ソロ王宮舞踊を初上演
日本の舞踊家、
貫禄の演技
日イ国交樹
立 周年記念
事業の一環︑
東南アジア諸
国 連 合 ︵ ＡＳ
ＥＡＮ ︶ 国 際
親善野球大会
が 日︑閉幕
した︒インド
ネシア︑フィ
リピン︑スリ
ランカの３カ
国オールスタ
ーと東都大学
準硬式野球連
盟選抜との締
めくくりの交流戦で始球式
を務めた石井正文駐インド
ネシア日本大使は﹁野球交
流のシンボルになってほし
い﹂と期待を寄せた︒
日の決勝で︑東都連盟
選抜はサブライ・ランプン
︵ランプン州︶に
２で
̶
快勝︒３カ国オールスター
との交流戦では︑予選から
２桁得点を重ねてきた東都
も手こずり︑勝ったが５点

されている︒﹁共に踊りの
研さんに励み舞台の上で形
にしよう﹂︵針生すぐりさ
ん︶という思いが結実し
た︒
舞踊を披露した川島未耒

︵みらい︶さん︵デワンダ
ル・ダンスカンパニー代
表︶は﹁国交樹立 周年の
年に実現できて幸せ︒今後
は日本であまり上演されて
いない舞踊やインドネシア

東都連盟選抜監督の杉山
智宏連盟副理事長は﹁イン
ド ネ シ ア か ら ＡＳＥＡＮ や
他のアジアに野球を発信で
きるようにしたい﹂と大き
な目標を見据える︒知り合
った日本選手からメッセー
ジアプリなどを通じ︑動画
で指導を受けるインドネシ
ア人も増えているという︒
東都連盟は 年︑青年ス
ポーツ省と提携︒選手指導
や親善大会開催︑用具提供
など︑野球発展に向けた協
力を 年東京五輪まで続け
る︒選抜チーム団長として
帯同した︑関東地区大学準
硬式野球連盟の長島幸雄理
事長は﹁︵東都だけでな
く︶関東地区など上の方に
広げていこうという方針も
ある﹂と話した︒
︵中島昭浩︑写真も︶

の舞踊家を招き︑希少な舞
踊公演を開催したい﹂と語
った︒本公演は北区の北と
ぴあ国際音楽祭２０１８の
参加作品の一つとして実施
された︒
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ジャワの舞踊や音楽を実践する日本の舞踊家やガ
ムラン演奏グループなどが結集し︑本格的なジャワ
舞踊の世界を披露する﹁百花繚乱〜ジャワ島の音楽
と舞踊﹂︵デワンダル・ダンスカンパニー主催︑在
日本インドネシア大使館後援︶がこのほど東京都北
区で開催された︒
︵斉藤麻侑子︶

かった︒
同作品の上演はマンクヌ
ガラン王家の現当主マンク
ヌゴロ９世から許可を得て
実現した︒王宮舞踊の伝統
維持に取り組むスルヨスミ
ラット・マンクヌガラン財
団からは﹁日本の人々にイ
ンドネシアの伝統芸術の経
験と鑑賞の機会を与えた日
本の友人たちを非常に誇ら
しく思い︑最上の敬意を表
します﹂と功績をたたえる
メッセージが寄せられた︒
第２部では︑世界的に活
躍する国宝級のインドネシ
ア舞踊家であるダルヨノ・
ダルモルジョノ氏が仮面を
付けて踊る﹁クロノ・トペ
ン﹂を︑リアント氏がバニ
ュマス地方の民衆の踊り
﹁トゥレゲル﹂をそれぞれ
披露︑ジャワ伝統芸能の本
場の雰囲気を聴衆にたっぷ
りと伝えた︒
本公演の中心になったの
は︑１９９０年代から活動
する日本人のジャワ舞踊家
らが３年前に集い結成した
グループ﹁ラングン・ブク
ソ・さくら﹂︒メンバーは
東京芸術大学やインドネシ
ア国立芸術大学ソロ校など
でジャワ舞踊を極めたベテ
ランの舞踊家と若手で構成

48

品の一部が破損したためだ
と説明している︒地元メデ
ィアが報じた︒
エレベーターは４階から
３階に移動する際にゴム製
の部品が破損し︑自動制御
でドアが施錠されたとみら
れる︒破損原因は不明︒
︵大野航太郎︶
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廷舞踊が日本人舞踊家らに
よって上演されるのは初め

てという︒会場にアリフィ
ン・タスリフ駐日インドネ
シア大使夫妻も駆けつけ︑
途中で聴衆を誘って一緒に
踊り会場を盛り上げた︒
公演は２部構成で行わ
れ︑第１部ではガムラン演
奏フループ・ランバンサリ
による古典曲の演奏で開
始︒厳かな雰囲気の中︑本
公演のメーンと言える︑マ
ンクヌガラン王宮の舞踊の
一つで７人の日本人女性舞
踊家が息を合わせて踊る
﹁ブドヨ・ブダマディウ
ン﹂が約 分にわたり披露
された︒ジャワの最も神聖
とされる舞踊の演技に会場
は神秘的な雰囲気に包まれ
た︒一糸乱れぬ息の合った
貫禄の演技に３３０人の来
場者からの拍手が止まらな
ソロの宮廷舞踊を披露した川島
未耒さん（右から２人目）ら
「ラングン・ブクソ・さくら」
のメンバー＝デワンダル・ダン
スカンパニー提供

しか取れなかった︒
国交樹立 周年記念事業
応 援 団 の ア イ ド ル ＪＫＴ
からアヤナ・シャハブさん
も始球式に登場︒大会後に
は東都連盟から練習用バッ
トなどが各国に贈られた︒
東都の選手はその後︑ジ
ャカルタ・ジャパンクラブ
︵ ＪＪＣ ︶ リ ト ル リ ー グ 部
の子どもらを指導︒大会参
加チームの選手らも空き時
間に指導を受けており︑初
出場の東カリマンタン州選
抜のキャッチャー︑ヌル・
アドゥルさん︵ ︶は﹁東
都との試合や指導で︑バッ
トを水平に振る方法を学べ
た﹂と話し︑今後も毎年出
場したいと語った︒
大会は︑２０１６年にイ
の野球レベル向上を目的に
始まった﹁日イ友好親善野
球大会﹂の延長上にある︒
国交樹立 周年記念のこと
しは︑スリランカとフィリ
ピンを迎えて規模を拡大︒
技術指導などを通じたアジ
ア地域での野球交流の拡大
が期待されている︒

スナヤンシティー

エレベーター 分停止

60

日︑中央ジャカルタの
モール︑スナヤンシティー
のエレベーターが停止し︑
乗客 人が約 分間閉じ込
められた︒モールの広報担
当者は︑エレベーターの部
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㊤３カ国オールスターと
東都の交流戦。最終回に
は東カリマンタン州選抜
の投手とジャカルタの捕
手が東都選抜の打者を迎
えた。審判はスリランカ
人㊨始球式を行う石井大
使。捕手まで届いた

ＡＳＥＡＮ親善大会閉幕
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「野球交流のシンボルに」
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協調性を日常生活の中で学
んでいた︒私たちの将来に
向けた見本になる﹂と話し
た︒
過去に訪日した教師が︑
所属するプサントレンで訪
日事業を始めるなどの波及
効果もあり︑インドネシア
での事業をモデルにフィリ
ピンやマレーシアでもイス
ラム学校の教師招へい事業
が拡大しているという︒
インドネシアでの今後の
展開について︑田子内政務
部長は﹁現在の参加者はプ
サントレンの多いジャワが
中心︒全国に広げていきた
い﹂と話した︒
︵大野航太郎︑写真も︶
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51
訪日時に撮った写真を紹介
しながらスピーチするサイ
フル・ウマムさん

16:50
16:55
17:00
17:30

14

40

ンドネシアとの草の根レベ
ルでの関係構築に貢献して

「外国人が体感する富士
山」
09:45 ミニ番組
09:48 世 界 で 一 番 美 し い 瞬 間
10min. 「タヒチ」
10:00 ニュース
10:20 旬感☆ゴトーチ！
10:45 連 続 テ レ ビ 小 説 「 ま ん ぷ
く」 (49)
11:00 新日本風土記 （アンコー
ル）「永平寺」
12:00 C O O L JA PA N 〜 発 掘 ！
かっこいいニッポン〜
「 TOKYO 再発見 2020
中野〜高円寺」
12:45 Doki Doki ! NHK ワールド
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15:21
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16:00
16:10
16:25

中部ジャワ州ソロのマン
クヌガラン王宮に伝わる宮

石タウン御徒町」

きた﹂と話した︒
教師らは東京︑大阪︑神
戸︑奈良︑広島などの
各地を巡り︑小中高の
各学校や大学︑広島平
和記念資料館や東大寺
などを訪問︑ホームス
テイも体験した︒
日には中央ジャカ
ルタで報告会が開か
れ︑国立イスラム大学
ジャカルタ校のサイフ
ル・ウマムさん︵ ︶
はスピーチで︑﹁日本
人は清潔さ︑勤勉さ︑

14:45
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プサントレン教師ら訪日

13:49
13:50

日本政府招へい 相互理解深める

本
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06:00 連 続 テ レ ビ 小 説 「 ま ん ぷ
く」 (49)
06:15 あさイチ
07:55 みんなの体操
08:00 ニュース・気象情報
08:05 ドラマ10「昭和元禄落語心
中」 (7)「昇進」
08:52 探検バクモン 「巨大！宝

10

04:00 NHKニュース おはよう日

者らがインドネシアの穏健
なイスラムについて知見を
深めるために毎年１回実
施︒これまでに計１６７人
が日本を訪れた︒
事業に企画から携わって
きたという在インドネシア
日本大使館の田子内進・政
務部長は﹁プサントレンは
地域のコミュニティーと密
接に関わっており︑彼らが
見た日本の文化や社会は各
地域に広く共有される﹂と
指摘︒﹁親日的とされるイ
09:20 ス ピ リ チ ュ ア ル ジ ャ パ ン

日本とインドネシアのイ
スラム世界との相互理解を
深めることを目的に︑日本
政府が毎年実施しているプ
サントレン︵イスラム寄宿
学校︶教師招へい事業で︑
教師ら 人が 〜 日に日
本を訪れ︑各地の教育機関
や省庁などを訪問した︒派
遣は今回で 回目︒
事業は国内各地のプサン
トレンの教師に日本の社会
や教育制度を紹介するとと
もに︑日本の教育者や有識

JAPAN

ヨーコさんの“言葉”
BSニュース
みんなのうた
デザインあ 5分版
にっぽん百名山 「赤石
岳」
ワールドウェザー
ごごナマ 「おしゃべり日
和」
ピタゴラスイッチミニ
BSニュース
にほんごであそぼ
えいごであそぼ ｗｉｔｈ
Ｏｒｔｏｎ
いないいないばあっ！
おかあさんといっしょ
BSニュース
みいつけた！
すイエんサー 「ご当地キ
ャラを救え！ナゾときin埼
玉」（前編）
ごちそんぐDJ
名曲アルバム
NHKニュース 7
ファミリーヒストリー
「 SAM （ TRF ）〜医師の
家系に生まれて 亡き父の
思い」
NHKプレマップ
まいにちスクスク
もういちど、日本
ニュースウオッチ 9
クローズアップ現代＋
プロフェッショナル 仕
事の流儀 「人工ボディ技
師・福島有佳子」
ニュースチェック11
国際報道2018
ワールドウェザー
グレーテルのかまど （ア
ンコール)「“グランドブダ
ペストホテル”のコーティ
ザン･オ･ショコラ」
サイエンス ZERO （アン
コール）「すばやく充電＆
超長持ち 誕生！夢の全固
体電池」
100 分 de 名著 （アンコー
ル）「三木清“人生論ノー
ト”第4回」
5分でわかる「西郷どん」
27日
あの日 わたしは〜証言記
録 東日本大震災〜
ニュースチェック11
時論公論
NHK短歌 「短歌de胸キュ
ン」
きょうの健康 「あなたも
総点検！歯と口の健康週
間」歯周病と最新治療
きょうの料理 「あったか
煮物レシピ」“重ね煮”根菜
とささ身のレモンバター煮
きょうの料理ビギナーズ
まる得マガジン
ごごナマ 「おしゃべり日
和」
NHKプレマップ
おかあさんといっしょ
みいつけた！
コレナンデ商会
ゴー！ゴー！キッチン戦隊
クックルン
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まち・ひと
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