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震える空
VIBRATING SKY
あなたが宇宙の秘密を見つけたいのであれば、エネルギー、周波数、振動の観点から考えてみてください。
ニコラ・テスラ
If you want to ﬁnd the secrets of the universe, think in terms of energy,
frequency and vibration.
Nikola Tesla
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糸、光、夜、月、点、素、闇、朝、波
聞こえるだろうか、私の声が。
意味なく、でもしっかりと繋がっている肌触りや抱かれている安心
感を感じているだろうか。
あなたの声で私は覚醒し、生命力がほとばしる。
その泉をすくって喉を潤すあなたがいる。
喜びの歌が響く。共鳴する。（テキスト：鈴木富美恵）
-あなたが宇宙の秘密を見つけたいのであれば、エネルギー、周波
数、振動の観点から考えてみてください。
ニコラテスラ

Thread, light, night, moon, point, root, dark, morning, wave
Do you hear it…my voice?
Before meaning, do you feel the touch, the connection, the
secure embrace?
In your voice I awake, life rises.
Someone dips into that stream and wets his throat.
A joyful song echoes. Resonate. (Text:Fumie Suzuki)
-If you want to find the secrets of the universe, think in
terms of energy, frequency and vibration.
Nikola Tesla
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CONCEPT

身体の中は小宇宙であるとよく言う。 エネルギー体である
私、あなた、社会、自然、宇宙、 電子エネルギーにより、
それぞれが細かく振動する事 によって共鳴し合って世界の
バランスを保っている。
そういった物理学の観点からモーション(動き)とエ モーショ
ン(感情)、そしてそれが世界にまで共鳴して 行くことを提
示した作品。かつて生きていた人、生活。肉体は滅びても
エネルギー体 は滅びずにこの地球上に残る。(日本の神道の
考え、 またヨガの教えにも通づるけれど)古い街並みにもか
つて生活していた人々のエネルギー体は浮遊し、今生きて
いるワタシのエネルギー体と共鳴したり影響しあったり、
もしかしたらエネルギー交換しているかもしれない。宗教、
人種、時間さえ関係なく。
そうして、また新たなエネルギーが生まれまた共鳴 しあっ
ていくのであれば本当に良い世界を望む意志の力を持つ事
で世界を変えられるかもしれない。 美しいハーモニーを奏
でるために。失った感覚に気 づく事、今の混沌とした時代
に特にこの共鳴してい ると言う事実に目を向けたい。

It is said that the body is a microcosm.
I, you, society, nature, the universe — all energy
systems, driven by fine electronic oscillation.
This resonance maintains the balance of the
world. Motion and e(motion) modulated by
physics.
And from it spring works that in turn resonate
with the world.
Although each living person’s body will perish,
the body’s energy is never destroyed. Science
echoes the thoughts of Japanese Shintoism and
teachings of Yoga in telling us that all energy
survives in the universe. The energy embodied
in people who once lived in lost old towns
continues to resonate, interacting with the
energy of the living. Energy flows seamlessly
across and through religions, races, even time.
In this way, as energy leads to rebirth and
resonance, it may give us the power to change
the world, by inspiring in us the power of will to
desire a truly good world. To play beautiful
harmony. In these chaotic times, it is more
important than ever to attend to these lost
feelings, to recognize this universal resonance.
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国内外で活動する鈴木富美恵、井口桂子による前衛舞踊デュオ。
劇場、クラブ、ストリート、ギャラリーと様々な場所で活動.在仏日本大使館 広報大文化センターの
Paris-Tokyo Festivelを皮切りにヨーロッパ(フランス、イギリス、ドイツ、チェコ)で の活動を始め
る。 現代社会で生きる上での問題や疑問を取り上げて”人間らしく生きる”をテーマにした詩的な作品
作りと、感覚的な実験劇場である即興の二つをベースに活動している。

2007年、『DANSER』(フランス)『ballet tanz』(ドイツ)best stage 34のtopに掲載される。 共同通信
パリ支局 よりニュース配信される。
2013より、Art Space 呼応co-oh 主催。様々なアートが交流する場所と してオーガナイズも行ってい

る。様々なアーティストとのセッション、写真や映像作品にも出演している。最近ではモノクローム写
真の巨匠、Michael Kenna の被写体として彼の大回顧展の作品として恵比寿写真美術館に展示され
た。

86B210’s work addresses the underside and doubts of living in modern society. We address this
theme through choreographed works reflecting the fight to retain our human spirit and through
improvisation revealing this struggle viscerally.
86B210’s dance presents strong contrasts, in which opposed or contradictory images are married.We
compose our works by laying one image on another, as in photo collage, using various kinds of music,
and pursue collaborative projects with artists in other fields.
From 2013, owner and organizer of Art Space Co-oh (Tokyo). The name “Art Space Co-oh” refers to
influence we all have on each other, and our motivating concept is “free expression and creative life.”

WORKS PRESENTED

’97 Paris-tokyo Festival(Ambassade du Japon en France:paris) / ‘00Dance Celection (Tokyo:an creative) /
04'Avignon-Festival Oﬀ(avignon:Theatre de la Dance Golovine)/ ’06’07 Dance Box(paris:Espace Culuturel Bertin
Poiree)/Artist in residence program(Tabor:Czech Repubulic:CESTA) / 08'Rencontre Choregraphiques-JAPON-5e
(paris:Theatre du Lierre)/ Exibition japone(shanghai)
’09'10,Choregrapher X Dance Festival (Tokyo: Nippori Sunny Hall)
A.I.R program: '07 CESTA(Czech rebublic)/'11 ArtBIOTOP in Nasu(Japan)/“15 Gallery Nord(France)
Press:’04La Marseillaise,In ’07, 86B210 have been featured artists in "Danser" (France) and "ballet
tanz" (Germany) magazines and
Work shop:’13,’15 Switzerland/’16 大分県立美術館(OPAM) , 久住中学校(大分) ー教育普及プログラム
’10 偶数月第三金曜日に即興の実験的な空間"LABO" シリーズをスタート。他分野のアーティストとともに現在まで
続いている。
2013年より東京、四谷三丁目にてArt Space呼応を立ち上げ、アーティストの生活支援、また向上の為企画運営も
行なっている。”全ての人に自由で創造的な人生を”送れるような場所となるべく活動を続けている。

’97 Paris-tokyo Festival(Ambassade du Japon en France:paris) / ‘00Dance Celection (Tokyo:an creative) /
04'Avignon-Festival Oﬀ(avignon:Theatre de la Dance Golovine)/ ’06’07 Dance Box(paris:Espace Culuturel Bertin
Poiree)/Artist in residence program(Tabor:Czech Repubulic:CESTA) / 08'Rencontre Choregraphiques-JAPON-5e
(paris:Theatre du Lierre)/ Exibition japone(shanghai)
’09'10,Choregrapher X Dance Festival (Tokyo:Nippori Sunny Hall)
A.I.R program: '07 CESTA(Czech rebublic)/'11 ArtBIOTOP in Nasu(Japan)/“15 Gallery Nord(France)
Press:’04La Marseillaise,In ’07, 86B210 have been featured artists in "Danser" (France) and "ballet
tanz" (Germany) magazines and “in Paris performing arts news” and “Kyodo news”.
Work shop:’13,’15 Switzerland/’16 Oita Prefecture Art Museum , Kujyu junior high school(Japan)
’10 until now,performances in our "LABO" series will be presented during every even-numbered month.
LABO is a laboratory of movement with another artists.
From 2013,Art Space Co-oh(Tokyo) owner and organizer.Art Space Co-oh, referring to the way we all and an
exclusive club salon environment.
influence each other, and our motivating concept is “free expression and creative life.”

坂出雅海 Masami Sakaide
Composer / Bass guitar

作曲家・ベーシスト・サウンドデザイナー
1982年よりヒカシューに参加。 1988~91年 ドイツで活動。

帰国後はヒカシューのベーシストとして国内外で演奏する他、iPad、ラップトップ等を駆使して即興演奏も行う。

子ども番組から時代劇、コンテンポラリーダンスまで幅広い分野ですでに数百曲を作曲。さらに舞台、映像作品ではサウ
ンドデザイナーとして音響的な演出、オペレートも行う。 1983年以降のヒカシュー作品多数
【共演アーティスト】

ジョン・ゾーン、マーク・リボ、ネッド・ローゼンバーグ、カール・ストーン、エリオット・シャープ、ジョン・キング、
坂田明、梅津和時、京山幸枝若、 中川梨絵、大友裕子、他多数
Composer, Bassist, Sound designer
1988-1991 Worked in Germany
Member of Hikashu (-1982)
[Collaboration artists]

John Zorn, Marc Ribot, Ned Rothenberg, Carl Stone, Elliott Sharp, John King, Akira Sakata, Kazutoki Umezu,
Koushiwaka Kyoyama, Rie Nakagawa, Yuko Otomo ,etc.

STAFF
Choreographer/Staging/Dancer

Fumie Suzuki 鈴木富美恵

Dancer/Assistant choreographer

Keiko Iguchi 井口桂子

Lighting Designer

Takaki Shinmura 新村貴樹

Photo

Stuart Beraha

Dance Avant-Garde Duo 86B210
https://www.86b210.com
Art Space 呼応

Co-oh

https://www.cooh-studio.com

To contact us:

86B210 (Fumie Suzuki)

E-mail: 86b210@gmail.com

非日常的な時間と空間のプレゼンテーション
株式会社 エー・プロジェクト・サービス
http://www.apro-pen.co.jp/

六本木金魚 http://www.kingyo.co.jp/
黒鳥の湖

http://www.kokucho.com/

自然と感性が交わる、創造の小さき庭。
美しい木々と清らかな水に恵まれた那須山麓・横沢の地には、静か
な時間がゆっくりと流れています。アートビオトープは、その豊か

な自然環境のなかで、カジュアルなステイとアートなアクティビティ
が楽しめるアートレジデンスです。
本格的なガラススタジオでは、インストラクターのサポートのもと、
オリジナルの作品作りに挑戦することができます。ご宿泊だけでな
く、カフェ、スタジオのみでもお気軽にご利用いただけます。

Sensitivity and nature meet in an oasis of creativity.
The foothills of the Nasu mountains are a quiet place where

time ﬂows slowly and the land is blessed with an abundance
of clean water and beautiful forests. Nestled amid this
serene beauty is Art Biotop, where you can stay and enjoy
art activities surrounded by a rich, natural environment.

With our instructors, you can learn to create original works
of glass art. The cafe and studio are open to the public as
well as to guests staying at our art residence.

Website

https://www.artbiotop.jp

photo by one of our work-“LABO” with Anne Leigniel

