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A lthough this year has been hard for many people, we have 
assembled another fantastic lineup of artists. We are 

deeply grateful to them for their support of our event and of our 
goals.  Plus, the growth of the “World Foods Court” we started 
last year has been so impressive that it has now become an 
event in its own right: we welcome the “Mogu Mogu Festival”, 
with over 35 booths offering an abundance of goods and foods 
from around the world. With more acts and more attractions 
than ever, we are set to bring new worlds of experience to even 
more people.

We are celebrating the fourth edition of our event despite the 
problems still continuing in the Tohoku region.

It's clear just by looking at planes and airports that many 
people have been put off coming to Japan this year, but the 
fear of Fukushima does not match the reality of large areas of 
the country, where people are living life normally.

For much of Japan, a critical issue is going to be convincing 
the world that we are actually open for business.

WMDF’s focus on bringing large numbers of artists from 
overseas puts us in a unique position to help those struggling 
to cope with statistics such as an 80% drop in visitors: by 
successfully gathering people here we can make a physical 
demonstration of the theme “Open Japan”.

We encourage all WMDF-goers to participate by taking 
pictures and video and putting them online. Artists, stage, 
general atmosphere: anything is OK. Please help to show that 
people from around the world are meeting in Hakodate and 
enjoying what Japan has to offer. We especially recommend 
getting yourself a T-shirt from the WMDF shop and taking 
some pictures of yourself with the “Open Japan” slogan! 
Although the world has thrown hard challenges at Japan this 
year, we hope that, together, we can help the fightback.

WMDF aims to be Japan’s first and foremost festival focused 
on regularly bringing large numbers of overseas performers to 
the country. Every August, folklore and world music and dance 
groups from all over the world meet together in Hakodate and 
exchange world culture over the course of a week.

The overall “Long Now, Big Here” theme of WMDF represents 
our goal to expand perspectives through many worlds of 
experience. We are especially happy to bring you a diverse 
group of international artists this year, at a time when 
awareness of distance and the healing powers of time are so 
important.

多 くの方々にとって、今年は苦難の 1 年として記憶されるこ
とと思います。にもかかわらず、こうしてこのガイドブック

で芸術祭のアーティストを紹介できることに、主催者・芸術祭
スタッフ一同、感謝しています。また、日頃より芸術祭にご理解
とご支援をいただいている皆様、アーティスト、ならびにすべて
の関係者の皆様に、お礼を申し上げます。第 004 回目を迎える
今年は、ワールドフードコートの経験を生かした新しいイベント、

「もぐもぐフェスティバル」を開催いたします。各地から集まっ
た雑貨やフード、約 35 店舗が、皆様の五感を満足させてくれる
ことでしょう。

さて、被災された皆様、そして原発事故の影響を受けておら
れる皆様に、まずはお見舞いを申し上げます。空席の目立つ機
内、車内。駅や空港、観光地の様子。皆様よくご存じのことと思
いますが、今年は特に海外からの旅行者が減少しています。報
道やインターネットなど間接的に得られる情報から、訪問をため
らっているのだと思われます。ひるがえって、国内で生活してい
る私たちの様子は、海外からの視線とは必ずしも一致しません。
つまり、わが国は、その活動のすべてを停止しているわけではな
く、多くの地方で日常の生活を取り戻しています。

この「日常の生活」というものは、ニュースとしてなかなか報
じられないものです。日常の生活を取り戻しつつある函館。そし

てわが国の正確な状況を伝えるため、芸術祭として何ができる
のか。私たちは今回、「オープンジャパン」というキーワードを、
芸術祭のスローガンに加えました。

オープンジャパン。つまり、「日本は〝開店〟 営業中」だとい
うことを、世界に示したいと考えています。毎年、多くのアーティ
ストを招聘して開催している芸術祭としては、前年に比べて 8
割減ともいわれる海外観光客数の復調に向けて、できる限りの
ことをしたいと思います。元町公園のフリーステージ、またはイ
ンターネットを通じて、オープンジャパンの実際の様子を、世界
の方々に理解していただきたいと願っています。

というわけで、今年は、元町公園における写真撮影、ビデオ
撮影を自由にしました（ただし、一定の制限があります。P29）。
撮影したものは、ぜひオンラインで公開していただきたいので
す。アーティスト、ステージ、会場の雰囲気、何でも結構です。
できれば、オープンジャパンの T シャツか何かを購入していただ
き、スローガンを掲げる写真を撮っていただければと思います。

今年は、日本、そして世界にとってもチャレンジの年になりま
す。多くの問題に対して、皆様と一緒に、ひとつになって、立ち
向かっていきたいと思います。

主催者から皆様へ — オープンジャパン！
WMDF 004: Open Japan!
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はこだて国際民俗芸術祭は、日本を代表する夏の大型フェス
ティバルです。世界の民俗芸術団体（アーティスト）が、1 週間
にわたって函館に滞在し、元町公園「フリーステージ」を中心
に、様々なイベントを行います。

世界の民俗芸術は、過去を知るための「窓」であり、未来への
「扉」でもあります。これまで芸術祭には、世界から多くのアー
ティスト、関係者、そしてお客様が訪れました。芸術祭は、多く
の人々の記憶に残り、また、彼らの人生を変えてきました。

元町公園を中心に、また 1 年、WMDFとその周辺の歴史が
刻まれていきます。

●協賛／岩山整形外科クリニック、有限会社ウィズ、Kitchenette カノムアロイ、函館亀田港保育園、社会福祉法人函館共愛会共愛会病院、五稜郭タワー株式会社、有限会社サインプラン
ニングシステム、学校法人野又学園、学校法人函館大谷学園、函館バス株式会社、ほか　●協力／有限会社グレアトーン、八百ねっと、ほか

●主催／一般社団法人WMDF 〒040-0053 函館市末広町4-19 函館市地域交流まちづくりセンター4F wmdf@wmdf.org ●共催（特別公演）／財団法人函館市文化・スポーツ振興財団
●後援／渡島総合振興局、函館市、函館市教育委員会 ●企画／ひのき屋 ●制作／株式会社ヒトココチ

A Greeting from the WMDF “General Incorporated Association” (GIA)
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これまでの芸術祭
WMDF Archive

WMDF Inaugural

The launch of WMDF as an international 
event was built on the success of organising 
concerts in Hakodate for local and national 
musicians. The 2008 Hakodate summer 
was cold and wet, but audience reaction 
showed that we could compete on a world 
stage. WMDF is especially grateful to the 
groups that made this first international year 
a success.

WMDF002

The second WMDF was yet bigger 
and better. Groups, audience, and staff 
all reported how they had enjoyed and 
benefited. Motomachi Park looked even 
more professional than the year before, 
and the Sponsor Pass Booklet system 
of supporting shops and businesses was 
introduced. As an official sister event to the 
Hakodate 150 celebrations, WMDF showed 
what can be achieved with a relatively 
modest budget, when people are put first. 

WMDF003

New for 2010: second stage and World 
Food Court area; WMDF concept booklet; 
bi-annual anniversary compilation CD; 
WMDF recognised as an official non-profit 
organisation; the Kokusai Hotel gives one 
floor to WMDF; new Festival office; artist 
communal backstage area; new web site; a 
dozen staff sent to research WOMADelaide; 
free English classes for staff; and much 
more.

WMDF004

It's likely that any 2011 event in Japan 
will be viewed in the shadow of the Great 
Tohoku Earthquake in March. At WMDF, 
we will also remember the earthquakes in 
Christchurch, which prevented our friends 
from the group “Imanuera” from following 
up their Opening Live Tour to be with us 
in August. But, we were deeply touched by 
the reactions of many artists to our “Open 
Japan” message: we express our thanks to 
them all for the special efforts they made 
to be with us. New for WMDF in 2011: the 
World Foods Court grows into the "Mogu 
Mogu Festival", and the Kid's Pass reduced 
price sponsor badge for just 500 yen!

Dates: 2008/8/20-24
Audience: 10,280
Artists: 148

Dates: 2009/8/7-13
Audience: 23,360
Artists: 277

Dates: 2010/8/5-11
Audience: 25,320
Artists: 213

Dates: 2011/8/5-10

開催日程：2008/8/20~24
動員人数：10,280
出演者数：148

開催日程：2009/8/7~13
動員人数：23,360
出演者数：277

開催日程：2010/8/5~11
動員人数：25,320
出演者数：213

芸術祭誕生
2007 年 8 月。有志による組織委員会

が結成され、「はこだて国際民俗芸術祭」
開催に向けて活動をはじめました。出演
者の来日交渉と招聘作業、元町公園の設
営計画、そして運営に必要なスタッフの募
集。すべてが初めての経験でしたが、地域
の方 と々すべての参加者に支えられて、無
事に成功を収めました。すべての観客が
総立ちとなり、民俗芸術の「世界」が会場
に現れました。

第002回
第 002 回芸術祭は、出演団体、スタッ

フ、そしてお客様の数、すべてにおいて前
回を上回る規模に成長しました。この年
は函館開港 150 周年という記念すべき
年であり、緑の島では「DREAM BOX150

（主催・函館開港 150 周年記念事業実
行委員会）」が行われました。芸術祭も特
別事業として「国際フォークダンス・パー
ティー」などを開催。多くのお客様とともに
150 年を祝い、また 150 年先という「ロン
グナウ」に想いをはせました。

第003回
元町公園に「セカンドエリア」が出現し

ました。セカンドエリアには、新しいセカン
ドステージと、ワールドフードコートがあ
り、世界の味と音楽という新しい楽しみ方
が生まれました。また、新しいコンピレー
ション CD アルバムが発売されました。そ
のほか、2010 年の活動として、はこだて
国際民俗芸術祭組織委員会が、「一般社
団法人 WMDF」に組織変更されました。
また、12 人のスタッフが、オーストラリア・
アデレードのフェスティバル「ウォーマデレ
イド」で研修を行いました。

第004回
2011 年 3 月11 日は、世界が大きく変

わった日として記憶に残るでしょう。芸術
祭は「オープンジャパン」をスローガンに
掲げ、函館や日本国内の日常を、世界に
発信したいと思います。困難に打ち克ち来
日を果たしたアーティストは、今までより大
きな声で、メッセージを放つことでしょう。
元町公園では新たに「もぐもぐフェスティ
バル」が誕生。世界の料理と雑貨が、各
地から集結します。もちろん入場は無料。
元町公園で、世界の食に出会いましょう！

開催日程：2011/8/5~10

Photo by Hideyuki Emoto
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イベント紹介
WMDF Event Information

入場無料「フリーステージ」

「もぐもぐフェスティバル」

特別公演「大地の唄声」

ホンモノ体験！「世界の民俗芸術ワークショップ」

「フリンジ」

Admission Free Stage

Mogu Mogu Festival

Gala

Experience! Workshops

Fringe Events

函館の夜景を眼下にのぞむ元町公園
を舞台に、世界のアーティストによるパ
フォーマンスをご覧いただきます。大がか
りなメインステージと、体験型のセカンド
ステージ。入場は無料ですが、「フリース
テージ」として長く続くよう、会場で「市民
スポンサーパス」をお求めください。

今年誕生のもぐもぐフェスティバル。
ワールドフードコートの経験を生かし、新
しいイベントとして生まれ変わりました。世
界の料理と雑貨が各地から集結。入場無
料。元町公園で、世界の食に出会いましょ
う。なお、市民スポンサーパス・クーポン
による割引もあります。

「地球市民」の唄が聞こえる。感動のワー
ルドミュージックを、天候に左右されない
市民会館大ホールで、じっくりとお楽しみ
ください。本来は有料公演ですが、市民ス
ポンサーパス・クーポンで入場無料に。な
お、この特別公演は、その日限りの内容で
す！ お見逃しなく。

世界のアーティストによる本場の伝統舞
踊や音楽を、日替わりで体験することがで
きます。地域交流まちづくりセンターで開
催。本来は有料ですが、こちらも市民スポ
ンサーパス・クーポンで無料に。特に子ど
もたちに人気。国際感覚を養うために、親
子でのご参加をお待ちしています。

芸術祭では、地域との交流を大切にす
るため、フリンジと称して、期間中に福祉
施設、医療施設、教育機関などを巡回し
ます。一般に公開されるのは、五稜郭タ
ワー・アトリウムにおけるフリンジ。あなた
の近くで芸術祭。市内またはその近郊で、
お会いする機会があるかも知れません。

In the western finger of town, at the base of 
the picturesque Old Hakodate Hall sits the 
open air Motomachi Park. In the shadow of 
Hakodate Mountain, with the port and the 
city extending before you, please enjoy our 
“Free Stage” performances, a centrepiece of 
WMDF.

The World Foods Court we started last year 
was so successful that this year the event is 
being re-born as the “Mogu Mogu Festival”. 
“Mogu Mogu” is a Japanese onomatopoeia 
for the sound of eating, but we also use it 
as an abbreviation of “More Goods, More 
Gourmet” from around the world. WMDF 
Sponsor Pass holders are entitled to various 
reductions at many booths!

Each year, we program one event at an 
indoor stage. This is your chance to see our 
artists from the comfort of a concert hall 
seat. Many of our audience (and performers) 
report that this is one of their favourite artistic 
experiences at WMDF. Free to Sponsor Pass 
holders (just show a coupon).

Be a part of continuing the transmission of 
culture and tradition. Learn from a different 
group in each workshop. Free to Sponsor 
Pass holders (present one coupon), and 
especially popular with kids.

The Free Stage, Gala and workshops are the 
core of WMDF, but our artists are also busy 
in many places around town. In our “Fringe” 
events, we visit schools and old peoples' 
homes and perform around Hakodate.

グッズ紹介・第999回を目指して
WMDF Goods

芸 術祭に関するグッズのうち、まず買っていただきたいのが、
この「市民スポンサーパス」。

元町公園で行われる「フリーステージ」は、その名の通り無料
で楽しむことができます。しかしながら、ステージの設営やアー
ティストの滞在費など、芸術祭には費用がかかります。

いつまでもこのフリーステージを継続できるよう、市民スポン
サーとして、芸術祭を応援し
てください。このパスは、あな
たがスポンサーであることの
証です。なお、感謝の意味を
込めて、芸術祭の有料イベン
トが無料になるクーポンがつ
いています。クーポンには、そ
の他の特典もあります。

ちなみに、第 004 回から、
小学生向け「キッズパス」も
販売しています。缶バッチ型
で、かわいいですよ。親子で
揃って、芸術祭のスポンサー
になりましょう！

次 に売れ筋なのは、芸術祭
オリジナルのスタッフ T

シャツ。第 001 回からすべて
異なるデザインと色で展開さ
れているので、（会場内の芸
術祭スタッフを見てもお分か
りのとおり）カラフルで、個性
がかぶったりません。

今年のバージョンは、背中に
「オープンジャパン」のスロー
ガンをでっかくプリント。日本
開店営業中の心意気を、世界

そ のほか、グッズコーナーには雑貨や CD
など、いろいろな種類があります。

なかでも隠れた？銘品として、「WMDF 
Anniversary CD Vol.1」をおすすめしま
す。第 001 回から第 002 回までの出演アー
ティストから、厳選した音源を集めたこのコン
ピレーション CD。第 003 回から販売してい
ます。市販の CD では絶対に聞けないので、
ワールドミュージックファンや、フォークダン
スファン、そして J-POP にやや食傷気味の

方は、お買い求めください。
また、出演アーティスト

の CD やグッズも販売してい
ます。こちらの売上は、直接
アーティストに渡り、渡航費
等にあてられます。フリース
テージや特別公演を見た記念
にお求めいただければ、いつ
までも思い出となって残りま
す。アーティスト支援も観客
の心意気！ですので、ぜひ手
にとってご覧ください。

芸術祭オリジナルグッズ、好評販売中！ 「フリーステージ」を支えるのはあなたです！

市
民
ス
ポ
ン
サ
ー
パ
ス
は
、

元
町
公
園
の
マ
ス
ト
ア
イ
テ
ム
で
す
。

市
民
と
し
て
フ
リ
ー
ス
テ
ー
ジ
を
支
え
る

「
誇
り
」が
こ
の
一
枚
に
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

アーティストや関係者も、同じデザインの
パスを下げています！

“OPEN JAPAN 2011”のロゴを背負って、
日本の様子を世界にアピールしよう！

本誌“Sekai ni de-atta”のコーナーで紹介
するアーティストの音源がCDに満載！

W MDF is registered as an official non-profit making 
organisation. But, we don’t want to be a loss-making 

organisation. The majority of our events are free because we 
want to touch the lives of as many people as possible. Our 
theme is “Long Now”, but if you want to see us again next year, 
please show us your support! At the WMDF shops you will find 
Sponsor Passes on sale for 2000 Yen. As well as showing your 
support for our event, they entitle you to various reductions at 
booths on the site, and even at shops around town (see our 
web site for full details). This year, we also have very cute Kid's 
Sponsor badges for just 500 Yen! Our aim is for everyone at 

the Motomachi site to be inspired to purchase a pass. 

This year the back of each pass allows you to collect a stamp 
every day you attend: get a full set and claim your mystery 
prize!

The WMDF shops also offer our first anniversary CD, T-shirts 
with this year's Open Japan slogan, artist CDs and lots of 
other goods. Last year, sales covered only a third of our costs, 
so please help us to survive, and to bring you even bigger 
experiences long into the future.

にアピールしてください !!
ちなみに、芸術祭スタッフに人気の色は、

裏方の象徴である黒。スタッフなのに手に入
れられなかった人も出るくらいです（事務局で
すら買い逃した）。数に限りがありますので、
お早めにグッズコーナーへどうぞ。

なお、会場内の芸術祭スタッフは、首から
「スタッフパス」をさげていますので、それで
スタッフかどうか、見分けてくださいね。
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国際旅芸人。インディアナ州ナイツタウンで生まれ、幼少の頃
から演技や曲芸に興味をもちました。17 歳からプロとしての活
動を開始。研ぎ澄まされた高度な技で、これまでカナダ、オース
トラリアほか、世界各国を巡っています。

Brian Hulse is a multi-faceted individual involved in the 
entertainment industry as a producer and performer in Japan. 
Originally from the small farm community of Knightstown, 
Indiana in the United States, he began his professional 
performing career as a comedy juggler in 1986 at the age 
of seventeen. Since then, he has performed throughout the 
United States and around the world. He currently lives in 
Japan, where he works at the Festa advertising agency as well 
as performing at events, hotels, and various street performing 
venues.

ユニークで情熱的なアーティスト。パワフルな歌声と幅広い
音楽のルーツを持つ。その歌詞には、知性と感性が豊かに表現
されています。彼女の音楽は、主流の音楽の枠組みにとらえら
れることなく、あふれんばかりの魂と才能で輝いています。今日
に至るまで 40 年間のキャリアを誇り、積極的にツアーを行って
きました。有名な歌から無名な歌まで。ギターがないときは、親
指ピアノ、アカペラで。どのような条件下においても、常に観客
を魅了し続けています。

A unique and passionate artist, renowned for her powerful 
vocals and wide-ranging roots-based repertoire with lyrics full 
of wit and wisdom, Margret RoadKnight survives and thrives 
outside the mainstream music scene with flair and soul. 
Well over four decades into her career, she continues to tour 
extensively, singing riveting songs, either a cappella or with 
her guitar and African thumb piano, solo or with accompanying 
musicians, always interspersed with informative and amusing 
anecdotes, at venues ranging from house concerts to outdoor 
festivals (and yes, she still reprises her fondly remembered 
mid-’70s Australian hit “Girls In Our Town”).

http://members.iinet.net.au/~margretr

アメリカ合衆国テネシー州生まれ。現在はカナダ在住。養子
として入った宣教師の家族と共に、2 歳から高校卒業まで神戸
で暮らしていました。ちなみに父親は、1893 年に高知で宣教
師の息子として生まれています。日本のラジオで、フォークや民
謡、R&B、レイ・チャールズ、ファッツ・ドミノ、プロフェッサー・
ロングヘアーなどを聴きながら育ちました。同時に、グランド・
オレ・オプリー、ヨーロッパのクラシック音楽を、米軍ラジオで
聴いていました。神戸にあるカナダ・インターナショナルスクー
ルに通っていたため、28 の国籍、200 人の生徒とともに学生
生活を送り、インド、パキスタン、中東、東西ヨーロッパ、アジア
出身の家族が集まるコミュニティーで暮らしていました。すなわ
ち、 彼女は、「ワールドミュージック」という言葉が世に出る前か
ら、ワールドミュージックを演奏していたといえます。

Ellen McIlwaine was born in Tennessee and now lives in 
Canada. She was adopted by missionary parents and lived 
in Kobe Japan from the age of two until graduating from 
highschool. Her father was born in Kochi in 1893, the son 
of missionaries. On Japanese radio she heard everything 
from Japanese Folk and Classical Music (shamisen is her 
favourite), American rhythm & Blues greats like Ray Charles, 
Fats Domino and Professor Longhair, along with the “Grand 
Ole Opry” and European Classical Music on American Armed 
Forces Radio. Ellen attended the Canadian Academy in Kobe: 
there were 200 students at that time including 28 nationalities. 
Growing up in this International Community of families from 
India, Pakistan, the Middle East, Eastern and Western Europe, 
Korea, China & Japan, she was playing “World Music” before it 
was called World Music!

http://www.ellenmcilwaine.com

アメリカ
ブライアン・ホルス
Brian Hulse
USA

コラム／ Column
今年のみどころ

芸術祭 : World Music and Dance Festival、と
いうことで、今年は “World Music” に比重がおかれ
たラインナップといえそうです。

マーガレットとエレンのコンビは、パワフルなフォー
クライブがみどころです。パワフルといえば、ジャナグ
ルジュニアの子どもたち。さらに注目は、サーミ人の
歌ヨイクを現代に復活させるヨハン。民俗芸術とみる
か、ポップとみるか。その結論は、あなたの目と耳が出
してくれることでしょう。ご期待ください。

この芸術祭の仕組みからして、残念ながら、今年も
キャンセルとなった団体があります。マオリのイマヌエ
ラは、クライストチャーチを再び襲った地震の影響で。
アラスカのチバック・チュピック・ダンサーズは、メン
バーの発病のため、やむなく訪日を断念することにな
りました。楽しみにされていたお客様に対しては、大
変申し訳なく存じます。

一部報道にもあったとおり、今年の制作過程におい
ては、震災による大きな困難がありました。3 月 11
日。あの日までに出演を約束していた 6 団体約 180
人が、原発事故の影響を理由に、それぞれ辞退を申し
出たのです。主催者として、これほど無力感を覚えた
ことはありませんでした。

一方で、困難なときだからこそ、芸術祭の実現に声
を上げてくれたアーティストがいました。結果的に来
日が実現しなかった団体もありますが、これは非常に
勇気づけられた出来事でした。また、芸術祭を「震災
の影響により中止します」では、市民に対して責任が
果たせないとも考えました。「ロングナウ・ビッグヒア」
をテーマに掲げる芸術祭が、へなへなと退却の旗を揚
げるわけにはいかないのです。そう。「高い視点」から
みれば、いろいろなことが起こるはずです。

ブライアンは、前回の元町公園で爆笑をとりまくっ
ていたので、覚えておられる方も多いでしょう。韓国
伝統公演芸術団も、今年は賑やかに登場です。その
ほか、プロフィールをご覧いただければ、困難に立ち
向かうことのできる面々であることを、感じていただけ
ると思います。

元町公園で、「世界」に出会う。このコンセプトは、
これからも揺らぐことがありません。

オーストラリア
マーガレット・ロードナイト
Margret RoadKnight
Australia

カナダ
エレン・マクィルウェイン
Ellen McIlwaine
Canada

Sekai ni de-atta!

Tau Fuata Niue
Niue WMDF001 (2008)

Toont
Buryatia WMDF002 (2009)

肉体を駆使したニウエのダンスと、小道具満載のブリヤートのダンス!!

アーティストプロフィール
Artist Profiles

Impact!

「世界」に出会った！
元町公園の仲間たち

芸術祭では、これまで合計 23 の国と地域から、アーティスト
638 人を受け入れてきました。来場者数はのべ 6 万 3 千人を
超え、参加した芸術祭スタッフはのべ 370 人を超えています。

このミニコーナーでは、「インパクト」「ボイス」「キュート」「ダ
ンス」をキーワードに、過去の出演者を紹介します。見逃した方
も、再会を楽しみにしていてくださいね！

Sekai ni de-atta!
WMDF has so far hosted performers from 23 countries, with 
a total of 638 artists performing for a combined audience of 
over 63,000.

In the “Sekai ni de-atta!” corner we recall some of the past 
artists that we have met at WMDF. “Sekai” is Japanese for 
“world” or “worlds”, and “ni de-atta” means “I have met” or 
“We have met”. Do you remember all these artists?
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札幌で結成。ジュラルド・イルング（ケニア）、サンバ・ジャバ
イ（セネガル）、ジュン・サトウ（札幌）によるアフリカンミュージッ
クグループ。ジェラルドは 8 歳からジェンベやブンブンブンを演
奏。サンバはグリオ（伝統音楽家）の家系で、サバールやドゥン
ドゥンなどを演奏。東西アフリカのリズムが織りなす、力強いア
フリカンリズムをお楽しみ下さい。

The African music group Percussion Units was formed in 
Sapporo by Jun Sato with overseas collaborators. Jerald Ilung 
(Kenya) has played the jembe and bunbunbun since he was 8 
years old.  Samba Jyapai (Senegal) is a “Griot”: a hereditary 
nomadic praise singer and instrumentalist –a singer of epic 
songs and family histories – of the tradition found mainly in 
Mali, Senegal, Guinea and the Gambia, with a history dating 
back to the thirteenth century. Their rhythms powerfully cross 
borders of time and place.  

ジャナグルとは、ショナ語で「明るい月」という意味。2006
年、ジンバブエ在住のクライブ・マルンガと、小樽出身の高橋
朋子が「ジャナグルアートセンター」を設立（クライブは代表に
就任）。アートセンターの設立以後、子どもたちはジンバブエの
伝統・現代音楽やダンスを本格的に学んでいます。今回はマー
シィ・チスワ、ウェンディ・マディコ、ティチャファラ・マコンボ
レロ、タテンダ・タワンダが来日。天性のリズム感から繰り出さ
れるパフォーマンス、そしてワークショップは、一流ミュージシャ
ン顔負けのパワーで、観客を楽しませてくれます。7 月から北海
道・東北地方でツアーを開始。芸術祭のパフォーマンスは、ツ
アーの最終日にあたります。ご期待ください！

Jenaguru means “Bright Moon” in Shona (the language of 
the Shona people of Zimbabwe and southern Zambia).  The 
Jenaguru Art Center was set up in Zimbabwe by Clive Marunga 
and Tomoko Takahashi, a native of Otaru, to help children to 
learn traditional & contemporary Zimbabwean music and 
dance to the level of live performances.  This year, they have 
brought child performers from Africa for a one-month tour 
around northern Japan that climaxes at WMDF. 

http://jenaguru.blog57.fc2.com

ベルリン在住。世界を渡り歩いて磨かれた旋律を奏でる作曲
家。編曲家でピアニストでもあります。彼は日本国内で最大級
の音楽祭「Rising sun rock festival 2004」や、在日ポーラ
ンド大使館、東京中野 Zero 小ホールなど、日本各地のライブ
スペースで 300 公演以上を行ってきました。また海外ではカン
ヌ「MIDEM 2007」、マンチェスター「In the city 2006」、パ
リ「Fete de la music 2005」、他に 30 都市にて公演を行い
ました。彼の音楽はイギリス国営放送 BBC でヨーロッパ全土
に向けてオンエアされ話題に。2010 年にベルリンの在ドイツ日
本大使館にて日独交流 150 周年記念イベントにて演奏。ライブ
では即興演奏に定評があり、音楽だけでなく彼の人間性も大き
な魅力です。彼は 2007 年にフルアルバム『butterfly effect』
を全国発売。ならびに世界配信。この収録曲はニュース番組で
使用されました。

Born in Japan and now living in Berlin, hajime is a composer, 
arranger, and piano performer. His music challenges 
categorisation, deriving beauty and energy by mixing world 
music with an impressionist’s art and a strong ability in 
improvisation. In 2004, he appeared at Japan’s largest rock 
festival, Rising Sun. Around the world he has played in 
events in over thirty cities, including Cannes (MIDEM 2007), 
Manchester (In the city 2006) and Paris (Fete de la music 
2005). In 2010, he was invited to perform at the Japanese 
Embassy in Berlin as part of the celebrations of 150 years 
of Japanese-German exchange. He released his first album 
(Butterfly Effect) in 2007, and you may have heard some of his 
works on TV commercials in Japan. 

http://hajime-soultravel.com

「韓国伝統公演芸術団」は、韓国の財団法人「伝統公演芸術振
興財団」のメンバーで構成された公演団です。この財団は、韓
国の伝統文化を韓国国内だけでなく、世界に向けて伝えること
を目的として 2007 年に設立されました。国内では、特に若い
世代に韓国の伝統芸術文化を伝えるとともに、国際的には、世
界各国において韓国の伝統芸術文化を紹介しています。今回
は、その中でも、伝統音楽である伽

カ ヤ グ ム
耶琴と、伝統踊りである「珍

道太鼓踊り」「扇子踊り」などを紹介します。

Established in Seoul by the approval of the Korean Culture 
and Tourism ministry on February 1, 2007 to preserve and 
promote traditional performing arts and Korean culture. The 
role of the foundation is to build and to centralize the work of 
traditional performing arts in the country and abroad. In 2011, 
the project “Traditional Performing Arts loved by people” 
has been declared to implement the goal. The predecessor 
of this foundation, “National Friendship Promotion, Inc.” has 
performed regularly in Japan since 1999 to exchange Korean-
Japanese culture. The group is looking forward to having 
opportunities to exchange their traditional performing arts 
among the participants of WMDF 004. 

http://ktpaf.org

韓国
韓国伝統公演芸術団
Traditional Performing Arts Foundation
Korea

ケニア、セネガル、札幌
パーカッション・ユナイツ
Percussion Unites
Kenya, Senegal & Sapporo

ジンバブエ
ジャナグルジュニア
Jenaguru Jr.
Zimbabwe 

ドイツ
ハジメ （ゲスト：センダタクヤ）
hajime  (guest: Takuya Senda)
Germany

「フリンジ」のお知らせ

コラム／ Column
オープニングライブツアー
関係者に「OLT」と呼ばれている、芸術祭オープニ

ングライブツアーをご存じでしょうか。毎年 6 月頃、
芸術祭の宣伝を兼ねて行われます。海外アーティスト
と、函館「ひのき屋」との共演が目玉です。

これまで、台湾「冬華＆待明」、モンゴル「チ・ブル
グッド＆美炎」、チェコ「デネブ」、マオリ「イマヌエラ」
という個性的な面々が参加しています。OLT は「もう
ひとつの芸術祭」として、近年、力をつけています。

今年は、過去の OLT に出演した「パーカッション・
ユナイツ」が、ついに元町公園「フリーステージ」に登
場します。おかえりなさい、ユナイツ。特に OLT をご
覧いただいた皆様には、盛大な拍手をお願いします。

Sekai ni de-atta!

Bunun
Taiwan WMDF001 (2008)

Kateryna
Ukraine WMDF003 (2010)

布
ぶ ぬ ん

農伝統の八部合唱の響きと、ウクライナ伝統のバンドゥーラ独唱

8/7　五稜郭タワー 11:00 〜13:00

Voice!

ジャナグルジュニアも出演する「フリンジ」イベント。上記
の日時と会場で、一般公開されます。そのほか、ノルウェーの
ヨハン・サラ・ジュニアや東京のロス・アルームノスが出演。
アトリウムの開放的な雰囲気のなか、お楽しみください。
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弾くというよりは、唄う、弓。すべての音に溶け合う、ピアノ。
長い時を経て、地球を旅した民族楽器たちが織り成すリズム。
その響きに、ふと誘われる……レインボウ・ヴォイス。ジャンル
に縛られない自由さと、レンジの広い演奏スタイルは類い稀な
るデュオ・ユニットと言われる由縁。音楽の力を、ポジティブ
に伝え、共にする空間を、様々に展開。【慧奏】ピアノをメイン
に、オーバートーンヴォイス（倍音歌唱法）や循環呼吸など独特
な奏法や、伝統楽器と自然素材のオリジナル楽器なども演奏す
る。1987 年には、自己のグループ「Silent Pulse」で、モント
ルー・ニュージャズ・フェスティバル（スイス）に出演。1991
年、ダンス公演「アマミシネリ」の音楽担当として、沖縄、ローマ、
パリ、ギリシャ公演をツアーする。風の楽団〜 Wind Travelin' 
Band のメンバーとして、グラストンバレー・フェスティバル（イ
ギリス）や、アメリカ西海岸ツアーなど国際的に活動。【えま】こ
の世のあらゆるものをウタに聞く。ジャンルも国籍も問わない
ONENESS の源へ、音楽を道しるべに活動中。レインボウ・ヴォ
イスと称される唄声、そして、中国の二胡や、タイ・ベトナムの
胡弓、月弓などの弓奏楽器を弾きこなし、その倍音を強く生かし
た奏法により「もうひとつの声」 として奏でる。「風の楽団」、ほ
か沖縄・奄美の島唄との共演など、沢山のアーティスト達との
コンサート・レコーディングに参加。

Esoh plays the piano, ethnic percussion, spiritual tribe 
instruments and natural instruments made from stones and 
woods, and includes overtone singing techniques in his music. 
In 1987, his group “Silent Pulse” participated at the Montreux 
New Jazz Festival in Switzerland. His band has toured in 
Japan, Italy, France and Greece as well as many live events 
and he works as an album producer. Ema uses harmonic 
overtones and is known as a unique female vocal artist. She 
plays the erhu (a 2-stringed Chinese instrument played with 
a bow) and also other traditional instruments from Vietnam 
and Thailand. She co-starred in the legendary Okinawan 
band “KAZE NO GAKUDAN” (Wind Orchestra). She produces 
visual arts and events, designs sound, and collaborates with 
many artists on concerts and recordings.

http://www.yuraiworks.com

都
と ま る

丸智
ともはる

栄（アコーディオン）、ウエッコ（ギター）、ヨース毛
（チェロ）。2002 年結成のアコースティック・トリオ。京都
在住。京都で毎月開催している「月例お食事ライブさらさ西陣」

（2011 年現在 9 年目）をはじめ、各地のカフェでのライブ
や、ライブハウスなどを回るツアーを活動のベースとしている。
2004 年フランスのアコーディオンフェスティバル「Le Grand 
Soufflet」、2008 年にはロックフェスティバル「SUMER 
SONIC ’08」、2009 年ミスターチルドレン主催の「apbank 
fes ’09」などの国内外のフェスティバルに出演。また、関西の
若手演劇人達が参加したライブ演劇『素浪人ワルツ』(2010 年
釜山国際演劇祭参加作品）では音楽を担当。ライブ以外にも、
アフラック CM『アヒルのワルツ』インストバージョンの演奏を
はじめ、NHK 教育テレビ「おかあさんといっしょ」の『ドコノコ
ノキノコ』（2010 年 9 月の歌）を担当。年間 100 本を超える
様々な場所でのライブ演奏で鍛えられたパフォーマンス、カフェ
ライブで育んだ緩やかな間合いは、幅広い世代の人達を楽し
ませてくれています。これまで自主制作及びメジャーを合わせ
６枚の CD をリリース。2011 年 1 月に待望のライブアルバム

『Acoustic Live&Dinner at TOOTH TOOTH』を発売。同
年3月には1ヶ月間で全国13カ所を回る春のカフェツアー「梅
は咲いたか、桜はまだかいな？」を開催しました。

This acoustic trio was formed in 2002 in Kyoto by Toharu 
Tomaru (accordion), Uekko (guitar) and Yosuke (cello). They 
perform a monthly live in Kyoto as well as live tours in Japan 
and abroad. The band has participated in the “Le Grand 
Soufflet” accordion festival in France 2004, the rock festival 
“SUMER SONIC” in 2008, and “apbank fes” in 2009, which 
was produced by the famous Japanese band Mr. Children. 
Besides their live tours, they have made CM songs, and 
songs for NHK TV programs. Their more than 100 live yearly 
performances have something for all genres of music lover 
and all ages.  They have released 6 CDs, with “Acoustic Live & 
Dinner at TOOTH TOOTH” just released in January, 2011. This 
March, they made a one-month Japanese tour of 13 different 
locations following the plum and cherry blossom fronts.

http://za-ha.hp.infoseek.co.jp

1963 年ノルウェー、フィンマーク地方カウトケイノ生まれ。
同地方マーズィ在住。『Mino Mono（2008）』は、トルコのト
ラッド・フォーク・ミュージシャンと制作したものです。『Orvos 

（2009）』は、自身のバンドの演奏で、ジャズ・ミュージシャン
を迎えて制作したものです。ヨイカーでありプロディーサーでも
ある彼は、自身の CD 制作において、ヨイクをジャズやエレクト
ロニカなどで展開するバンド・プロジェクトと、異文化のトラッ
ド・フォークとヨイクを融合するプロジェクトの２つを軸に活動
を行っています。他にもサーミ・ユニバーシティー・カレッジで
の教鞭や伝統的ヨイクの録音、サーミ・オペラの作曲を行うな
ど、サーミ文化においてヨイクを生きた音楽として現代に読みか
えていく重要な役割を果たしているといえます。2000 年のユー
ロビジョン・ソング・コンテストの曲に取り上げられ、最近では
サーミ・ミュージック・アーティスト2009 に選ばれるなど、国
内外で注目を浴びているヨイカーの一人です。日本では、「ワー
ルド・ミュージック・タイム」（NHKFM、2006 年 1月）「weekly 
jam」（FM なばり、2007 年 9 月）、「ワールド・ミュージック・
パラム」（FM 大阪、2009 年 5 月）などで広く紹介されました。

Born in Kautokeino, Norway in 1963, he is not only a music 
producer but also a “Yoiker”. “Yoik” are the traditional songs 
of the Sami people: Europe’s northernmost and the Nordic 
countries’ only officially indigenous people. Johan produces 
his yoik CDs mixing jazz and electronica, and also has a 
project to harmonize between different folk traditions and 
yoik. For example, his CD “Mino Mono” (2008) was produced 
in collaboration with Turkish trad folk musicians, and “Orvos” 
(2009) coupled his band with jazz musicians. He teaches at 
Sami university college, records traditional yoik, and composes 
Sami opera. He contributed to the Swedish entry in the 2000 
Eurovision Song Contest, and in 2009 was chosen as “Sami 
Music Artist of the Year”. He first visited Japan in September 
2010, after growing radio exposure of his music here.

http://www.myspace.com/johansarajr

2000 年、北海道 ･ 函館にて結成されて以来、北海道を拠点
に全国で活動を展開。木村優斗・山北のりひこのアフリカン・
パーカッション ･ ユニット。自作の打楽器を中心に、アフリカ、
キューバの伝統音楽のほか、日本語によるオリジナル曲も演奏
する、非常に個性的でエネルギッシュなグループです。アフリカ
系音楽の特長である踊り出したくなるリズムと、「コール ･ アン
ド ･ レスポンス」（掛け合い）を多用したコーラスワークは素晴
らしい。北海道を拠点に、全国で活動を展開しています。

A unique and energetic African percussion unit formed in 
Hakodate in 2000. Yuto Kimura and Norihiko Yamahiro 
make their original percussion instruments and use them to 
play traditional African and Cuban music, as well as original 
Japanese songs. They have performed throughout Japan with 
their free style of music that conjures the African call to dance. 
Through call and response they also draw the audience into 
chorus work.

http://ameblo.jp/tsuchinoue

ノルウェー
ヨハン・サラ・ジュニア
Johan Sara Jr.
Norway

厚沢部、函館
ンダナ
N'DANA
Assabu & Hakodate

淡路島
えま＆慧奏
Ema & Esoh
Awaji Island

京都
ザッハトルテ
Zahatorte
Kyoto

Sekai ni de-atta!

Lo Cèu De Pau
France WMDF002 (2009)

Zemaitukas
Lithuania WMDF002 (2009)

夫婦喧嘩をダンスで表現するフランスと、笛と木琴がかわいいリトアニア

Cute!
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スペイン：アラ・デ・マドリード
親愛なる友人たちへ。皆さんやそのご

家族、お知り合いにとって、こうした惨事
が早く過ぎ去ることを願っています。愛を
こめて。— カルミナ

トルコ：ＵＨＯＴ
地震と津波の悲しい知らせが届いてい

ます。何か必要な事がありましたらお知ら
せ下さい。— クルム

イギリス：ハラレ
皆様と皆様のご家族がご無事でありま

すように。くれぐれもお気を付けて。— ク
ダウシェ

インドネシア：サラタスプルセン
皆様が無事でありますように、お祈りし

ています。— クーチン

フランス：ニース・ラ・バレエ
この試練に対して、強い意志をもって臨

まれますように。フランス語の「courage」

という言葉を贈ります。— イーヴス

イタリア：ヴァル・レシア
どんな地震や津波だったかと思うと、ほ

んとうに悲しくなります。私たちは常にあた
なたたちとともにあります。— パメラ

チェコ：デネブ
みなさん無事ですか？ 心配しています。

何か助けが必要ですか？ 返事をください。 
— ローマン（プロデューサー）

リトアニア：ゼマイツカス
今回の不幸な災害に対して、支援の気

持ちを送りたいと思います。あなたや家族、
お友達が無事でありますように。— ミルダ

リトアニア：グランジネール
地震と自然の災害からあなたと日本の

北海道の和太鼓がまだ草創の頃から太鼓を打ち続けてきた、
羊蹄太鼓創始者である「太鼓のロクさん」こと故・高田緑郎氏
が作曲した曲を伝授・継承・育成し地域文化と地域振興の発
展を目的とし、倶知安町無形民俗文化指定の「羊蹄太鼓」を流
布する中で、多くの方々に感動や共感をしていただく為に日々活
動をしている和太鼓集団。昨年の上海万博にて北海道の和太鼓
代表として演奏を行うなど、年間約 90 件の演奏を地元や北海
道内を中心に活動を行っています。

This Japanese drum (taiko) group focus on songs written 
by the late Rokuro Takada “Taiko no Roku san” for the 
development of the local culture and local environment. With 
over 90 performances a year, they are working actively to have 
audiences touch and share their music.

2000 年 10 月アイヌ伝統的カヌー「イタオマチップ」の復元
に集まった若きアイヌたちで結成。のちに札幌在住の５家族の
アイヌファミリーになりアイヌ伝統に基づいた文化の発信を行っ
ているグループとなっていきました。伝統儀式、伝統工芸、伝統
舞踊などはもとより木版画、ネイチャーガイド、ネイティブロッ
クなどアイヌ文化の現代的発信も今を生きるアイヌの表現とし
て行っています。カナダ、ハワイ、などのカヌーフェスティバル
に現地でカヌーを作って参加したり、国内の野外フェスや環境、
平和運動の場でも多数パフォーマンスを行っています。年間 50
本以上のライブ、団体、個人の展示会も実施しています。

This group was formed by young Ainu gathered to restore 
the traditional Ainu canoe “Itaomachippu” in October, 2000. 
Later, the group coalesced around five different Ainu families 
living in Sapporo who worked to preserve Ainu culture more 
broadly, based on Ainu traditional rituals, crafts, and dance 
performance. They have represented Ainu culture in Canada, 
Hawaii, and throughout Japan. They perform live Ainu music 
in domestic festivals more than 50 times a year, as well as 
bringing a window onto their unique crafts and rituals.

西アフリカの太鼓「ジェンベ」や「ドゥンドゥン」をつかって唄
に踊りに楽しく元気なゴキゲンバンド。年齢や性別や人種も越
え、全員参加型でアフリカンビートを感じさせます。洞爺や喜茂
別や羊蹄山麓で活動進行中！

Western African drums “djembe” and “dundun” are used by 
this group to create lively and danceable music. Any age, 
gender or ethnic group can enjoy their music and feel the 
African beats with their live performance. They are based in 
Toya, Kimobetsu, and Yoteizan.

ラッキーとモジャンボによる、クラウンのペア。ワールドクラウ
ンフェスティバル・イン・ジャパン（2010）に出演。ホスピタル
クラウンとして著名な大

おおむね
棟耕介とともに、ウクライナでクラウン

ツアーを行ったり、ニューヨークで開催されたワールドクラウン
アソシエーションで 6 位に入賞するなど、その実力は高く評価
されています。モジャンボは、パッチ・アダムスとともに、エク
アドルでクラウンツアーを開催。笑いが世界を変えることを信じ
て、医療福祉施設や各地のフェスティバルで公演を行っていま
す。

Lucky and Mojumbo are a pair of clowns.  They appeared 
in the 2010 World Clown Festival in Japan, have toured the 
Ukraine with the famous hospital clown, Kosuke Ohmune, and 
placed sixth in an event of the World Clown Association in New 
York. Mojumbo has also toured Ecuador with Patch Adams, 
the physician, social activist, citizen diplomat and founder of 
the Gesundheit! Institute.  Their performances encapsulate 
their belief that entertainment can change the world, and they 
pursue this goal by appearing widely at both festivals and 
health and welfare facilities around the world.

倶知安
羊蹄太鼓保存会「鼓流」
Youtei Daiko Koryu
Kutchan

札幌
アイヌアートプロジェクト
Ainu Art Project
Sapporo

札幌、函館
ラッキー & モジャンボ
Lucky & Mojumbo
Sapporo & Hakodate

洞爺湖
トヤトヤ
Toya Toya
Toyako

震災に寄せて
世界のアーティストからメッセージ

March 11 Eathquake Messages
From WMDF’s Friends Worldwide

国民が守られますように。— ジッタ

台湾：布農、ゲロアイ・ア・ガバ
地震は大変だったでしょう。大変でしょ

うけど、神様が見てますから。元気で。み
んながんばって。（談）— 陳唐娘

チュバシ共和国：州立アンサンブル
こうした災害が１日でも早く終わり、普

通の生活に戻ることができるよう祈ってい
ます。美しい日本が一刻も早く復活する事
を望んでいます。— ナタリア＆カルギン

バスク：アルカルタスナ
何か助けは必要ですか？ あなたやその

周囲の方に被害が無いこと、そして通常
の生活に戻れる日が来る事を願っていま
す。— アン

イタリア：ダンゼリーニ・ディ・ルチニコ
多くの日本人がこの悲惨な災害に巻き

込まれたことに、お見舞いを申し上げま
す。我 は々皆さんとともにあるということを、
真の友情からお伝えします。神のご加護
を。— モリッツィオ

ポーランド：ウェルコポラニエ
日本の皆様、団結して、この惨事から一

日も早く立ち直ってください。いつも日本の
ことを思っています。 — マルタ

アイルランド：ケルティック・ルーツ
アイルランドにいる全員が、日本で起

こった惨事に心を痛めています。金銭的な
損失もさることながら、それ以上の悲惨な
体験が刻まれたのかと思うと、言葉もあり
ません。どうかこの状況から、1 日でも早く

立ち直れることを祈っています。2009 年
の芸術祭は、いまも私たちの心に素晴らし
い思い出として残っています。また函館を
訪れたいと思っています。いつかヨーロッ
パに来られるときは、ぜひアイルランドにも
お立ち寄りください。— デービッド

＊＊
ほかにも、多くの団体や個人から、メッ

セージが届いています。ご覧の通り、まだ
芸術祭に参加していない団体からも、励ま
しの声が届きました。

元町公園で、世界はつながっているとい
うことをお伝えしたくて、ここに要約して取
り上げました。文章は抜粋した意訳で、文
責は主催者にあります。

Did You Know?

• The coast of Japan is dotted with “tsunami stones”, some more 
than six centuries old. They are “warnings across generations” 
showing  where it is safe to start building houses. You can see 
more in the NY Times article at http://tinyurl.com/3e94abu or on 
the site http://www.kasen.net/ishibumi/tsunamimap.htm
• We number this year’s WMDF “004” to so that we reach 999 
years  before we have to add a digit! It is an example of “Long 
Now” thinking.
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ふたりの打楽器と声の破天荒なフリースタイル 3 人組。自然
と一体となり即興で紡ぎ出すリズムと唄は、太古と未来が波の
ように押し寄せ、「縄文トランス」と呼ばれる新しい祝祭空間を
創りだしています。東アジアの各地で年間 100 本を超えるラ
イヴ、フィールドレコーディングを行うサウンドジプシーです。
1999 年に結成。メンバーチェンジを経て、あずみ（声、Mix）、
ナナ（打楽器）となり、いつでも・どこでも・誰とでも音を楽し
むチカラをストリートで養いました。2006 年、ドラマー Piko
と共に「RaBiRaBi×Piko」としての活動を開始。旅がはじまり、
表現の核ができあがりました。2009 年、名称と表記を「ラビラ
ビ」に変更。活動の核を 3 人として、音旅を続けています。

This trio is formed from two percussionists and one 
vocalist. Their story goes back to 1999, and their free-style 
improvisations and attunement to nature with both rhythm 
and voice have ledpeople to call their music “Jomon trance”: 
a mixture of the ancient and the future. These “sound gypsies” 
annually do over 100 live performances and field recordings 
in East Asia.

http://www.rabirabi.com

主にボリビアやアルゼンチンの曲を中心に演奏するフォルク
ローレグループです。1985 年秋、日本のフォルクローレ演奏
家の草分け「グルーポ・カンタティ」のリーダーである、エルネ
スト・河本師と出会い、以降ケーナを初めとして、チャランゴ、
サンポーニャ、ギター、ボンボ、そして歌と、典型的な現代ボリ
ビアフォルクローレコンフント（グループ）の音楽を学んできて
います。1987 年、福島県川俣町のフォルクローレフェスティバ
ル「コスキン・エン・ハポン」に出場するにあたってつけたコン
フント名が、「ロス・アルームノス」。スペイン語で「生徒たち」
という意味です。以来 25 年、ほぼ欠かさず同フェスティバルに
参加。2000 年には、本場アルゼンチンのコスキンフェスティバ
ルに「コスキン・エン・ハポン（日本のコスキン）」代表として参
加。2007 年には、それまでのコンサート録音にスタジオ録音を
加え、CD『Huellas al Paso（あしあと）』を作りました。現在メ
ンバーは女性 3 人ですが、今回は、師匠率いる「グルーポ・カ
ンタティ」の若手メンバーのサポートを得て、本芸術祭に出演さ
せていただきます。よろしくお願いします。

The folklore group mainly perform Bolivian and Argentinian 
songs. Since 1985, the group has been studying under Ernest 
Kawamoto, the leader of the “Grupo Cantanti”: a pioneering 
presence among Japanese Folklore musicians.  “Los Alumnos” 
means “students” in Spanish. This group has participated many 
times in the “Cosquin en Japon” folklore festival in Kawamata, 
Fukushima prefecture.In 2000, They were invited to perform 
at a native Cosquin festival in Argentina. They released their 
CD “Huellas al Paso” in 2007. Currently there are three female 
members who will be supported at WMDF by young members 
from “Grupo Cantanti”.

1998年に函館が生んだ「トラベリングバンド」。主なメンバー
はソガ直人、しまだめぐみ、雨宮牧子、ワタナベヒロシの 4 人。
旅人としての心象風景を、篠笛の息づかい、太鼓の振動、そし
てギターの音色を中心に表現します。アジアと西洋、過去と未
来。時空を自由に行き来するひのき屋。彼らは、人々の冷え切っ
たこころを熱くします。個々の音がひとつに響く、伝統とオリジナ
ルのジャパニーズ・ワールドミュージック。永遠の旅人・ひのき
屋の物語は、行く先々でうねりとなって、世界を変えていきます。
アジアも、ヨーロッパも、イスラムも。旅がつづく限り、僕たちは
変わり続ける。代表曲は「プラタナスの樹」「足踏みダンス」。北
海道新聞社・第 8 回「北のみらい奨励賞」受賞。

“Hinoki-ya”, formed in Hakodate 1998, specialize in Japanese 
music with a world influence. Their repertoire ranges from 
traditional folk songs to pieces expressing nature. The 
group's performances feature Shinobue flute, Taiko, guitar, 
and percussion. Hinoki-ya have participated at world festivals 
in Croatia (2002), Brazil (2004), France (2005), Bosnia 
and Herzegovina (2007), energizing audiences with their 
rhythm and energy. Hinoki-ya's original compositions and 
arrangements blend research into traditional Japanese with a 
modern sensibility and global outlook. Worldwide, they have 
been well received for their universal and danceable music, 
connecting directly with the emotions of audiences.

http://www.hinokiya.com

函館で 1998 年に「THE SWANKY MUSICIAN」として結
成したスカバンド。東京スカパラダイスオーケストラのコピー等
を演奏しながら、市内ライブハウスやイベント等で活動してい
ます。現在は 8 人で、オリジナル曲を中心に、スカに拘らず多
様なジャンルの演奏を展開しています。2008 年には結成 10
周年記念 LIVE を行い、ますます精力的に活躍中。今までに、

『SWANKY』、『Play for delight』、『SWANKY+3』の 3 枚
の CD を発表。そして、今年 2 月にニューアルバム『三寒四暖』
を発表！

“Swanky” is a ska band that started in Hakodate in 1998 as 
the band “THE SWANKY MUSICIAN”.  The band has been 
inspired in its style by the “Tokyo Ska Padadise Orchestra”.  
There are eight currently active members, who play mainly 
original songs in various music genres as well as ska.  They 
have released four albums: “Swanky”, “Play for delight”, 
“SWANKY+3”  and this Frebruary’s “SANKAN SHION”

http://www8.plala.or.jp/swanky

東京
ラビラビ
Rabirabi
Tokyo

東京
ロス・アルームノス
Los Alumnos
Tokyo

函館
スワンキー
Swanky
Hakodate

函館
ひのき屋
Hinoki-ya
Hakodate

コラム／ Column
アーティストに選ばれるには

海外拠点のアーティストは、英語のホームページか
ら参加条件と申込書をダウンロードして、CDといっ
た素材とともに郵送して申し込むのが条件となってい
ます。主催者は、世界から集まった素材を吟味して、
その年の出演者を決めています。

また、素材以外にも、フェスティバル同士のネット
ワークは貴重な情報源です。逆にはこだて国際民俗
芸術祭に対しても、「オマーンでフェスティバルがある
ので、日本の伝統芸能を派遣してくれないか」という
問いあわせがあったりします。

出演者の選定には、毎年毎年、苦労があります。
ジャンルが偏らないように、また、お客様の満足のた
めに、1 年を通じてその作業を行っています。

Sekai ni de-atta!

Sofia 6
Bulgaria WMDF001 (2008)

Ara de Madrid
Spain WMDF002 (2009)

衣装が印象的なブルガリアと、統制と情熱のダンス、スペイン

Dance!



“Mogu Mogu” Festival   Goods and Gourmet from around the world



市民スポンサーパスは1枚2,000円

ザッハトルテ
フランス・ミュゼット音楽のカリスマ  Zahatorte Kyoto

ヨハン・サラ・ジュニア
北極圏サーミ人のヨイクJohan Sara Jr. Norway

エレン・マクィルウェイン
カナダ発のワールドミュージック  Ellen McIlwaine  Canada

マーガレット・ロードナイト
情熱のオーストラリアフォーク  Margret RoadKnight Australia

パーカッション・ユナイツ
ケニア、セネガル、日本のリズムが融合
PercussionUnites Kenya & Senegal & Sapporo

●入場料／前売一般 1,500円、前売学生（中～大学生）1,000円
※当日券は各 500円増し、小学生以下無料
●プレイガイド／ローソン・ローソンチケット（Lコード :16432）
●すでに「市民スポンサーパス」をお持ちの方は、パスと一緒に、
付属のクーポンをご呈示ください。無料でご入場いただけます。

8/8  
函館市民会館大ホール

特別公演

Aug8 MON Hakodate Shimin Kaikan Citizens’ Hall  WMDF GALA Open 6:00pm

月2011 開演18:00（開場は30分前）
（湯川町 1-32-1）

●主催／WMDF特別公演実行委員会、一般社団法人WMDF wmdf@wmdf.org ●共催／財団法人函館市文化・スポーツ振興財団 ●後援／渡島総合振興局、函館市、函館市教育委員会 ●企画／ひのき屋 ●制作／株式会社ヒトココチ

※対象・中学生以上　※芸術祭のイベントがすべて無料になるクーポンつき！

●お問い合わせ／ヒトココチ 0138-51-5727

下記プレイガイドにて好評発売中！！！！

だ い ち うたごえ

「地球市民」の唄が聞こえる
う た

●函館市民会館、函館市芸術ホール、五稜郭タワー、カフェ･
ドリップ･ドロップ （まちづくりセンター 1F）、こなひき小屋（七
飯町）、ローソン・ローソンチケット（Lコード :16132）

〈第004回〉

8/5
FRI

10:30~11:30 13:30~14:308/6
SAT

8/6
SAT

10:30~11:30 10:30~11:308/7
SUN

10:30~11:308/9
TUE

●主催／函館和太鼓文化推進連絡会
●協力／一般社団法人WMDF 
●後援／北海道渡島総合振興局、函館市、函館市教育委員会

●お問い合わせ／ヒトココチ 0138-51-5727

○パスのお求めは、お近くのローソン（Lコード:16132）、函館市民会館、
函館市芸術ホール、五稜郭タワー、カフェ･ドリップ･ドロップ（まちづ
くりセンター1F）、こなひき小屋（七飯町）。1枚2,000円（税込）です。

エレン・マクィルウェイン
Ellen McIlwaine  Canada

28の国籍の学生とともに過ごし、
インド、パキスタン、中東、ヨーロッパ、
そしてアジア出身の家族が集まるコ
ミュニティーで暮らしていました。そ
の比類なき国際経験から生まれる
ワールドミュージックをあなたと。

羊蹄太鼓保存会「鼓流」
Youtei Daiko Koryu  Kutchan

北海道の和太鼓演奏の草分け、
太鼓のロクさんこと故・高田緑郎
氏の曲を継承する鼓流。倶知安町
無形民俗文化指定の「羊蹄太鼓」
は、演奏のたびに感動をもたらし
ています。

韓国伝統公演芸術団
Traditional Performing Arts Foundation Korea

韓国の伝統芸術文化を世界に伝
える団体です。韓国の財団法人、
伝統公演芸術振興財団のメンバー
で構成されています。伝統音楽であ
るカヤグムと、伝統舞踊である珍道
太鼓踊り、扇子踊りなどが得意です。

マーガレット・ロードナイト
Margret RoadKnight  Australia

オーストラリアのシンガーとして、
40年以上のキャリアを誇り、世界
中でその歌声を響かせてきました。
ギターや親指ピアノなどを用いて、
知性と豊かさを繊細かつ大胆に表
現します。その魂を感じてください。

ヨハン・サラ・ジュニア
Johan Sara Jr.  Norway

サーミ人の即興歌、ヨイク。ヨハ
ンは、そのヨイクを現代音楽として
表現しています。また、大学での指
導や、伝統的ヨイクの保存、サーミ・
オペラの作曲など、その才能を存
分に発揮しています。

（末広町4-19）

子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動

Experience! Workshops

世界本場の民俗音楽と舞踊を、日替わりで体験しよう！

日 本 ノルウェー

韓 国 オーストラリア

カナダ

ワークショップ無料クーポンが3枚つき！
「市民スポンサーパス」をお求めください

 一 般 1,000円
 学 生 500円
※学童保育や少年サークルなど、こどもの団体には、団体割引・引率者割引があります。割引には事前のお申し
込みが必要ですので、ご希望の方はお問い合わせください。
※ワークショップは、各開始時刻の15分前から、受付を開始します。ワークショップに参加をご希望の方は、
直接会場までお集まりください（団体割引を希望される方以外、事前のお申込みは不要です）。

 （1講座につき。税込）●参加料金 
※学生は中学生から大学生
※小学生以下は無料

10:30~11:308/10
WED トヤトヤ

Toya Toya  Toyako
西アフリカの太鼓「ジェンベ」や「ド
ゥンドゥン」をつかって唄に踊りに
楽しく元気なゴキゲンバンド。年齢
や性別や人種も越え、全員参加
型でアフリカンビートを感じさせま
す。身体を使って体験しよう！

西アフリカ
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これからの芸術祭
WMDF Future

はこだて国際民俗芸術祭（芸術祭）は、
2008 年 8 月に初めて開催されました。第
999 回まで続くようにとの願いを込めて、
日々私たちは活動しています。

芸術祭における３つの理念
① 元町公園で、「世界」に出会う

芸術祭の目的は、「元町公園で、『世界』
に出会う」ことです。ここでいう「世界」と
は、国や地域にくわえて、異なる習慣、そ
して科学や芸術といった異なる分野のこと
を指します。発見や衝突、いろいろな「世
界」が、函館で混ざり合います。
② 市民スポンサーと市民スポンサーパス

芸術祭では、多くの「市民スポンサー」
を募集することで、独立した財源の確保を
目指しています。入場無料「フリーステー
ジ」がいつまでも長く続けられるよう、ぜひ

「市民スポンサーパス」をお買い求めくだ
さい。このパスは、市民一人ひとりが芸術
祭を支えているという、地域の誇りを形に
表すものです。
③ スタッフミーティング

芸術祭は、市民有志の芸術祭スタッフ
によって支えられています。芸術祭に関す
る様 な々課題に直面しながら、その解決の
ため、知識や技能を学び合っています。年

間を通じて、「スタッフミーティング」を開
催しています。また、クロアチアの首都ザ
グレブや、オーストラリアの観光都市アデ
レードなど、世界で行われている芸術祭
におもむいて、体験型の研修を重ねていま
す。

芸術祭に関する世界の潮流
ところで、世界に目を向ければ、このよう

なフェスティバルは、フランスやブラジルな
ど、主に欧州や南米で盛んに行われてい
ます。

例えば、ザグレブの「国際民俗芸術祭」
は、2011 年の時点で 45 回の実績があり
ます。このフェスティバルは、ザグレブ・コ
ンサート・マネジメントという非営利組織
が運営しています。

一方、アデレードの「ウォーマデレイド」
は、1992 年に初めて開催されました。会
場のボタニック公園には、大小７つのス
テージ、キッズコーナー、フードコート、
ATM、そして車いす用の特等席などが
揃っています。アデレードの貴重な観光資
源として、南オーストラリア州も積極的に
支援しています。

ほかにも、世界には数多くの芸術祭があ
り、それぞれ地域の住民に親しまれている

のです。

芸術祭の成長
では、再びはこだて国際民俗芸術祭に

目を向けてみましょう。
芸術祭は、第 001 回から003 回まで、

合計 23 の国と地域から、638 人のアー
ティストの参加を受け入れてきました。集
客数はのべ 6 万 3 千人を超えています。
また、参加した芸術祭スタッフの数は、の
べ 370 人を超えています。

国際観光都市・函館らしい「にぎわい
の創出」は、徐々に成果を表しています。
また、これまでテレビやラジオ、旅行パンフ
レットなど、様 な々メディアに取り上げてい
ただきました。さらに、複数の海外ウェブ
サイトには芸術祭について英語で紹介さ
れており、世界から熱い視線が注がれて
います。

回を重ねるごとに、国内外からの観光
客が集まり、経済効果ももたらしています。
元町公園で、「世界」に出会うことを通じ
て、函館に住む喜びと幸せを、皆で分か
ち合っています。特に子どもたちに対して、
郷土愛を育んでいけるような芸術祭であ
ればと願っています。

テーマ：ロングナウ・ビッグヒア
最後に、芸術祭のテーマ、“Long Now, 

Big Here（ロングナウ・ビッグヒア）” につ
いて簡単に触れておきます。

ロングナウとは、エリス・ボールディグ、
ブライアン・イーノらが発案した概念で、
現在は「ロングナウ財団」が提唱していま
す。直訳すれば「長い今、広いここ」。言い
換えれば、高い視点や広い視野による実
践的な行動を指しています。ちなみにこの
財団は、「1 万年時計」といったユニーク
な実践で知られています。

芸術祭は、このロングナウ・ビッグヒア
という考え方に共鳴し、行動に取り入れて
います。

これからも、一般社団法人 WMDF およ
び芸術祭スタッフは、地域の人材と貴重な
観光資源に支えられながら、はこだて国際
民俗芸術祭を育てていきたいと思います。

しめくくりとして、芸術祭にご理解とご協
力をいただいております、関係各位に感謝
申し上げます。また、市民スポンサーの皆
様、協賛各位に厚くお礼を申し上げます。
願わくば、今後とも変わらぬご支援をいた
だければ幸いです。

Theme:  “Long Now, Big Here”

Brian Eno coined the tem “Long Now” when 
he moved to New York City and found that 
in New York “here” and “now” meant “this 
room” and “this five minutes”. Perspective 
doesn't have to be this limited. You can 
consider your neighbourhood, your town, 
your country, or the Earth.  You can feel a 
day, a week, a month, a year, a generation, or 
hundreds of years. Eno went on to become 
a founder of the Long Now Foundation. 
We encourage you to look at their pages. 
WMDF is not connected with the Long 
Now Foundation; we simply share the same 
goal of wanting to spread “Long Now” and 
“Big Here” thinking, and believe that the 
mix of music and tradition represented by 
an international festival is one very effective 
way to achieve this.

Sponsor Pass

Most WMDF events are free. The 
responsibility of funding the Festival is 
taken on by normal Hakodate townspeople, 
who buy a “Sponsor Pass”. This is symbolic 
of the support of the whole town, and indeed 
our eventual goal is for everyone in the town 
to become a sponsor with pride. The Sponsor 

Pass expands the time and the space of the 
Festival: sponsors are encouraged to wear 
the pass as an advertisement in the run-up to 
the event, and a large number of shops and 
restaurants around town offer discounts to 
pass holders.

Volunteer Staff

Maybe the people who have the ultimate 
experience from a Festival are the staff. 
Fulfilling a meaningful role can help people 
develop, but WMDF Committee meetings 
also usually have some element of study 
(often with out-of-the-box workshops). 
The biggest effect, though, comes when 
we start to realise the impact we can have 
on the lives of others. At the most obvious 
level, staff meetings bring together people 
from an extraordinary cross-section of local 
life, but more than this is the sense of being 
a working part of an event that changes the 
lives of so many. An event on this scale is 
just so much longer and so much bigger 
inside than out.
We are always looking for interested and 
enthusiastic volunteers to help with the 
running or organisation of WMDF. If you 
think you have some time or skills to lend, 

you can mail wmdf@wmdf.org to be placed 
on the staff mailing list. Alternatively, just 
pass a namecard to any staff member you 
see during WMDF 2011.

Thanks

WMDF would not have been possible 
without the efforts and support of many 
people in Hakodate and beyond.  We express 
here our thanks to them all.
Primarily, we are indebted to the volunteer 
efforts of the dozens of people that form the 
WMDF staff. They work hard just for the 
reward of being part of the event, so if you 
have a chance, please acknowledge them 
with a smile or a pat on the back.
The staff of the Machi-Tsukuri Centre have 
also provided us with a home operations 
base with never a complaint at our very 
“Long Now” and “Big Here” appropriation 
of their time and space.
And finally, our sponsors and collaborators, 
listed in the following pages, have allowed 
us to exist financially. Please have a look at 
their names: we think they have done a good 
thing.

元町公園で出会った「世界」
 WMDF artist countries  (001~004)

白老 | Shiraoiブリヤート共和国 | Buryatia
チュヴァシ共和国 | Chuvashia

ウクライナ| Ukraine

アイルランド| Ireland

セネガル| Senegal
ギニア| Guinea

ケニア| Kenya

リトアニア| Lithuania

ドイツ| Germany

ブルガリア| Bulgaria
イタリア| Italy

フランス| France
バスク| Basque

スペイン| Spain

東京 | Tokyo
京都 | Kyoto

淡路島 | Awaji Island

弘前 | Hirosaki
函館 | Hakodate

松前 | Matsumae

厚沢部 | Assabu
南茅部 | Minami Kayabe

倶知安 | Kutchan
洞爺湖 | Toyako札幌 | Sapporo

アメリカ| USA

カナダ | Canada

ペルー | Peru

ニウエ| Niue ウルグアイ| Uruguay

沖縄 | Okinawa

オーストラリア| Australia

台湾 | Taiwan

インドネシア| Indonesia

インド| India

韓国 | Korea

ノルウェー | Norway

ジンバブエ| Zimbabwe

まだ、私たちの知らない「世界」がある。
国際観光都市・函館の夏の夜。
眼下の夜景と、石畳の公園で、
世界中の音楽と舞踊が花開く。

開港150周年記念事業（緑の島）では、誰もが時間と場所
を忘れて踊った。芸術祭のテーマ「ロングナウ・ビッグヒ
ア」が、最もよく表れたイベントのひとつである。

函館港まつりのパレードに参加した、チュバシ共和国の州
立アンサンブル。芸術祭のアーティストは、元町公園にと
どまらず、常に街へと出かけようとする。

すべてのドラマは、元町公園を中心に動く。人の心を動か
すのは、函館の歴史と、世界の文化の物語だ。そして、来場
者一人ひとりの熱気が、次の芸術祭の背中を押すのだ。







函館の宿泊は
安心・安全!!

芸術祭の広告協賛について 芸術祭ではスタッフを募集しています
芸術祭では、多くのスポンサーを募集することで、独立した財源

の確保を目指しています。芸術祭は、非営利かつ公益の目的で行わ
れています。主催者である一般社団法人WMDFは、年間を通じて、
協賛を募集しています。協賛口数は、1 口 1 万円から。なお、口数
をおまとめいただければ、ポスターにロゴや、ガイドブック等に広告
を掲載させていただきます。

また、市民の皆様におかれましては、すでにご案内のとおり、市民
スポンサーとして芸術祭を支援していただければ幸いです。スポン
サーとしての証である市民スポンサーパスは、1 枚 2,000 円です。

これまで継続して協賛していただいております各位に、お礼を申
し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

芸術祭スタッフを募集しています。世界のアーティストともに過ご
す、まさに、人生を変える経験。国内有数の規模を誇る芸術祭が、
あなたの力を必要としています。活動は、主に地域交流まちづくり
センターで開催される「スタッフミーティング」に参加していただき、
例年 6 月に開催される「オープニングライブツアー」、そして 8 月に
開催される芸術祭を運営します。
「スポンサーパス」の販売、アーティストのガイド、会場整理など、
多くの役割があります。必要な技能は先輩から学べるので、初めて
の方でも安心して参加していただけます。

詳細につきましては、芸術祭のホームページ（http://wmdf.
org/community/volunteer.php）をご覧ください。
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協 賛 Sponsors
● 学校法人函館大谷学園
● 岩山整形外科クリニック
● 有限会社ウィズ
● Kitchenette カノムアロイ
● 函館亀田港保育園
● 社会福祉法人函館共愛会共愛会病院
● 五稜郭タワー株式会社
● 有限会社サインプランニングシステム
● 学校法人野又学園
● 函館バス株式会社
● 株式会社アイズ
● 有限会社ウッド工房
● 株式会社M・T・SEA FOODS
● キョーツー株式会社
● 函館高砂保育園
● 特定医療法人社団高橋病院
● 株式会社ななえ葬祭
● 函館市医師会二区会
● 医療法人雄心会函館新都市病院
● 人見保育所
● 北海道コカコーラボトリング株式会社
● 介護老人保健施設もも太郎 葛西善一郎
● 株式会社リアルグロウ
● 株式会社魚長食品
● タウン情報誌jam函館
● 株式会社シンプルウェイ
● 医療法人社団慈友会望ヶ丘医院
● 函館ホテル旅館共同組合
● 湯元花の湯
● 道南勤医協函館稜北病院
● 稜北内科・小児科クリニック

● 株式会社環境科学研究所
● 株式会社サトー・エージェンシー
● 浜ちゃんぽん三八飯店
● しらかば薬局
● 社会福祉法人聖樹の杜
● 株式会社八晃建設
● 有限会社赤坂総合室内
● 株式会社イチマス
● 株式会社エスイーシー
● 株式会社梶原昆布店
● 株式会社カナモト函館営業所
● 気ままなパン屋窯蔵
● 株式会社川股設備工業
● 行政書士北村資暁事務所
● 有限会社五光
● 株式会社近藤商会
● 炭火焼肉屋さかい
● 有限会社サコンデザイン事務室 
● 医療法人同仁会佐々木病院
● 株式会社三栄ヤマムラ
● 有限会社芝広
● 株式会社スローライフ
● 相馬株式会社
● 第二物産株式会社
● たかはし畳店
● 株式会社竹田食品
● 株式会社タザキトーヨー住器
● 株式会社ダスキン下道函館営業所
● ダスキン北任
● 株式会社田村氷室
● 株式会社だるま食品本舗
● Dance Works リュミエール

● 月館測量設計株式会社
● 有限会社道南セキュリティーサービス
● 社会福祉法人厚生院ななえ新病院
● 特定非営利活動法人日本障害者高齢者生活支援機構
● 株式会社ノース技研
● 函館ひかり幼稚園
● 有限会社北海道函館 moomoo-TAXI
● 株式会社函館酪農公社
● レストランバスク
● 有限会社バロン
● Village's General-Store
● 有限会社船越自動車板金
● 株式会社北洋舎クリーニング工場
● 七飯マリア幼稚園
● 丸果函館合同青果株式会社
● 有限会社丸山燃料店
● 森口義肢製作所
● 株式会社モリチクリーニング
● 株式会社ヤマサ宮原
● NPO法人やまのしずく
● 野村不動産株式会社
● 市民スポンサーの皆様
協 力 Service Sponsors
● 有限会社グレアトーン
● 八百ねっと
● 株式会社NTT東日本 北海道函館支店
● キリンビール株式会社
● 函館山ロープウェイ株式会社
 （敬称略）

ＮＴＴ東日本が提供するフレッツ・スポットを
ご契約の方は、メインステージ周辺で、
インターネットのご利用が可能です。

協賛・協力一覧
Sponsors & Service Sponsors

ご来場の皆様にお知らせとお願い
Important Information for WMDF-goers

あなたが感じた芸術祭を、ブログやSNSで
世界に向けて発信しましょう。

次の諸事項を遵守してください
•各会場へお越しの際は、公共の交通機
関をご利用ください。
•会場によっては、アルコール類を提供し
ております。未成年の飲酒ならびに飲酒
運転は、固くお断りいたします。
•会場内での喫煙は、ご遠慮ください。小
さなお子様もおりますので、喫煙は、決め
られた場所でお願いいたします。

次の諸事項につきご協力ください
•公演中のアーティストを、デジタルカメ
ラ、ビデオカメラ、その他の機材で撮影す
ることは、主催者が明示的に許可した場
合を除き、固くお断りいたします。ただし、
今回は「オープンジャパン」に基づき、元
町公園「フリーステージ」のみ自由に撮
影していただけます。なお、三脚を用い
ての撮影および公演中のアーティストに
向けてのフラッシュ撮影はお断りします。
•会場では、報道カメラマンおよび主催者
が委託した公式カメラマン等が、撮影を
行っています。当該撮影により発生する権
利は、原則として主催者または当該カメラ
マンに帰属するものとします。
•会場の景観を、損ねないようにしましょ
う。芝生や樹木等の自然、建物およびその

付帯する設備等を、汚したり壊したりしな
いでください。
•ゴミは、決められた場所に捨てましょう。
会場内へのゴミの持ち込みは、固くお断り
いたします。
•主催者の許可なく、大道芸、チラシ等の
配布行為はご遠慮ください。
•お求めいただいたスポンサーパス、その
他チケット類の払い戻しは、いたしかねま
す。
•主催者が記録した映像および画像等は、
次回以降の広報宣伝に用いられる場合
があります。当該映像および画像等には、
会場にお越しのお客様が撮影されている
可能性があることを、ご了承ください。な
お、プライバシーに関するご相談は、芸術
祭制作・株式会社ヒトココチ（0138-51-
5727）までお寄せください。
•主催者は、すべての会場につき、その所
有者より借り受け、期間中はイベントを安
全に運営し、終了後はただちに現状に回復
して返還する義務を負います。したがいま
して、法令に違反する行為、事故が予見
される行為、その他安全上に問題のある
行為等を行うお客様には、会場より退去し
ていただく場合があります。

•自然災害、人災、および病気怪我等の
事故が予見される場合には、主催者の判
断により、イベントを中止または中断する
場合があります。
•万一の際は、主催者の指示に従ってくだ
さい。

落とし物、迷子
•お手回り品の管理には、十分にお気を付
けください。落とし物をしたと思われる方
は、近くの芸術祭スタッフまたは受付にて、
お名前と連絡先および品名等をお知らせく
ださい。
•落とし物は、現金を除いて、保存可能な
ものである限り、主催者にてお預かりいた
します。現金および保存不可能なものは
遅滞なく、また、すべての落とし物は芸術
祭の期間が終了した後に、函館西警察署

（0138-42-0110）へ届けます。
•イベントの円滑な進行および防犯上の理
由により、迷子につきましては、該当する
お子様の名前を呼んでの会場アナウンス
は控えさせていただきます。お心当たりの
方は、速やかに近くの芸術祭スタッフまた
は受付にお申し出ください。なお、あらかじ
め、はぐれた場合の集合場所を決めておく
ことをおすすめいたします。

Festival Etiquette
We are looking forward to welcoming many 
people to our event. To promote a happy and 
successful Festival we hope that WMDF-
goers will keep in mind:
• We encourage walking, cycling, or the use 
of public transport wherever possible.
• Please, if you drink, don’t drive.
• We ask you to consider the lines of sight 
of those around you when taking spaces in 
the crowd, when using parasols/ sunshades/ 
umbrellas, or when carrying children on 
shoulders. The D in WMDF stands for 
Dance, so expect that people will sometimes 
be on their feet. The best place to remain 
seated is always around the rear and sides of 
the audience area.
• WMDF is in principle a smoke-free event. 
However, there will be some clearly marked 
smoking areas. If you smoke in these areas, 
please respect the crowd around you, and 
dispose of cigarette butts properly.
WMDF is Staffed by a team of friendly 
volunteers who are there to help, but please 
remember that they cannot know every 
detail of the event and may need to check 
things occasionally or refer to someone else.

Conditions of Purchase/ Entry
We are grateful to everyone who supports 
our event, especially those who are mindful 
of the conditions:

• This year, we are marking our “Open 
Japan” policy by actively encouraging 
photography and video at all the Free Stage 
events. Please post your images, etc online to 
show the world that Japan is open. If you like, 
you can use the hash tag #openjpn. Please be 
considerate of others when taking pictures 
and observe the following common sense 
rules: make sure that no pathways around 
the stages are obstructed, do not use tripods, 
as they will affect the view of others, and 
no flash photography directed at the stage, 
as it distracts artists and can be dangerous. 
In general, WMDF reserves on behalf of 
the artists the exclusive copyright for all 
photographs and recordings made at any 
venue, and the above permission to record 
and use images of Free Stage events excludes 
any usage that leads to profit-making.
• For the Gala performance, we maintain our 
previous policy of strictly no photography 
(still/ video) of stage performances without 
permission from the organizers. This will 
be clearly signposted at the entrances to 
the event. Anyone seen recording a Gala 
performance without permission may have 
equipment confiscated.
• No person shall interfere with plants, water 
fixtures, or any other installation at any of 
the venues.
• No unauthorized busking or performing, 
flyering or pamphleting, or promotion or 
distribution of goods or brands other than 
those of WMDF sponsors.

• There will be no refunds given for lost 
tickets.
• WMDF events (including “color” such as 
audience participation) will be archived by 
accredited camera crews and photographers. 
Please be aware that images obtained in this 
way may be used by the WMDF Committee 
for publicity purposes (both online and 
in mainstream media). Attendance at any 
WMDF event indicates acceptance of the 
“fair use” of your personal image in this way. 
The entry point for any query about the use 
of images is email to wmdf@wmdf.org

Lost & Found
In the “Big Here”, things get lost. Our advice is:
• Please look after your valuables, but if 
you do lose something, check if it has been 
handed in at the main reception area of 
your event. Items unclaimed will be held 
at the Festival Office in the Machi-Tsukuri 
Center until 31 Aug (call 0138-23-8560) and 
then sent to the West Police Station (nishi 
keisatsu-sho) (call 0138-42-0110).
• Sometimes groups may be separated. 
We recommend you organize to meet with 
children at the main reception area of your 
event if you do lose each other. If a lost child 
arrives at the main reception area, our staff 
will alert festival security.

We wish you all a big, long WMDF.

一般社団法人WMDF
〒040-0053 函館市末広町4-19 地域交流まちづくりセンター 4F
wmdf@wmdf.org  http://wmdf.org
私たち、一般社団法人WMDFは、世界の音楽や舞踊を通じて、大いな
る喜びを分かち合うとともに、未来に対して責任ある態度を育みます。

WMDF GIA (non-profit General Incorporated Association)
4-19 Suehiro-cho, Hakodate-shi, Hokkaido 040-0053 Japan
wmdf@wmdf.org  http://wmdf.org/en/

〝今回は、元町公園「フリーステージ」のみ自由に撮影していただけます〟
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 Friday 5       August
　　●ホンモノ体験！「ワークショップ」 Workshops
 10:30 〜 11:30 Kutchan- Koryu 羊蹄太鼓保存会「鼓流」
　　○入場無料「フリーステージ」Free Stage
 随   時 USA アメリカ  R
 随   時 Sapporo-Lucky & Mojumbo ラッキー &モジャンボ  R
 17:10 〜 Germany ドイツ 2nd
 17:45 〜 Kutchan- Koryu 羊蹄太鼓保存会「鼓流」 Main
 18:30 〜 Korea 韓国 Main
 19:05 〜 Australia オーストラリア 2nd
 19:40 〜 Kenya, Senegal & Sapporo ケニア、セネガル、札幌 Main
 20:25 〜 Norway ノルウェー Main
 20:55 〜 World Folk Dance with Hinoki-ya
  ひのき屋と世界のフォークダンスを踊ろう 2nd

 Saturday 6
　　●ホンモノ体験！「ワークショップ」 Workshops
 10:30 〜 11:30 Korea 韓国
 13:30 〜 14:30 Norway ノルウェー
　　○入場無料「フリーステージ」Free Stage
 随   時 USA アメリカ R
 随   時 Sapporo-Lucky & Mojumbo ラッキー &モジャンボ R
 17:10 〜 Tokyo- Los Alumnos ロス・アルームノス 2nd
 17:45 〜 Australia オーストラリア Main
 18:30 〜 Norway ノルウェー Main
 19:10 〜 Germany ドイツ 2nd
 19:40 〜 Assabu & Hakodate- N'DANA ンダナ Main
 19:50 〜 Zimbabwe ジンバブエ 2nd
 20:25 〜 Awaji Island- Ema&Esoh えま＆慧奏 Main
 20:55 〜 Kenya, Senegal & Sapporo ケニア、セネガル、札幌 Main

 Sunday 7
　　○フリンジ 五稜郭タワー Fringe at Goryokaku Tower
 11:00 〜 Zimbabwe ジンバブエ
 11:35 〜 Norway ノルウェー
 12:10 〜 Tokyo- Los Alumnos ロス・アルームノス
　　●ホンモノ体験！「ワークショップ」 Workshops
 10:30 〜 11:30 Australia オーストラリア
　　○入場無料「フリーステージ」Free Stage
 随   時 USA アメリカ R
 随   時 Sapporo-Lucky & Mojumbo ラッキー &モジャンボ R
 17:10 〜 Assabu & Hakodate- N'DANA ンダナ 2nd
 17:45 〜 Germany ドイツ Main
 18:30 〜 Tokyo- Los Alumnos ロス・アルームノス Main
 19:05 〜 Awaji Island- Ema&Esoh えま＆慧奏 2nd
 19:40 〜 Zimbabwe ジンバブエ Main
 20:25 〜 Hakodate- Swanky スワンキー Main
 20:55 〜 Norway ノルウェー 2nd

 Monday 8
　　●特別公演「大地の唄声」 WMDF Gala
 18:00 〜 21:00（順不同） Order announced on day
  Kenya, Senegal & Sapporo ケニア、セネガル、札幌
  Canada カナダ
  Australia オーストラリア
  Norway ノルウェー
  Kyoto- Zahatorte ザッハトルテ

 Tuesday 9
　　●ホンモノ体験！「ワークショップ」 Workshops
 10:30 〜 11:30 Canada カナダ
　　○入場無料「フリーステージ」Free Stage
 随   時 USA アメリカ R
 随   時 Sapporo-Lucky & Mojumbo ラッキー &モジャンボ R
 17:10 〜 Toyako- ToyaToya トヤトヤ 2nd
 17:45 〜 Kenya, Senegal & Sapporo ケニア、セネガル、札幌 Main
 18:30 〜 Sapporo- Ainu Art Project アイヌアートプロジェクト Main
 19:05 〜 Kyoto- Zahatorte ザッハトルテ 2nd
 19:40 〜 Hakodate ひのき屋 Main
 20:25 〜 Canada カナダ Main
 20:55 〜 Tokyo- Rabirabi ラビラビ 2nd

 Wednesday 10
　　●ホンモノ体験！「ワークショップ」 Workshops
 10:30 〜 11:30 Toyako- ToyaToya トヤトヤ
　　○入場無料「フリーステージ」Free Stage
 随   時 USA アメリカ R
 随   時 Sapporo-Lucky & Mojumbo ラッキー &モジャンボ R
 17:10 〜 Canada カナダ 2nd
 17:45 〜 Australia オーストラリア Main
 18:10 〜 Sapporo- Ainu Art Project アイヌアートプロジェクト 2nd
 18:30 〜 Toyako- ToyaToya トヤトヤ Main
 19:10 〜 Kenya, Senegal & Sapporo ケニア、セネガル、札幌 2nd
 19:40 〜 Tokyo- Rabirabi ラビラビ Main
 20:10 〜 Hakodate ひのき屋 2nd
 20:25 〜 Kyoto- Zahatorte ザッハトルテ Main
 20:55 〜 Finale 閉会セレモニー Main

アーティスト、イベント一覧
Artist & Event List

イベントスケジュール
   Schedule

会場／イベント名／時間
Site/ Event/ Time

Fri 5 Sat 6 Sun 7 Mon 8 Tue 9 Wed 10

 元町公園／入場無料「フリーステージ」／ 17:00 〜 21:30
 Motomachi Park/ Admission Free Stage ○ ○ ○ ○ ○

 市民会館／特別公演「大地の唄声」／ 18:00 〜 21:00
 Shimin Kaikan Citizens' Hall/ Gala ●

 まちづくりセンター／「世界の民俗芸術ワークショップ」／ 10:30 or 13:30
 Machi Tsukuri Centre/ Experience! Workshops ● ● ● ● ●

 五稜郭タワー／「フリンジ」／ 11:00 〜 13:00
 Goryokaku Tower/ Fringe Events ○

•○無料 ●有料イベント
•イベントの日程および出演者は、都合により予告なく変更される場合があります。
•雨天および荒天時の「フリーステージ」は、中止させていただきます（順延はありません）。

• ○ Free! Please come to see.
• ● Admisson charged, but free for “Sponsor Pass” holders.
• WMDF reserves the right to change the program without notice.
• Please note that Free Stage performance will be canceled in the event of adverse 
weather.

国・地域　アーティスト名 Name  Country (Area)
 アメリカ  ブライアン・ホルス Brian Hulse  USA
 オーストラリア  マーガレット・ロードナイト Margret RoadKnight  Australia
 カナダ  エレン・マクィルウェイン Ellen McIlwaine  Canada
 韓国  韓国伝統公演芸術団 Traditional Performing Arts Foundation  Korea
 ケニア、セネガル、札幌  パーカッション・ユナイツ Percussion Unites  Kenya, Senegal & Sapporo
 ジンバブエ  ジャナグルジュニア Jenaguru Jr.  Zimbabwe 
 ドイツ  ハジメ hajime  Germany
 ノルウェー  ヨハン・サラ・ジュニア Johan Sara Jr.  Norway
 厚沢部、函館  ンダナ N'DANA Assabu & Hakodate
 淡路島  えま＆慧奏 Ema & Esoh  Awaji Island
 京都  ザッハトルテ Zahatorte  Kyoto
 倶知安  羊蹄太鼓保存会「鼓流」 Youtei Daiko Koryu  Kutchan
 札幌  アイヌアートプロジェクト Ainu Art Project Sapporo
 札幌  ラッキー＆モジャンボ Lucky & Mojumbo Sapporo & Hakodate
 洞爺湖  トヤトヤ Toya Toya  Toyako
 東京  ラビラビ Rabirabi Tokyo
 東京  ロス・アルームノス Los Alumnos  Tokyo
 函館  スワンキー Swanky  Hakodate
 函館  ひのき屋 Hinoki-ya  Hakodate

• Main: Main Stage  メインステージ
• 2nd: Second Stage  セカンドステージ
• R: Roving  会場内

• 2011年7月26日 初  版
• 2011年 8月 1日 第2版
• 2011年 8月 1日 第3版




