ピニョ・簪

わけを話すと特注で同じもの

を作ってくれることになりま

した︒私が日本に戻るその間

際に︑このピニョが出来上が

寿玉 ピニョのデザインには竹
どを使いました︒
と梅がよく使われます︒ほかに
︱踊りで使うピニョは一般のも
も龍︑鳳凰︑ざくろ︑胡桃など
のとは違いますか？
の模様がありますし︑
素材も︑
金︑ 寿玉 李梅芳先生には梅の花の

のがありますね︒

んいろいろな大きさや素材のも

︱有り難うございます︒ずいぶ

し持ってきました︒

寿玉 前回のお話に出たので少

︱早速ですが︑ピニョ︵簪︶
︒

デザインのものを使うようにと

民は︑木や︑角︑白銅︑真鍮な

のが違っており︑例えば一般庶

身分によって身につけられるも

などの意味があります︒昔は︑

長寿︑多産︑愛︑良い知らせ︑

模様にはそれぞれ富貴︑栄達︑

あまり使う機会がありませんで

た竹のデザインのピニョです︒

たのは銀製で七宝の飾りのつい

れでも︑私が一番最初に手にし

うことはありませんでした︒そ

けで︑自分から﹁欲しい﹂と思

ったような大量生産のピニョだ

よく見かけたのはプレスして作

ピニョをつけている人を見たこ

周りにはハルモニ達くらいしか

も悲しみも︑強さも弱さも︑華

ョでした︒品の良さの中に喜び

い草色が入った玉︵オク︶ピニ

した︒微かにグレーがかった薄

ってあるこのピニョに出会いま

先生のお店のショーケースに飾

国に滞在していたとき︑衣装の

が欲しいと思っていました︒韓

行き来するようになってからも︑ せんが︑どうしても玉のピニョ

とがありませんでした︒韓国に

やかさも侘びしさも︑あらゆる

寿玉だからというのではありま

く︶のピニョです︒私の名前が

ます︒ひとつは︑この玉︵ぎょ

私も

じみが無いでしょうけれど︑

木ピニョと言うのはあまりな

寿玉 この木のピニョです︒

︱もうひとつは？

ってきたのです︒

来たことで本当に満足して帰

ました︒このピニョを手に出

何にもいらない︑と思ってい

うそのときは︑ほかのものは

うと思っていたのですが︑も

いろいろなものを買って帰ろ

に行ったら︑あれも︑これも︑

って来たのです︒当時は韓国

銀︑七宝︑宝石などを使ったも
言われていました︒

したが︑ハルモニ達がつけてい

良いものには消え去ることのない
﹁心﹂
がある

のがあります︒かつて池成子先

︱寿玉さんご自身のピニョの思

年位前に︑池成子先生

生の生徒さんの一人がガラスで

先生のために作って差し上げた

寿玉 私は地方にいましたし︑

い出は⁝？

っていたのかもしれません︒

た短い銀のピニョが私の心に残

じ ま し た︒﹁ 買 え る ﹂ と か﹁ 欲

ものを兼ね備えているように感

初めて見ました︒その後も︑

の研究所でプクチュムの時に

そのシンプルで何の飾りも無

にいらっしゃい﹂と鎮座してい

しい﹂とか言うのではなくて﹁私

るのです︒それから幾度となく

︱寿玉さんのお気に入りはどれ

気に入ったピニョを差してい

このピニョに会いにそのお店に

←次ページへつづく

るという思いは︑踊りにも影響

足を運びました︒
そこにまだ﹁あ

の﹂と思いました︒このピニョ

します︒踊りは音楽の他に色ん

る﹂のを見るだけで不思議に心

ですか？

な思いやその場のエネルギーな

が落ち着いたのです︒いよいよ

２００４年／９月

も﹁私を買って﹂といっている

どを貰って︑初めて踊れるもの

意を決して﹁買いに﹂行ったと

第５号

のではなく﹁さあ︑私はここで

ですから︒

き︑そのケースからそのピニョ

寿玉 皆気に入っているのです

︱その中で特に思い入れのある

は消えていました︒お店の人に

よ︵ 笑 ︶︒ そ の 時 々 に 出 会 っ た

ものというと？

待っているから︑いつでも買い

ピニョと言うのも素敵でした︒

20
ものですから︒

寿玉 そうですね⁝ 二つあり

趙寿玉チュムパンの会 〒162-0855 東京都新宿区二十騎町 1-29-401 ☎&FAX 03-3269-3258
E-mail：suok@spn1.speednet.ne.jp 趙寿玉韓国舞踊 http://www.amy.hi-ho.ne.jp/kisun/
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で

いる︒まさに﹁生きている︒生

←前ページより

を踊るときに使いました︒２０

ンム︶や小鼓舞︵ソゴチュム︶

きつづけている﹂と強く感じた︒ いピニョが気に入って僧舞︵ス

伝統や伝承はガラスケースに

ーコンサートで練習生たちと一

０３年のトムトムのチャリティ

入った化石ではない︒先人たち

出演者が観客の子どもたちに絡み︑の思いを胸に︑今を生き︑次世

﹁生きている生き続けている﹂と強く感じた

固城への旅
なり︑舞台に照明がともった︒

１部ではソウルなどでも活躍す 観客も子どもからお年寄りまで声 代に手渡していく︒時には時代

以下は橋本幸子さんの感想︒

っていません︒

どうしても木ピニョを使いたく
＊

今この固城の空の下に響きあっ
＊

なりました︒けれどどこにも売
＊

練習生の一

ている︒

る現代舞踊のグループの公演が特 援を送ったり最後のティップリに を生きた人々の魂が刻み込まれ︑ 緒にプクチュムを踊るときに︑
り舞台の前のマダンで固城五広大

何よりも感動したのは︑ユーモ

設舞台でおこなわれた︒２部にな 参加していました︒
が始まった︒

このピニョは⁝

人が︑ファイヤーウッドと言う

開演の１時間も前から椅子席

堅い木を削って︑心を込めて私

ラスに演じられる仮面劇に︑観客

それぞれが仮面をつけていまし の中から歓声が上がり︑爆笑の声 に陣取って待っている年寄りた

達皆のために６本作ってくれた

以下は趙富子さんの感想︒

会長︑あの面は河先生で︑こちら 老 若 男 女 が お な か を 抱 え て 喜 び 男女︒我々の帰りのバスに乗り

︱どちらも﹁物﹂ではなくて手

ものなのです︒

たが︑私たちには︑マルトゥギは が絶え間なく聞こえていたことだ︒ち︒ティップリで繰り出す老若

チュムパンの会の会員は︑固城 はドンスちゃんと︑すぐにわかり 合っている︒言葉の意味など︑こ 込んできて︑狭い通路で踊り出

回︑東京で２回と固城五広大 ました︒同じ踊りを踊っているの こでは用を成さない︒いつの間に した年寄りたち︒固城五広大は

放すことの出来ない﹁思い﹂が

あるのですね︒

合いながら笑い転げていた︒クラ 中で自分のもとのしている多く

え え︒﹁ 良 い 物 ﹂ に は 技

せます︒
それを創り出したり︑身

悪しを超えた﹁品格﹂を感じさ

それが値段や素材や技術の良し

術の中にそれを作った人の﹁心﹂

寿玉

レ パ ー ト リ ー と な っ て い る︵ 通 分の踊りを踊っているのです︒

︵まとめ・津留由人︶

が込められているのを感じます︒

ピビと両班の仮面劇では︑ピビ

に着けることで表される﹁込め
班の河先生とピビのやり取りが絶

文化財の第７号に指定されている︒が飛び上がる度に大歓声です︒両
月 日︵土︶夜

＊

き火の煙が会場周辺をもうもうと

バスで会場に到着した︒蚊遣の焚

一番面白かったのは︑ただ踊り

以下は箱崎麻奈美さんの感想︒

我々は夕暮れ時になって︑大型 せてくれて大盛り上がりでした︒

翠に近い緑色まで幅広く彫刻な

色は︑半透明の乳白色から︑翡

ト︶とは区別される鉱物です︒

とで︑翡翠︵硬玉＝ジェイダイ

玉は軟玉︵ネフライト︶のこ

包んでいる︒固城五広大の会長か や芝居を見せるというのではなく︑

どの細工に適した鉱物です︒

るうちに︑あたりはすっかり暗く 空間を創り上げているということ︒

︵まとめ・西方恭子︶

ら振る舞われたビールを飲んでい 観客と踊り手が一体となってその

ことが出来なかったけれど︑笑わ

＊

られた思い﹂があると思います︒

今年の公演は
24

時から固城郡サンリ面文化村公演 妙で︑言い回しが全部は聞き取る

7

場で行われた︒

＊

8

固城五広大は︑韓国の重要無形

題です︒

踊りをじっくり見たいという︑夢 出来るのでしょうか？

1

を抱いて来た︒

大きな課 ケンガリのリズムに一体になって

信 号参照
私たちがこの踊りを自由に踊れ イマックスは︑演じる人も︑観客 の人々に支えられているという
http://www.amy.hi︶
︒ 以 るには長い年月がかかりそうです︒も︑総立ちで乱舞︒モダンダンス ことを︑今回の旅行では実感さ
ho.ne.jp/kisun/2kaihou.htm
来︑一度は地元の固城で先生方の いえいえ年月をかけても果たして も︑バレエも︑学生もオバさんも せられた︒

を習い︑今ではメンバーの重要な に︑その人なりの特徴があり︑自 か︑隣りのおばさんと肩をぶつけ こうした︑踊りを楽しみ生活の

1
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夏の風物詩

참외
チャメ

참외︵チャメ︶というのは真
あちこちから声が掛かり︑참외

を開けて︑笑顔で歌う︒市場の

設立総会報告

パンの会設立総会が行われまし

桑瓜のことである︒１９７６年

去る７月 日︑趙寿玉チュム

を持ったまま大きく踊りながら

︵チャメ︶売りは참외︵チャメ︶

た︒参加人数は

夏のある日の夕方︑軍事独裁政
権のまっただ中︑私は束草︵ソ
歌った︒

名︑委任状は

クチョ︶の市場をぶらついてい

名で︑過半数を大幅に上回り︑

総会は成立︒議長に牛久保氏が

背中を電気が走った︒いたぶ
るどころか참외︵チャメ︶売り

選出され︑五つの議案が審議さ

た︒
市場には垢にまみれた精神薄

は知恵遅れの乞食と共に生きて

設立の件

弱の乞食がいた︒言葉もまま成

歌が終わると참외︵チャメ︶

第２号

れました︒

成さずに﹁ああ﹂とか﹁おお﹂

売りは︑﹁よう歌︵うと︶うた﹂

会則の件

当初の資産の件

いた︒

という声しか聞こえなかった︒

と右手に持っていた참외︵チャ

第３号

平成 年度事業計画お

らず︑私の耳には会話は意味を

乞食は︑薄い緑の縞が入った참

メ︶を乞食の左手に乗せた︑そ

第４号

趙寿玉チュムパンの会

泣きついた︒後ろで女将さんが︑ し て 左 手 に 持 っ て い た 참 외

외︵チャメ︶を売っている男に

︵チャメ︶も︑﹁これも持って行

よび収支予算の件

第１号

﹁絶対にやるんじゃないよ﹂と

け﹂と右手に乗せた︒それを見

趙寿玉チュムパンの会

いって︑睨みをきかせている︒
참외︵チャメ︶売りの男は︑﹁よ

から︑いいから﹂と참외︵チャ

く︒﹁まったくあんたは﹂﹁いい

第５号 役員の件

し︑お前歌を歌え︒うまく歌え

メ︶売りは女将さんをなだめた︒ 趙寿玉チュムパンの会が正式に

乞食は泣きながら頼み続ける︒ ていた女将さんは後ろで目をむ

たら︑これをやる﹂といった︒

乞食は笑顔で市場をよたよたと

年︒半年は一人で練習し︑そ

ヶ月韓国にいて︑日本に戻って

趙寿玉さんより一言﹁４年８

設立しました︒

後に議事録署名人が選出され︑

すべての議案は承認され︑最

なんて嫌な奴だと︑私はそのと

市場は何事もなかったかのよ

出て行く︒
うに︑もとの日常に戻った︒そ

き思った︒やるのならすんなり
やればいい︒どうして知恵の遅

モッチェンイ

韓国伝統舞踊の世界

村上由朗写真展

月８日︵金︶〜 日︵金︶
日︵日︶ 日︵月︶お休み
ギャラリー・アートグラフ
︵写真弘社︶

中央区銀座２ ９
‑
‑
電話０３ ３
‑ ５ ３８ ６
‑ ６３０
http://www.shashinkosha.co.jp/
gallery/

舞踊家趙寿玉氏とその仲間たち
が連日会場で舞います

れから徐々に一人︑二人と教え

８日︑９日の公演のみ︑協力券
︵￥１５００ ３０人限定︶
尚︑ 最 終 日 は 舞 踊 公 演 は ご ざ い ま

の日︑私は初めて韓国を韓国と

始めました︒私も含め皆さんが︑ せん︒
외︵チャメ︶売りは頷く︒やが

てより視野を広げ︑それぞれが

また︑他の分野の方とも接触し

月３日︵金︶
開場６時 開演６時 分
スペースＤＯ︵ドゥ︶

李明姫伝統音楽の調べ

して見ることが出来たように

れたものをいたぶるようなこと
をするのだろうと感じた︒
乞食は仕方なく泣きながら歌

て︑
﹁ ほ れ︑ も っ と 大 き な 声 で

豊に︑自分の表現ができるよう

韓国の舞踊・芸能に触れながら

歌え﹂といいながら︑両の手に

になっていければいいなあと︑

︵李起昇︶

참외︵チャメ︶を持って乞食と

思っています︒本日は舞踊をし

思った︒

一緒に歌いながら踊り始めた︒

てない方にも参加頂き有り難う

︵朴信江︶

ございました﹂

15

14

前売り３０００円 当日３５００円
主催・問合せ
韓国伝統楽器専門店
ＢＢＤ ビー・ビー・ディー
電話０３ ５
‑ ３３０ ２
‑ ２３０

30

23

それまでべそをかいていた乞食

11

10

16

は興に乗り︑手を叩き大きな口

12

い 始 め た︒
﹁ そ う︑ そ う ﹂ と 참

10 10

5

10
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金蔵万燈会
一粒のともしび特別公演

幡ヶ谷社会教育館

２００４年６月３日︵木︶

し小高い山に入ったところにあ

奥能登にある金蔵は海から少
本当に驚いた︒金蔵という集落

豊かな里山がまだあったのかと

それにしても︑日本にこんな

れている土地⁝ また︑

世紀

いるのと同じ感覚になると言わ

りた土地︑さらに母親の胎内に

麓にある盆地︑金の鶴が舞い降

装︒見渡すかぎりの蝋燭︒真夏

ていたように思う︒真っ白な衣

ついてきた私が多分一番緊張し

れ︑ただのお手伝いでのこのこ

○手足基本

○ソゴチュム

ませんが

途中から来たので前半はわかり

天空の舞
る︑小さな盆地だった︒タクシ
には公共交通機関がない︒回り

練習内容

ーにのって向かっていると︑そ

4

の景色のすばらしさに︑久しぶ
かり︒その数 数戸︒大きな立

を見渡すと︑木造の素敵な家ば

と金蔵万燈会ははじまった︑そ

るという︒その魂を供養しよう

に全村焼き打ちにあった事もあ

奏しながら舞台にのぼっていく︒ トがあることをはじめて知りま

あぜ道を舞ながら唄いながら演

だというのにほんのり涼しい風︒

初めて書きます︒こんなノー

○プチェチュム

行ってしまった︒棚田の美しい

った道のりの大変さはどこかへ
残か︑５つあるお寺の内４つは

派なお寺が５つ︒一向一揆の名

金蔵万燈会の主催である︑ＮＰ

う力説して下さったのが今回の

ーん︑いいなぁ︒やっぱり屋外

生の楽器︑そして先生の舞︒う

に興味深いことがあり︑楽しく

した︒皆さんの文章はそれぞれ

月ごろに習い始め︑早８ヶ月
く！

となく地から少し浮いたような

われたような気になった︒なん

がら見ていたら︑自分の厄も祓

いいなぁ︒そんな気分に浸りな

さま︑ご指導よろしくお願いし

んばろうと思っています︒みな

迷惑をかけっぱなしですが︑が

に順番が覚えられず︑先生には

たっていたのですね︒いっこう

８月 日︒金蔵の送り火は全
の前に︑お寺に︑集落中に２万

感じ︑もうこれ以上は入らない

幻想的だ︒あぜ道に︑家
個もの蝋燭が灯され︑みなで先

⁝

舞がみれるなんて︑ほんとうに

真宗大谷派︑１つは真言宗だっ
その昔︑
山岳信仰︵白山信仰︶

こと︑また木々の緑が濃く鮮や
夜行バスに乗って東京から金

で栄えた大きなお寺がこの土地︑

た︒

蔵まで約半日︒長い長いバスの

金蔵にはあったそうだ︒白山の

かなこと︒

旅だった︒

人の魂を送り出す︒一つ一つが

当面の目標は順番を覚えるこ

ます！

手作り︒どこからともなくぞく

京にもどるまでずっと続いてい

とですが︑目標は﹁シブくカッ

ると︑風物︵プンムル︶の一行

を灯していく︒日が沈む頃にな

隣の集落や村にも広めていきた

蝋燭の数を６万個までふやし︑

うね︒家では家族にちゃかされ︑

は日々の練習が大切なのでしょ

けたり︵↑これが一番苦手です︶

っと多くの人にきてもらいたい︒ でるように表現したり強弱をつ

コよく﹂です︒内側からにじみ

が集落を練り歩き︑万燈会がは

い︑と語ってくれた︒これは来

石崎さんは︑この万燈会にも

じまった︒屋外の舞台では︑様々

思います︒

︵秋美里︶

習ですが︑今後もつづけようと

壁に天井にぶつかりながらの練

︵吉村恵理子︶

年も行かなければ
る天空の舞の出番が近づくに連

趙寿玉先生のサルプリから始ま

な公演が順々に行われていく︒

でのんびり散歩をしながら蝋燭

私のそんなテンションは東
ぞくと人が集まり︑小さな子供

た︒

10
からおじいちゃんまで︑みんな

16

なるほど⁝

読ませていただきました︒昨年

などなど

りに心底心躍り︑今までの長か

16

で︑さらに素敵な土地で先生の

80
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趙寿玉チュムパンの会会報
第５号
2004年９月20日

