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ブリュッセルで開かれた「フレッシュサーカス」というイベントに参加し、
西欧のサーカスシーンの一端をのぞいてきました。
文章中心のページと、写真中心のページで紹介します。お好きな方から読んでください。

FRESH CIRCUS & 
FESTIVAL UP! 2018
Review
text and photos by Naoya Aoki



ジャグリングが
つなげるもの（ベルギー編）
A Brief Story and Overall Impression
of the Fresh Circus Trip

text by Naoya Aoki
みんなの前で
シンガポールの話をする筆者

なぜベルギーへ行くことになったのか

　アドルフォは、イタリアでジャグリングの雑
誌を長年作っている。僕が 20 歳の時にイタリ
アに留学していたころから、ジャグリングの大
会に行くたびに折に触れて会っていた。
　別段深い話をしたことも、一緒にご飯を食べ
たこともなかった。だが会えば会ったで、ハグ
したり、笑って話をしたりする。彼は明るい、
いいイタリア人なのだ。
　昨年ポーランドで久しぶりに会った時に、次
にベルギーで開かれる「フレッシュサーカス」
で、サーカスマガジンのネットワークとして僕
の作ったネットワークが参加するから、君も来
るかい、と言われた。
　ちょうど前の仕事もやめたし、面白そうだっ
たので行ってみることにしたのだ。

ブリュッセル、始まりの朝

　ブリュッセルに着いて初日の朝。ホテルで朝
ごはんを食べるためにレストランに入ると、後
ろから見事なブリティッシュ・イングリッシュ
で声をかけられた。
　「PONTE の人よね、こっちにいらっしゃい」
　イギリスでサーカスマガジンをやっている、
ケイトさんだった。カバンに PONTE のバッ
ジをつけていたのですぐに気づいたらしい。僕
を招いてくれたアドルフォも、ミントティーを
淹れて「ナーオー」と言ってニコニコ迎えてく
れた。チェコで劇場関係の仕事をしているヴェ
ロニカさん、フィンランドでサーカスを普及す

る仕事をしているエヴィアンナさん、メキシコ
でパフォーマーをやっているロドリゴさんもい
た。みんなサーカス関係の雑誌やウェブサイト
を運営している人たちだ。　
　早速テーブルを囲って、紙雑誌とウェブ雑誌
の違いだとか、どんなことを発信していくのが
いいか、出張の多い仕事で、どうやって自分の
時間を確保するのか、といったアクチュアルな
問題を、コーヒーを飲みながら話した。今まで
の僕の人生では「ジャグリングや、サーカスの
雑誌を作る人」の輪が出来たことなんてなかっ
た。（日本ではそもそも輪ができるほどの人数
がいないし）なんだか嬉しかった。
　アドルフォは「INCAM は『サーカスの雑
誌』っていう狭い分野で活躍する人が、寂しく
ないように作ったんだよね」と、パンを頬張り
ながら言っていた。
　僕のように個人的なモチベーションで雑誌を
やっているのが、メキシコの『Dokucirco（ド
クシルコ）』を立ち上げたロドリゴさんだった。
歳も近く、彼もまたパフォーマーで、熱意に溢
れている。「パーチバランス」という、頭で棒
をバランスし、そのうえを人が登ってゆく芸を
やっている。あるとき「サーカスについて、歴
史や資料を編集して発行しよう」と思い立った
のがきっかけだったそうだ。親近感が湧いた。

「『コンテンポラリーシアター』みたいな分野の
堅苦しい、アカデミックな人達と違って、サー
カスのコミュニティは気楽でいいわね」とヴェ
ロニカさんは、笑いながら言っていた。エヴィ
アンナさんはメガネをかけたもの静かな女性
で、サーカスのことから個人的なことまで、話



しやすい人だった。

開会

　ご飯が終わると街に出て、BOZAR（ボザー
ル）という美術館に行き、オープニングのプレ
スカンファレンスに出席した。いかにも重要そ
うな人たちが、テーブルについて待っていた。
　各自飲み物を受け取って、雑談をしながら開
会を待った。エヴィアンナさんと話していると、
事前にメールでやり取りをしていたカトリン・
マジスさんがこちらに来て話しかけてきた。彼
女は、サーカスパフォーマーのための施設「エ
スパス・カタストロフ」の責任者だ。ひょこひょ
こと現れ、快活に、ハスキーな声で喋る、元気
な女性だ。「サヴァビアン？（調子どう？）こ
れから私、あそこで話すのよ、ウー、英語がう
まくなくて、フランス語で話すけど、あなたフ
ランス語わかる？わかんなかったら、わかる人
に聞いてね」と言って、笑いながら手をひらひ
らさせた。
　席に着くと、市長や、サーカス学校の校長や、
アーティストたちの話が始まった。
　ブリュッセル市は、「focusCIRCUS」と銘
打って、ヨーロッパにおけるコンテンポラリー
パフォーミングアーツの中心として市を推して
いくのが、今年の方針らしい。それがこれから
2019 年の 3 月まで続く。主導はワロン＝ブ
リュッセル共同体（ベルギー内部の、フランス
語圏の共同体）。ベルギーが国として、という
わけではないところに国家の分裂事情が垣間見
えた。事前に本も読んで少し勉強していたのだ
けど、ベルギーという国は、建国以来ずっとオ
ランダ語系の人と、フランス語系の人たちで、
衝突している。それがサーカスを囲む環境の差
異にも影響しているらしく、今回のフレッシュ
サーカスでも、時折そのことが話題に上った。
　カトリンが言っていたことは冗談のようだっ

たが、実際ほとんどの登壇者は、フランス語で
喋っていた。そしてこの後の会期を通して、少
なくとも主催者側は、英語とフランス語が半々
か、少しフランス語が多いぐらいで話していた。
　もちろんみんな英語でやった方がいいことは
わかっているのだが、全員が全員英語を流暢に
話すわけはないが故のことである。フランス語
は、少なくとも「現代サーカス」の文化圏では
力を握る言語かもしれないな、と思った。僕と
しては、フランス語に限らず、英語以外の外国
語が大好きなので（英語だって好きだけど）む
しろ楽しかった。　
　そのあとレストランに案内され、豪華な昼食
をヨーロッパ流にゆっくりと食べた。（肉がと
んでもなく大きく、名物のフライドポテトの量
は人数に対して必要な量の倍はあった）
　食事が終わると観光局 visit.brussels の建物
へ向かい、INCAM メンバーで話し合いをした。
会議に使ったのはお屋敷風の小ぎれいなオフィ
スで、飲み物を飲みながら気楽に、みんなで、
雑誌を続ける上での困難や、各々の仕事の紹介、
今後どのように連携していくか、などを話した。

豪華なオープニングショー

　BOZAR に戻ると、今度は Festival UP! の
オープニングショーを観る。
　短いものをちょっとやって終わるのかと思っ
ていたが、教会の中のような大きいホールでお
こなう、燕尾服を着た MC までついた本格的
なショーケースだった。見にきた人も、パフォー
マーも、とにかく参加者が多かった。お酒もご
飯もバンバン振舞われる。ちょっとした立食
パーティであった。人の群れをかき分けながら、
知っている人はいるかどうかスパークリングワ
インを片手に会場内を歩き回っていたら、カ
ンパニー・デフラクトのギヨームやエリック、
ショーン（・ガンディーニ）、ミゲルなど、知



り合いにたくさん会った。

フレッシュサーカス始まる

　ベルギー滞在二日目、いよいよ、フレッシュ
サーカスが始まる。自分で選んだセッションに
各々参加していく。
　まずは、「サーカス」という言葉を巡る諸問
題を扱うセッションに参加。基調講演として、
アドルフォを含む雑誌関係者や、学校関係者が
登壇し、それぞれの思う「サーカス」のイメー
ジについて語った。いまいち退屈な部分もあっ
たが、ヨーロッパにおける「サーカス」は、だ
いたいこういう受け取られ方をしているんだ、
ということが少し体感できた気がする。
　次に、アーティストの具体的な自分史を聞く
会に参加。日本からはジャグラー、渡邉尚さん
がスピーカーとして登壇していた。カナダで勉
強したサーカスアーティストや、アフリカ、エ
チオピアのサーカスの現状も聴いた。
　独学でスタイルを築き上げて来た渡邉さんに
は注目が集まっていた。またエチオピアでは、
サーカスアーティストはたくさんいるのに、学
校やテントなどの必要な施設がない、というこ
とも聴いた。「アフリカのサーカス」にお客さ
んが求めるもの（平たく云うと、「エキゾチッ
クさ」）と、アーティストがやりたいことの間
にも差が存在するそう。映像で見た限りでは僕
は「アフリカっぽさ」っていいなあ、と思った
のだが、要するに演じる方はそれが嫌だという
ことである。

　昼食を挟んで次のセッションへ。INCAM メ
ンバーと一緒に、「サーカス」という言葉がも
つイメージと、オーディエンスについて話をし
た。急遽、僕にも何かちょこっと話してほしい、
ということになった。
　この会で話されていることがどうもユーロセ

ントリック（欧州中心主義的）である感じが僕
には何か引っかかっていたので、それを提起し
てみた。まず第一に、アジアにもサーカスはあ
るということ（実際に参加した台湾とシンガ
ポールのフェスティバルの写真を 2 枚見せた）、
一方で「アジアでは『まだ』サーカスが普及し
ていない」みたいな考え方はちょっと違うん
じゃないか、ということも言った。

　日本にもサーカスはあるの？
　と今回の滞在を通してよく聞かれた。実を言
うと、これにはうまく答えられなかった。
　個々に見ればサーカス団も、カンパニーもあ
るし、ジャグラーやアクロバットや、要するに

「サーカス」と呼べる分野で能力を発揮してい
る人たちはいるのだが、それをヨーロッパ （と
いうか、フランスや、ベルギー、ドイツなどの、

「西欧」なんですね、多分）で語られるような、
「サーカス」の括りに入れてしまうのもなにか
違うような、見落としがあるような気がした。

フェスティバル　アップ！

　会議が終わると、館内放送でシャトルバスが
出ますよ、ということが伝えられ、ぞろぞろと
外に出て、みんなで貸切バスに乗る。町中にあ
る劇場で、サーカスのショーを観るのだ。初
日に観たのは、フランス人デュオ Le Phare の

『MA』という作品と、La Scie du Bourgeon
という二人組による『INNOCENCE』。会場
はどちらも中規模の劇場で（ただ日本の感覚な
ので、もしかしてベルギーだと小さい部類な
のかもしれない）、どちらの作品もジャグリン
グを使っていて、やや抽象的であった。『MA』
は「失敗と成功」、ものを扱いながら身体を見
せる、ということの基本的な部分をなぞるよう
な作品。『INNOCENCE』は、男女 2 人の関
係を扱っていた。年老いていっても、女性が自



分を若く見せようとすること、をやや皮肉に扱
かったような作品。
　この日以外にも、毎日作品を観た。とにかく
印象的だったのは、その「作品」の数の多さ
と、規模であった。劇場だって大きいし、外に
設営した大テントでやる公演もあった。使って
いる器具も派手で大きなものが多かった。大き
ければよい、と言うのではないけれど、少な
くともこういうものを、数なんか把握できない
くらい多く生み出していって、町中の劇場で連
日公演をしてフェスティバルができるというの
は、ちょっと日本では考えられないな、と思っ
た。パフォーマーだけではなくて、裏で制作、
支援に携わる人たちの、想像もできぬスケール
を思った。

フレッシュサーカスの最後

　連日朝から会議に参加し、夜は 11 時まで
ショーを観た。そして次の日はまた朝から約束
をした人と会って話を聞いたり、ディスカッ
ションを聞いたり。最終日の三日目には、くた
くただった。
　最後は、ふたたび「サーカス」という言葉に
ついてのセッションに参加した。ショーとして
売っていくにあたって「サーカス」という言葉
が持っている既成のイメージをどうやって伝え
ていくか、円卓で話し合った。ヨーロッパでも
まだまだサーカスのイメージは伝統的な、象や
ピエロが出てくるイメージが一般的で、いわゆ
る「現代サーカス」と括っているものの認知度
はまだまだ浅いようだ。サーカスが下に見られ
ている、というようなことも多く語られていた。
ただ認識に食い違いがあるにせよ、人々にとっ
て、サーカスそのものは、日本よりもはるかに
身近なものなんだろうな、という気がした。
　そしてこのセッションが終わると、大ホール
で行われる閉会式に参加した。フランス語で喋

る人もいるので、手元の機械で、同時通訳を聴
く。3 日間の会期中に話し合われたことを、各
セッションの代表者が発表し、映像なども観た。
いよいよ本当の終わりを迎える。
　外のバーに行って、フェアウェル・ドリンク
を飲んだ。すぐに帰ってしまう人もいるので、
多くの人とハグを交わす。僕も翌日、ホテルで
INCAM 最後の会議（と言ってもなぜか朝から
ビールを飲みながらだったが）をして、これか
らの展望についてまとめたあとに、みんなにさ
よならの挨拶をして（ついでにジャグリングを
見せて）、街へ出て、本屋を見たり、友達に会っ
たり、最後のショーを見たり、ちょっと別の街
に足を伸ばしてから、空港で今まで起こったこ
とを思い返しながら、帰りの飛行機を待った。

　とにかく、会の規模にはびっくりしてしまっ
た。国立劇場を丸々貸し切って、現代サーカス
だけのために使っていたのだ。しかもそれを埋
めるだけの、何百人ものサーカスに携わる人々
が集まったのだ。そこには確かに、それを可能
にするだけの歴史と、機構が存在する、と言う
ことが肌で感ぜられた。そしてそれは、今まで
僕が「ジャグリング」というフィルターだけで
見てきた世界とは、全く別物の、もっともっと
巨大な世界なのだ、とも思った。ジャグリング
について知るために、サーカスのことももっと
知った方がいいだろうし、サーカスの中では
ジャグリングは「部分」なのだ、という当然の
事実を、改めて認識した。

　日をおいて改めて考えたことは、巻末に掲載
しています。
　そうそう、全然関係ないんだけど、こんもり
出てきたベルギーのフライドポテトは、美味し
かったな。



CIRCO STRADA 
http://www.circostrada.org

INCAM
http://www.circusartsmagazines.net/incam/

FRESH CIRCUS と
Festival UP! について

INCAM のメンバー勢揃い。（左から、ビセンテ、エヴィアンナ、ロドリゴ、
ケイト、筆者、アドルフォ、ヴェロニカ、ロラン、キム。）

FRESH CIRCUS は、「シルコストラーダ」と
いう現代サーカスのネットワークが主催する、2 年
に 1 度の " サーカス会議 "。2018 年 3 月で 4 回
目の開催です。ベルギーにおける開催は初めて。

Espace Catast rophe 主催のサーカスフェ
スティバル「Fest iva l UP!」もブリュッセル
市内で一緒におこなわれました。こちらも隔
年開催。会議が終わると専用のシャトルバス
に乗り、毎日ショーを見に行きました。

PONTE は、サーカス関連メディアのネットワーク
「INCAM」の一員として参加。（右上写真）





会議のテーマは “More Than Circus!” です。
今までのサーカスにあったモチーフやステレオタイ
プを、批判的に検証していこう、という主旨でした。
他にもサーカス学校やフェスティバルが抱える
経済的な問題、アーティストのサポートの問
題、「サーカス」という言葉が 持つイメージ
などを、みんなで語り合いました。 世界のサーカス雑誌も、並びました。



大きいホールでパネルディスカッション、中規模の会議、
アーティストを囲んでの放談会など。

食事やお酒を飲んで過ごす時間も、実は大事な交流の時間。
アーティスト、プロデューサーら多くの関係者が出会い、
次の企画や考えを共有しました。



主催者のはからいで、ブリュッセル市から少し
車で行った街、アンデルレヒトにあるサーカス
学校 ésac も見学することができました。

以前は古びた小さな校舎だったと聞きますが、
今の校舎は 2017 年にリノベーションされた、堂々
とした建物。もともと、炭を燃やして「周辺の建
物を温める空気」を生産するところだったそうです。

玄関を入ってすぐ、白壁のおおきな部屋があります。
空中ブランコやマットなどが置いてあります。その
隣の部屋は、天井まで 40mくらいありました。

鏡張りのちいさなダンススタジオや、音楽を演奏
できる部屋、リラックスする部屋、シャワーなども、
見せてもらいました。中は思ったより広く、まるで
迷路のよう。びっくりするようなところに部屋があっ
てわくわくします。訓練や生活に必要な設備がしっ
かり揃っていました。

こういうところで生まれるサーカスの作品は、日本
のそれとはまったく違うものになるだろうな、という
気がしました。

サーカス学校 ésac

ESAC 
http://esac.be/

新校舎外観





サーカスアーティストが、
暮らしやすいまち
ブリュッセル。

Interview with Eric Longequel　(Artist)



「ブリュッセルはサーカスアーティストにとっ
て、よい街です。理由はたくさんあります。」
と語ったのは、現在ブリュッセルに在住し、世
界各地で活躍しているジャグラーのエリック・
ロンジュケル氏。

「ひとつめは Espace Catastrophe（エスパス・
カタストロフ）というサーカスセンターがある
こと。練習やリハーサルができる場所、レッス
ンなど、アーティストの要望に対して具体的な
ソリューションを提供してくれます。ふたつめ
は、サーカス学校の ésac（エサック）がある
こと。」
エスパス・カタストロフは、現在全く新しい施
設をブリュッセル市近郊のククルベルクに建設
中。エサックも、昨年新しい校舎ができたばか
り。本格的な器具で、集中して練習する環境が
整っている。

「そしてみっつめは、色々な劇場でサーカスが

実際に観られること。」
ブリュッセルにある多数の劇場では、フェス
ティバルの期間以外でも、大小様々なサーカス
の作品が観られるそうだ。すると自然に、アー
ティストやオーディエンスの交流も生まれる。

「また、出張が多いアーティストにとって、ヨー
ロッパ各国にアクセスしやすい地の利も魅力で
すね。それにブリュッセルは、物価や家賃だっ
て安いんですよ。」
ブリュッセルからパリ、ロンドン、アムステル
ダムといったヨーロッパの主要都市へは鉄道を
使って短時間で行ける。国際空港へも市街から
地下鉄で 30 分以下。ブリュッセルはまさに、
世界を身軽に飛び回るサーカスアーティスト
に、うってつけの街なのだ。

ESPACE CATASTROPHE
http://www.catastrophe.be/

考えたこと

Neta Oren, Eric Longequel



　あ、そうか、と思いました。
　僕はあくまで一介のジャグラーなのであっ
て、サーカスの世界で立ち回っているわけでは
ないのだ、と。
　確かにサーカスアーティストとは関わりの多
い人生を送っています。普通の人よりは絶対に
サーカスアーティストの知り合いも多いし（『普
通の人』にはサーカスアーティストの知り合い
はいないのでしょう）「サーカス」と名のつく
イベントにもいくつも参加してきました。
　それでなんとなく、今回このフレッシュサー
カスに行く前は、自分ととても関係の深いイベ
ントのはずだ、と思って飛行機に乗りました。
　しかし実際に見たものは、ちょっと想像とは
違いました。

　今回僕が取り囲まれてきたのは、「ヨーロッ
パの中でもサーカスという名のもとで支援、学
校、劇場、演じ手といった要素が充実した国々」
が語る、一つの「サーカス」のあり方でした。
　アーティストを養成し、劇場や公共の場で公
演を行い、経済的なシステムの中でうまくやっ
て行くためのやり方がすでに多く示されてい
て、そのための支援も多くある。そんな状況に
おいて次に問題になることを主に話している場
でした。

　ベルギーやフランスではこんなにも「現代
サーカス」は大きいのか、ということに圧倒さ
れた一方で、これは僕自身がやっている「ジャ
グリング」とは随分違うな、とも思いました。

　そこで目立っていたのは、大きなマスとして
の「サーカス」でした。業界といったらいいの
でしょうか。とにかく、日本と比べたら、呆れ
てしまうほど規模の大きな何かです。

　ところでこれは、「ヨーロッパではこういう
ことだ」と一括りで語ってしまってはいけない
ことだとも思います。スロヴェニアから来た人
は、「なにも日本にまで行かなくたって、スロ
ヴェニアにも『サーカス』はほとんどないわよ」
と言っていて、はたと気がつきました。
　なるほどな、確かにヨーロッパにだっていろ
んな国のいろんな環境があるんだよな、と。日
本について話すときだって、「日本では…」と
いうようなくくり方で語るには、ものの在り方
はいくぶん多様すぎます。

　何より今回の旅は、個人との出会いが一番印
象的でした。INCAM の愉快なメンバー、サー
カス施設を運営する人たち、サーカスアーティ
スト、いろんな人々に会いました。「マス」を
形作っていたのも、結局、その個人たちでした。
　まだまだ僕は、認識が大雑把なのだと思いま
す。「知識」というのはそれほど面白いもので
もなくて、実際にいろんなところに足を運ん
で、世界にはどんな人がいるのか、この目で見
て、一緒にご飯を食べて、お話なんかもして、
もっともっと心で人とジャグリングを感じたい
なぁ、と思いました。

今回のベルギー旅行で
考えたこと。
What I Thought About the 
"European" Circus Scene

text by Naoya Aoki ホテルで出たワッフル



旅の最後に訪れたベルギーの街、ゲント。
2 年前にニュージーランドで会った

ジャグラーのアシュテル君が、
半日付き合って案内をしてくれた。

中世の世界にタイムトリップしたような、
不思議なところでした。





PONTE とは ?

　PONTE は編集長・青木直哉が、ジャグリングに関して
見聞し、考えたことを発表する場として 2014 年に始まっ
た雑誌です。Web 上で寄稿を募って掲載したり、「編集部」
と称して仲間を集めてみたり、雑誌はやっぱり紙だよな、
と思って 100P ほどの大部で印刷して売りだしてみたり、
色々と試してきた経緯があります。一身上（仕事）の都合
で前号から間が空いてしまいました。

　現在は基本的に一人で取材、編集、配布を引き受ける体
制に戻しています。そして今回は紙に印刷して配ることに
しました。とにかく読んでもらわなきゃ始まらないよな、
と思ったのが理由です。今後どんなふうに続けていくのか
はまだわかりません。より多く発信する、ということだけ
は決めています。次の情報については、ホームページをご
覧いただくか、Facebook や Twitter をフォローしていた
だくか、もしくは、編集長に直接おたずねください。■

書くジャグリングの雑誌：PONTE
 http://jugglingponte.com/

Mail : info@jugglingponte.com
Twitter : @jugglingponte
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visit.brussels ( ブリュッセル観光局 )
滞在中の宿泊、食事を提供して下さいました。
ブリュッセル観光一番のお勧めは、マグリット美術館です。

 http://www.visit.brussels/

PM juggling
手の込んだ、ハンドメイドのジャグリング道具を売るお店。
世界中のジャグラーたちから支持されています。

 http://www.pmjuggling.com/
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