの
ほか、東京藝術大学、桐朋学園大学、東京外国語大学、立教大学ほかで講師を務める。NHK-
FM放送クラシック音楽・民族音楽の番組にレギュラー出演。1989年には教育テレビ「市民大
学」講師として南米フォルクローレを講ずる。主要著書『フラメンコの歴史』『エル・フォルクロー
レ』（晶文社）、『スペイン音楽のたのしみ』（音楽之友社）、『濱田滋郎の本』（現代ギター社）、『ギ
ターの名器と名曲』（ナツメ社）。訳書にカーノ『フラメンコ・ギターの歴史』（パセオ社）、ユパンキ『イ
ンディオの道（小説）』（晶文社）ほか多数。現在、日本フラメンコ協会会長、スペイン音楽こだま
の会主宰。1984年第3回葦原英了賞受賞。

　フラメンコの踊り（バイレ）、歌（カンテ）、ギ
ターを志す人びとの大きな関心事である「新
人公演 / フラメンコ・ルネサンス21」は、例
年ほぼ8月に開催されている。主催する一般
社団法人日本フラメンコ協会（会長：濱田滋
郎、理事長：小島章司）は発足が1990年7
月、すでに30年近い歴史を持つ団体で、現
在ほとんど全国にわたって800名近くの会員
を持っている。会員の大部分は舞踊家を中
心としてフラメンコを実践する人びとだが、中
にはフラメンコを研究する人びとや、単にフ
ァンとして愛好するだけの人びとも含まれる。
会が掲げる目的は日本におけるフラメンコの
振興、発展で、『力を合わせて初めてできるこ
とがある。われわれは心の絆を持って集う、1
人ひとりが輝くために』をモットーに歩みを進
めてきた。
　1991年に第1回を催し、一度だけ抜けた
年はあったものの毎年の大切な行事として続
けてきた「新人公演」は、3日間開催（金曜

日夜、土曜日・日曜日の昼から夜）を通例とし、
年によって異なるが、舞踊（バイレ）ソロほぼ
70名、群舞数組、歌（カンテ）ソロほぼ15名、
ギター・ソロほぼ10名の出演者を数える。日
本におけるフラメンコの通例として舞踊は女
性が圧倒的に多くなり、歌も女性が優勢、ギ
ターのみはほとんどが男性である。年齢は10
代から60代、時には70代と幅広く、「新人」
という言葉はいわゆるプロではない、の意味
で使われるので、必ずしも若い人だけとは限
らない。公演はあくまでもフラメンコを公に皆
で“楽しむ”ことを主眼とし、厳しい目で採点
を行い優勢をつけるコンクールではないこと
を謳っているが、出演者の「励み」とするた
め、例年「奨励賞」を設け、協会理事たちや、
外部から招く有識者たちが選定委員を務める。
「奨励賞」受賞者をはじめ、歴代の出演者
たちの中から、現在日本のフラメンコ界を背
負って立つような人材が輩出しており、水準
は年々高くなっていることも疑いない。

　日本フラメンコ協会が設立されたのは、私が8年
にわたったスペイン修業に区切りをつけて日本で活
動を始めてほどなくのことでした。企画段階から声
をかけていただき、発足と同時に喜んで参加いたし
ました。新人公演の立ち上げ当初は、出演希望者
が少なく直接お話ししたり、電話で皆さんに出演や
出演者の紹介をお願いして何とか開催に漕ぎ着け
る、といった今の盛況からは考えられない状態でした。 
あれから30年近くが過ぎ、フラメンコの状況も大き
く変わりました。新人公演も3日間にわたり熱演が
繰り広げられる充実した会となり、今では皆さんに
待ち望まれるフラメンコ界の一大イベントに成長しま
した。公演には様々なスタンスで真摯にフラメンコ
に向き合っている方々が一堂に会し、フラメンコの
今と伝統が同時に見られる場となっており、毎回見
ている私にもとても楽しみな会となっています。
　現代は昔よりスペインとの行き来も手軽になっ
て、ネットでスペイン人の公演情報も教室情報もす
ぐに得られるようになり、また最新から過去の音楽
や映像まで簡単に見ることができるようにもなりまし
た。私がスペインに行った40年前には、携えたス
ペイン語の辞書と同じ位の大きさのテープレコーダ
ーが最新で、録音して学習する方法が始まった頃
でしたし、その前の世代の方々は、録音すら無かっ
たのですからまさに隔世の感です！　また世界的な
グローバル化の中でスペイン本国でも、フラメンコ
音楽、舞踊の技術的変革が著しいように見受けら
れます。当協会の濱田会長が常々、フラメンコはア
ンダルシアに定着するまでに世界各地の文化を吸
収して形成されてきた、とてもグローバルなジャンル
だと仰っています。フラメンコは正に今現在も様々
な情報を吸収しながら進化し続ける、生きている伝
統芸能と言えるでしょう。
　トラディショナルな物も最先端の物も、様々なス
タイルが混在して、それぞれにクオリティーを求めら
れる。そこが新人公演の良いところだと自負してい
ます。フラメンコに励む皆さん、現在の豊かなフラメ
ンコの環境を大いに活用して、なりたい自分に近づ
いてください。そして実り多いフラメンコ人生を楽し
んでください！

一般社団法人日本フラメンコ協会（ANIF）
主催「新人公演」について
TEXTO = Jiro Hamada

小林 伴子 / Tomoko Kobayashi
多摩美術大学彫刻専攻卒業。1978年スペイン留学、フラメンコを中
心にスペイン舞踊全般を学ぶ。1983年スペイン王立舞踊高等芸術
学院(コンセルバトリオ・デ・マドリー)の公認スペイン舞踊師範資格
を取得。1985年帰国後高田馬場にスペイン舞踊スタジオを開設。
舞踊団と共に公演多数。1991年「赤い靴・私抄」にて文化庁芸術祭
賞受賞。2000年「カスタニュエラ」公演にて河上鈴子スペイン舞踊
賞受賞。「スーパーカスタネット」ほかフラメンコDVD出版多数。日本
フラメンコ協会副会長。
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小林伴子フラメンコ・スペイン舞踊教室
ラ・ダンサ
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-8-2
Tel & Fax：03-3360-6656
www.la-danza.net

２０１９年　教室公演情報
● １月１４日（月祝） [東京] タブラオ・フラメンコ・ガ
ルロチ　Ｃａｒｒｅｔｉｌｌａ～音を紡ぐ
● ２月２４日（日） [東京] なかのZERO大ホール
 第１０回アニフェリア２０１９～フラメンコの祭典
● ３月２８日（木） [東京] タブラオ カサ デ エス
ペランサ　小林伴子 パセオ・ソロライブ Vol.4
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Yukari Fujimoto

　ゆかりさん。この度は、日本フラメンコ協会新人
公演奨励賞！　本当におめでとうございます。ゆかり
さんを教えて5年。フラメンコに大切な「内圧と間」
を大切にし、良くなっていくゆかりさんを見て誇らしく
思いました。
　ギターなしのマルティネーテ。非常に難しいこの
曲の選択に決意を感じました。「内圧と間」のメソッ
トを最大限に取り入れ、丁寧に自分らしく踊れたと
信じています。
　結果、満票で奨励賞。本当に嬉しいです。これ
からも「内圧と間」を大切に自分のフラメンコを突き
詰めていってください。

稲田進フラメンコ教室主宰　稲田 進

稲田進フラメンコ教室／
レンタルスタジオ スタジオセンティード
東京都世田谷区北沢2丁目18-5 
UPTOWN下北沢地下1階
inadasusumuflamenc.wix.com/
inada

藤本ゆかりさんについて
　藤本ゆかりさんは、当スタジオにおいて、2011年
より約5年間アシスタントとしてご活躍いただきました。
レッスンや仕事で忙しい中、東京や大阪へ足を運び、
舞台やクルシージョにも積極的に参加しながら、自
分の踊りのスタイルについて深く研究している様子
がとても印象的でした。また明るく前向きで気配り
のできる性格から、リーダーとして相応しいと判断し、
アシスタントをお願いした経緯があります。その後独
立されてからも、絶えずそのチャレンジ精神のもと今
回の受賞に繋がったことは素晴らしく、スタジオのメ
ンバーにとっても大きな誇りとなっています。長い時
間をかけて作り上げた彼女自身の表現が今後さら
に発展して多くの皆さんを魅了し続けることを祈って
います。頑張れ、ゆかりさん！ 

エストゥディオ・アレグリアス主宰　林田 紗綾

エストゥディオ・アレグリアス
熊本県熊本市中央区京町 2丁目 6-48
Tel：096-325-7839
estudio-alegrias.com

新人公演出演

　私は、東京に住む前の5年間熊
本に住んでいました。その時、林田
先生のフラメンコスタジオにてなかな
か経験できないスペイン人との共演
や新人公演への参加をいたしました。
また、新人公演に参加した頃から東
京の稲田先生のところへ通って教え
ていただいていました。林田先生か
ら舞踊の基礎とポジションの大事さ、
稲田先生から踊るために必要な存
在感や「内圧と間」のメソッドなどを
教えていただきました。
　今回踊ったマルティネーテは今ま
で習った、女性としてのエレガントさと
男性ならではの力強さを引き出しにし

たいと思いました。奨励賞の受賞に
繋がったのは、ここまでの力を与えて
くださった先生たちのおかげです。
　舞踊も音楽も全て大人から始めま
したが、フラメンコをされている方はほ
とんどがそうだと思います。フラメンコ
は全ての人に様々な可能性のある1
つの文化だと思います。
　今はスペイン人の先生にフラメン
コを習っています。道のりは容易くな
いですが、年齢、性別、体型、国籍、
何もとらわれずに表現できるフラメン
コの良さを伝えていけるよう今後も進
んでいこうと思います。

藤本ゆかり　2019年公演情報
● 1月19日（土）  [東京] スペインバル サラ・アンダルーサ
● 4月7日（日） [東京] ライブビストロ ノヴェンバー・イレブンス
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　ある時フラメンコに対して逃げ腰
になっている自分に気付き、そんな自
分を変えたくて新人公演に出ました。
練習を進める中で、無意識のうちに、
また時には意識的に、奨励賞を目指
さないはずもありませんでしたが、特
に直前の1週間は何をやってもうまく
いかず、楽しくないしワクワクもしない、
このまま本番を迎えるのかと弱気に
なりました。最後はできることしかでき
ないんだ、と開き直って臨みましたが、
踊っている間は心から楽しく、歌とギ
ターとパルマの3人が彼らの素晴らし
いフラメンコを惜しみなくぶつけてくれ
たことが嬉しくて、もう別に賞という形
に残らなくても宝物をもらえた気持ち
で、それだけで今回挑戦した意味が
あったと思えました。
　フラメンコを習い始めた頃より、今
の方が、フラメンコが遠い存在に思
えます。やればやるほど分かりません。
やればやるほどその難しさや深さに心
が折れそうになるばかりです。けれど、
今までに何度も経験したワクワクする
一瞬のために、やっぱりフラメンコが
好きだという気持ちが消えないので
続けています。そんなワクワクする瞬
間というのは、ぼーっとして待ってい
れば勝手に起きるわけではないですし、
自分1人で起こせるものでもないと思
っています。ギタリストや歌い手や他

の踊り手との経験の差とか、スペイ
ン人と日本人の差とか、「差」をあげ
たらキリがないし、自分に足りないも
のをあげ始めたらイヤになって家に帰
りたくなってしまうけれど、同じ舞台に
乗っている以上は、どんなに自分がち
っぽけであってもしっかり自分の足で
立って、そこで起こっていることを感じ
て、食らいついていく。みんなと同じ
方向を見て、みんなでワクワクする瞬
間に向けて、探しあって、バトンを渡し
あっていく。私は怖くてすぐに逃げた
くなってしまうけれど、そういう気持ち
と姿勢を持って、これからもフラメンコ
を探していきたいなと思っています。
　フラメンコの歴史的な成り立ちと
か、ヒターノの話とか、ちょっと聞い
ただけでも気が遠くなるほど自分と
接点がないし、今思えばなんてもの
に手を出してしまったんだろうと思
います。フラメンコなんて始めたら
大変だよ、と過去の自分に教えら
れるならば教えたい。でも大変だけ
どなぜか好きでまだ続けています。 
　やればやるほど分からなくなるフラ
メンコは、始めた時よりも難しくて怖い
ものにもなりましたが、だからこそ、勝
手な解釈じゃなく、たくさん失敗もした
り恥もかいたりしながら勉強して、笑
ったり泣いたりを続けていきたいです。

大塚歩さんについて
　プロの舞踊家も今や星の数ほどになった今、若手がフラメンコで名声を得るのは困難を極める。
そんな中、とても鮮度の良い技と音楽センスを感じさせてくれた舞踊家が大塚歩さんだった。20年
にわたり私たちのスタジオに通う生徒さんたちが、早速彼女のレッスンの受講を希望して始まった。
時々飛ばすジョークで場を和ませ、笑いをとりながらも指導となれば指摘鋭く熱い。時折ポロっとス
ペイン語と関西風常套句『知らないけど』が出る。大きな声、ストレートな物言いはレッスン中、止
まることなく続く。まるで日本語上手なスペイン人という印象だ。それでいて細かいことを気にする『気
にしい』でもある。生徒の癖で気になる所は徹底して何度も何度も反復する。アユミ流の愛の鞭
と飴トークで楽しい時間を展開してくれる。ゆったり生きる静岡人には、テンポの速さに戸惑いも見
えるが、ぎゅうぎゅうに詰め込んだ鞄の様に中身の濃いレッスンである。

アーボンハウスフラメンコスタジオ主宰　土屋 満章（Chaqui）

アーボンハウスフラメンコスタジオ
〒424-0818 静岡市清水区江尻町2-16
Tel：054-363-1414
aabon.net

２０１９年　教室公演情報
●１月18日（金） [静岡] サングリア久能本店
●3月3日（日） [静岡] フラメンコペーニャ
●３月10日（日） [静岡] 江尻交流館祭り
●4月7日（日） [静岡] フラメンコフェスティバル

ⒸYuki Omori

大塚歩　2019年公演情報
● 2月11日（月） [東京] スペイン料理 アルハムブラ
● 2月24日（日） [東京] ライブビストロ ノヴェンバー・イレブンス
● 3月10日（日） [群馬] スペイン料理 エル・ヴィエント
● 4月12日（金） [東京] タブラオ カサ・アルティスタ

Ayumi Otsuka新人公演出演

10 スペイン情報誌 acueducto



Fumi Morofuji新人公演出演

　年に一度の熱い夏の新人公演に、
今年は初めてバイレ・ソロ部門で出
場させていただきました。過去に2回
群舞でも挑戦しましたが、今回は1人
であの広い舞台に立つということに
公演前は緊張しっぱなしでした。
　でも実際はたくさんの人の力を感じ
て踊ることができました。舞台上で支
えてくれたカンテ、ギター、パルマの
アーティストの方々や先生たち、仲
間や家族の支えがあってここに立て
る舞台だと実感しました。
　何より観客の方々の温かい拍手
や激励にとても力をもらいました！

　公演に関わる全ての人たちのフラ
メンコへの愛が溢れていて、たくさん
の刺激をもらえる舞台でした。
　フラメンコを始めた当初は週に1
回のお稽古事の気持ちでしたが、フ
ラメンコの奥深さと魅力にどんどんの
めり込んでいきました。歌とギターと
踊りが一体になった生きている舞台
はフラメンコの醍醐味だと思います。
　私もそんな踊りができるようになり
たいと思っています。
　一生ゴールに到達できない芸術で
すが、フラメンコを育んだ文化と歴史
に敬意を持ってこれからも頑張ります！

諸藤ふみさんについて
　毎年8月に東京で開催されるフラメンコ新人公演に、諸藤ふみさんは今年初めてソロ部
門で挑戦され、賞は逃したものの審査員、お客様からも素晴らしい評価を頂くことができました。
彼女がずっと大事に踊ってきたフラメンコの母と呼ばれるソレア。多くの人たちに見てもら
えて私たちも嬉しく思います。仕事をしながら、日々練習に励み自分とフラメンコに向き合う
貴重な時間を過ごせて彼女の今後の活躍の大きなエネルギーになることと思います。日本
のフラメンコ界は今やスペインを凌ぐ程の教室数を持ち、コンクール出場者は年々増え、彼
女のような魅力のある熱い想いを持った踊り手もどんどん現れています。フラメンコは迫害
されたヒターノが自分たちの感情を歌や踊りで表現した、魂を揺さぶられる芸術。私たちも
これからフラメンコを広く知ってもらい、素晴らしい踊り手たちをサポートしていける環境作り
に日々努力していきたいと思っています。

奥野裕貴子・SIROCOフラメンコ教室　主宰 奥野 裕貴子・SIROCO

Ⓒ Yuki Omori

諸藤ふみ　2019年公演情報
● 1月6日（日） [大阪] タブラオ Mi Vida
● 1月26日（土） [滋賀] チカ守山

奥野裕貴子・SIROCOフラメンコ教室
【京都校】スタジオ ロス・タラントス
www.lostarantos.jp
【大阪校】スタジオ カルメン
www.estudiocarmen.jp

２０１９年　教室公演情報
●3月3日（日） [京都] FIESTA河原町
●4月14日（日） [大阪] スタジオ カルメン
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志風 恭子 / Kyoko Shikaze
1987年よりスペイン在住。セ
ビーリャ大学フラメンコ学修士。
フラメンコ・ジャーナリストとし
てスペイン情報を発信すると
ともに通訳コーディネーターと
して数多くのフラメンコ公演に
携わる。

小松原庸子スペイン舞踊団
東京都杉並区高円寺南4-34-13
Tel:03-3314-2568
www.komatubara.com

２０１９年　教室公演情報
●2月23日（土） [東京] 四谷区民ホー
ル　第51回小松原庸子スペイン舞踊
研究所発表会

第2回 全日本フラメンココンクール
予選:7月13日（土）　本選：7月20日（土）
会場：インスティトゥト・セルバンテス東京
［主催およびお問合せ先］
全日本フラメンココンクール事務局
Tel:03-3314-2568

　2018年に引き続きスペイン大使館、
インスティトゥト・セルバンテス東京のご
後援を得て、2019年も全日本フラメン
ココンクールを開催できますこと、大変
嬉しく存じます。志風さんが私の思いを
書いてくださいましたので、私はこの紙
面をお借りして多くのフラメンコを志す皆
さんにお役に立てるコンクールとなるよ
うに努力していきたいと一生懸命です。
多くの皆様がそれぞれの思いをフラメン
コに託し、舞台で表現する喜びを感じて
踊ることを願っています。

「誰でも参加できるコンクールがあるといいな、と
思ったんです」と、小松原庸子は語る。日本のフ
ラメンコの歴史を牽引してきたスペイン舞踊家。
1960年代にスペインに渡り、歴史的名教授たち
の教えを受け、ラファエル・デ・コルドバの舞踊団な
どで活躍した小松原は1969年に自らのスペイン
舞踊団を結成。その50周年記念公演を開催する
2019年、全日本フラメンコ・コンクールを2018年
に引き続き開催する。
　コンクールというと、新人が世に出るためのジャ
ンピングボードを想像する人が多いだろう。実際、
スペインでも日本でも、年齢制限のあるコンクール
が多い。
「日本ではフラメンコを始める年齢も遅いことが多
いですし、気が付くとコンクール挑戦は不可能だっ
たということもあるのではないでしょうか。でもコンク

ールは若い人たちだけでなく、誰にでも有意義なも
のだと思います」
　コンクールは結果だけがクローズアップされがち
だが、実際はコンクール挑戦という目標に向けて
努力することや、プレッシャーの中、観客やスペイ
ン人アーティストや専門家で構成される審査員の
前で踊ることで得るものも多い。現在の自分と向
き合い、新たな目標も生まれることだろう。なお、
優勝者には、スペインの名門タブラオや舞踊団
50周年公演でスペイン人アーティストたちと共演
のチャンスが与えられるというのも魅力的だ。
「昨年はプロの方も多く参加されレベルの高いもの
となりましたが、入賞されなかった方も皆、輝いてい
らっしゃいました。人前で踊ることがあまりないとい
う人もぜひ、参加していただければ嬉しいです」

「全日本フラメンココンクール」
TEXTO = Kyoko Shikaze

誰
も
が
輝
く
た
め
の
舞
台

TEXTO = Yoko Kom
atsubara 小松原 庸子 / Yoko Komatsubara

邦楽の家に生まれる。幼少より日舞を学び、その後、ク
ラシックバレー、俳優座で演劇を学ぶ。ピラール・ロペ
スの日本公演に感動。修行後、スペイン舞踊研究所を
開所、1969年、小松原庸子スペイン舞踊団を結成、
本年、50周年を迎える。多くの舞踊手を育てながら現
在もその真髄を伝えるため公演活動を国内外に展開、
各国で高い評価を得ている。

Yoko Komatsubara

12 スペイン情報誌 acueducto



出水宏輝さんについて
　出水宏輝は、一般の方々にフラメンコを広め
るという使命感を持っています。このことが、全
日本フラメンココンクールの出場にも繋がりました。
彼は何をやっても続かない息子に何か合うもの
を探していたという母親の薦めで、小学5年生の
時に当教室のギター科に入門しました。ギター
の上達も目覚ましく、2年程経った教室の忘年会
で踊りも披露して皆をびっくりさせました。本人に
踊りをやりたいかを尋ねると、やりたいとの返事で、
そこからは舞踊を棚原美和に仕込まれ、怒涛の
勢いで成長し、中学2年14才でグルーポペパの
全国ツアーライブでプロデビューを果たしました。
　デビュー後はグルーポペパの公演・ライブ等に
出演し、大学時には難関の留学支援制度「トビ

タテ！留学JAPAN」に見事合格し、1年間のス
ペイン留学も果たしました。22才の時にはソロリ
サイタルを大阪・寝屋川のアルカスホールで開催
し大成功を収めています。その後も各地のイベ
ントやライブに出演、2018年には摂南大学入
学宣誓式（大阪城ホール）にて、在学生300名
以上とフラメンコのフラッシュモブを実施しました。
その他、石川敬子フラメンコ教室の代教アシス
タントとして活動しています。　
　身内贔屓ではなく、フラメンコ歴55年の私は
色々なフラメンコを多数見てきましたが、出水宏
輝のような子は初めてで、間違いなく天才で正に
日本のフラメンコ界の至宝といえるでしょう。これ
からの成長が楽しみです。　
石川敬子フラメンコ教室　主宰 田中 光夫（Alegre）

石川敬子フラメンコ教室
大阪府四条畷市岡山232-6
忍ヶ丘教室 スタジオ・ペパ（本部）
Tel:072-877-6664
www.flamencopepa.jp

大学生の頃、官民協働留学
支援制度「トビタテ！留学ＪＡ
ＰＡＮ～日本代表プログラム
～」多様性人材コース第一期
生で、スペインへ語学とフラメ
ンコ留学を行いました

２０１９年　教室公演情報
●3月24日（日） [大阪] 東成区民センター大ホール
 アートフェスタ東成2019

Farolito
Kohki Demizu

全日本フラメンココン
クール出場

　2018年、全日本フラメンココンクールに
挑戦しました。自身の実力を測るとともに、ブ
ラッシュアップも図るためです。これまで踊り
続けている振付、格好、スタイルを通して、「私
のフラメンコ」として成立できているのかどうか。
また大阪を拠点としている私にとって、東京
は新たな境地での披露となります。東京でも
通用できるのかどうか。そんなことも含めて、
今回の挑戦を決意しました。
　コンクールは「即興感」のある中で『自分
のフラメンコとはどういったものなのか』を表
現する場。踊りだけでなくバックも大切で、ギ
ターには尾藤大介氏、カンテには小松美保
さんにお願いしました。曲目はアレグリアス。
　大学生の頃から何年も踊り続けてきた「ア
レグリアスなら自分らしさも出る！」と考え、予
選会場へ向かいました。踊ったときのことは
正直覚えていませんが、これまで踊ってきた
アレグリアスの中でも良かったほうかなと感じ
ていました。結果発表の時、予選通過者を
見ると私の名前がありました。
　本選は1週間後。ですが、本選の翌日は
私がアシスタントをしている石川敬子フラメン

コ教室‘Fin de curso’が大阪で行われる日
でした。かなりのタイトなスケジュールでしたが、
チャレンジをしていこうと考えました。本選で
は、ギターは同じく尾藤大介氏。カンテは大
阪でいつも伴唱してくれている小山奈美さん
にお願いし、曲目はソレア。ソレアもこれまで
に何度か踊ってきていましたが、正直予選の
アレグリアスのときより自信はありませんでした。
フラメンコベースの曲でもある中で、どのよう
に「男らしさ」、「フラメンコらしさ」、そして、「自
分らしさ」を出せるか。
　あっという間に演目も終了し結果発表。私
にとってこれまでに一番緊張した発表の場で
した。『努力賞　出水宏輝』と呼んでいただ
き舞台へあがりました。「優勝はできなかった
ものの『努力賞』を獲得できたことは１つの
成長」として自分自身を褒めたいと思いました。
　１つ上にステップアップした分、複数の課
題が見えてくるフラメンコ。自分の成長すべ
き点が多く見えるフラメンココンクール。それ
に挑戦しただけでもたくさんの刺激と成長を
いただけました。

ⒸYuki Omori

出水宏輝 Farolito　2019年公演情報
● 1月26日（土） [大阪] イタリアンバル クラシコ
● 2月2日（土） [大阪] イタリアンバル クラシコ
● 2月9日（土） [神戸] スペイン料理 カルメン
● 3月24日（日） [大阪] 東成区民センター大ホール
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【フラメンコの起源は？】
　15世紀頃、アンダルシア地方に定住したヒターノ（ジ
プシー）たちが、土着の歌や踊りを取り入れてフラメン
コの基礎を培いました。当時は貧しい生活を送る人び
とが、厳しい暮らしをお互いに励まし、慰め、乗り越える
ために、家族の者同士、仲間内で歌っていた内輪の
音楽文化でした。やがて19世紀にカフェ・カンタンテと
呼ばれる、フラメンコを出し物として披露するための大

衆酒場がスペインの各都市に建てられ、国中で大ブー
ムとなります。この時代から観客向けのエンターティメン
トとして発展し、踊り、カンテ、ギターのそれぞれの部門
で演者が腕を競い合い、プロやアーティストと呼ばれる
人が登場し始めます。フラメンコの中枢であるカンテは、
ここである程度の形式化が進みました。20世紀前半
には、演者たちの活躍の場はラジオ、レコード、映画ま
で進出し、スペイン国外で公演をする一流のアーティス
トたちが登場します。その内の1人、ラ・アルヘンティー

ナは1929年に来日してスペイン舞踊を初めて日本に
紹介しました。フラメンコは世界中で知られるスペイン
の芸能となり、日本を始め数多くの国で愛好家を増や
していくようになりました。
　このように、フラメンコは時代ごとにスタイルを変えて
発展しています。昔から歌い踊り継がれている伝統的・
古典的な舞台を大切にする人たちがいる一方で、現代
では他の舞踊音楽とのミックスや、モダン・フラメンコな
どの発展型も注目を集めています。

【フラメンコの語源は？】
　諸説あります。アラビア語で「逃亡の農民」を意味
する Felag Mengu から来たとする説や、「フランドル
地方（オランダ）の」を意味する flamenco が転義した
とする説、鳥のフラミンゴ（flamenco）と同じく、炎を意
味する flamen から名付けられたとする説などがあります。

【歴代の有名なアーティストは？】
　日本にフラメンコが伝わった20世紀以降から抜粋し
ましょう。初期にカンテで名を馳せた人物にはアントニオ・
マイレーナ、ニーニャ・デ・ロス・ペイネスなど。その後70
年代に登場したカンタオールのカマロン・デ・ラ・イスラと、
彼のギター伴奏をしていたパコ・デ・ルシアは、現代フラ
メンコに絶大な影響を与えた伝説的人物です。パコは
フラメンコ分野に留まらずギター界の巨匠として世界
的に知られています。彼らと同世代のカルメン・リナーレ
スは現在も活躍し、フラメンコ歌手の女王とも評される
人物です。この世界のプロの人たちの中にはヒターノ
にルーツを持つ人たちも多く、例えば非常に有名な舞

踊家カルメン・アマジャは、バルセロナのヒターノ系の生
まれで一族がフラメンコ界で活躍していました。対照的
に、ホセ・グレコは外国出身ですが舞踊家として大成し
アメリカにフラメンコ文化を広めました。『acueducto』
第8号で特集したカルメラ・グレコは彼の娘です。現代
でも数多くの優れたアーティストが世界中で活躍してい
ます。『acueducto』第21号で特集したベレン・マジャ
も第一線で活躍している1人。彼女は現代舞踊を取り
入れて独自のフラメンコ形式を創出したモダン・フラメン
コの代表的人物。同じく革新的フラメンコの担い手に
はイスラエル・ガルバンもいます。ここでは紹介しきれな
いので、様々な公演や作品そのものを実際に見てみる
のが、彼らの魅力を発見する１番の近道ですね。

【主な曲の種類は？】

Alegrías／アレグリアス
喜びの歌。明るさに満ちたフラメンコの代表曲。

Bulería／ブレリア
生き生きとした調子で、12拍子の速く激しいリズム感

を持つ。

Caña／カーニャ
ロンダ山岳で生まれた曲。マントンを用いて優雅に踊る。

Fandango／ファンダンゴ
スペインの土着の民謡から発展した歌。

Garrotín／ガロティン
北スペイン発祥。コルドベスという帽子を被って踊る。

Martinete／マルティネーテ
鍛治職人たちの歌。踊りに杖を用いることもある。

Soleá／ソレア
孤独の歌。ゆっくりとしたリズムで、物悲しさや憂いを表

現する。

Siguiriya／シギリージャ
重厚なメロディー。悲壮に満ちた叫びの歌。

Sevillanas／セビジャーナス
セビーリャのお祭りの歌。入門曲として知られる。

Tangos／タンゴス
4拍子の陽気な曲種。南米のタンゴとは異なる。

Taranto／タラント
鉱山の歌タランタから発展した2拍子の曲。悲しさや

苦悩を歌う。

フラメンコの基礎知識Información

©︎Yuki Omori

フラメンコ
おケイコ留学

1週間～
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