


TECHNOH LAB.
2022.12.03 Sat@SUIGIAN

20:00～24:30

序破急
 Maison Culturelle SUIGIAN Vol.1

江戸の時代より街道の起点として、人・物・文化の往来により

日本の中心として栄える歴史的な都市

東京・日本橋 室町…。

超都心にありながら風情を感じるこの街の中心に鎮座するのは、

由緒正しき福徳神社と薬祖神社。

その神社の森を抜けて地下へ続く階段を降りるとそこに現れるのは、

世界に誇る日本文化を遊び尽くす為に

生まれた唯一無二のメゾン[水戯庵］です。

季節の移ろいや楽しみを日本の伝統文化と共に粋に愉しみ、

癒され、時に鼓舞され刺激される創造体験をお届けし、

文化・アートへのあくなき探究心と本物を追求する

［水戯庵］の新たな試みが、2022.12.03 にスタートします。

東京都中央区日本橋室町2-5-10 福徳の森 地下1階



TECHNOH LAB.
序破急

 Maison Culturelle SUIGIAN Vol.1

今まで伝統芸能の公演だけしか許されることがなかった水戯庵が

遂に新しい芸術文化との融合プログラムに本格的に乗り出します。

第１回目は重要無形文化財総合指定、シテ方宝生流能楽師 辰巳満次郎氏と

日本のテクノシーンを牽引する東洋のテクノゴッド、ケンイシイ氏による

新旧の日本を代表するアーティストのコラボレーションを開催致します。

世阿弥が確立した能芸論の骨子で古代の東洋音楽の時間的概念である

「序破急」をテーマに［水戯庵］という空間で

日本の最先端音楽と最古の能楽によるコラボが引き起こす

［心技体］の瞬間をどうぞお見逃しなく！

また、第三部では一流の日本の芸を伝える

女流芸術家集団「百川芸納言」とDJケンイシイがコラボレーションし

こちらも序破急を表す3つのリズムでお届けします。

食においては日本の季節で文化を遊ぶ［水戯庵］のテーマである

二十四節気七十二候では、12 月3 日は「小雪」となり

この季節の旬な素材を使った［水戯庵］が誇る創作小料理&ドリンクをご堪能頂けます。

江戸時代に狩野派によって描かれた能舞台の老松に抱かれた

最先端のテクノミュージックと日本伝統芸能の

融合を水戯庵流のおもてなしと共にお楽しみください。

水戯庵    主人   木村 英智

序破急とは、日本の芸能用語であり、曲や劇の構成上の3段階を指す言葉です。もともとは雅楽の舞楽から生まれた概念ですが
能楽、連歌、浄瑠璃、剣術、茶道など芸道論で使用されています。「序」は緩やかな導入部、「破」は内容豊かな展開部、
「急」は急テンポの終章のことです。この理念は能や浄瑠璃などの伝統芸能に入り、現在では、演劇や芸能に限らず広く
物事に通じる考え方にもなっています。水戯庵では、この序破急の理念に基づき訪れる人に驚きと感動を提供しています。

「序破急 / じょはきゅう」
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ケンイシイ  KEN ISHII

百川芸納言 MOMOKAWAGEINAGON 木村 英智 HIDETOMO KIMURA
芸納言とは一流の芸を伝えるものとして、水戯庵主人である
木村英智氏により命名された女流の演者たち。主に東京芸術大学
音楽学部邦楽科出身の日本舞踊家、長唄、長唄三味線、太鼓、小鼓、
大鼓、笛、尺八、箏の奏者で構成され、日本の伝統芸能を世界へ
発信する為、国内外で精力的に活動している。舞台を華やかに彩る
舞踊家は、花柳流、藤間流、水木流、泉流と日本を代表する流派
から集まっており、その各々の個性を生かしながら、水戯庵の舞台
に変化をもたらしている。水戯庵は、江戸時代後期から明治初期
までに存在した、伝説の料亭「百川」の跡地にあることから、
「百川芸納言」と呼ばれている。

水戯庵  主人
Maison Culturelle SUIGIAN 主宰
序破急 TECHNOH LAB 総合プロデューサー

辰己 満次郎  MANJIRO TATSUMI
シテ方宝生流能楽師。東京都目黒区在住。故辰巳孝の次男として
神戸市生田区(現中央区)に出生。孝に師事し、4歳で初舞台、
香里能楽 堂建設と共に大阪寝屋川市に移る。1978 年東京藝術
大学 音楽学部邦 楽科に入学と同時に上京し18世宗家故宝生英雄
(ふさお)の内弟子とな る。東海道を中心に全国で公演や実技指導、
普及活動を行う。大曲 「石橋連獅子」「乱」 「道成寺」
「翁」など披演。 ニューヨーク国 連前広場、メトロポリタン
美術館ホール、エジプト スフィンクス 前、エルサレム嘆きの壁、
バチカン、北京人民大会堂、ソウル国楽 堂、メキシコ三文化広
場、ブエノスアイレスコロナ劇場など、 海外公演多数。
また、伝統的な手法による新作活動にも参画し、 新作能「マクベ
ス」 「オセロ」「六条」「王昭君」「覇王」 「木霊」「八子大夫」
「神武」、能劇「保元物語」「道頓」 「北斎」、他ジャンルとの
融合でパイプオルガン、ピアノ、ヴァイ オリン、尺八、箏曲、
バレエ、オペラの演出・主演をする。 流儀に於ける関西を統括する。
2001 年重要無形 文化財総合指定の認定を受ける。
2005 年度大阪文化祭賞奨励賞受賞 。 文化庁文化交流使。
公社)宝生会理事。一社)日本芸術文化戦略機 構理事長。

アーティスト、DJ、プロデューサー、リミキサーとして幅広く活
動し、1 年の半分近い時間をヨーロッパ、アジア、北/ 南アメリカ
オセアニア等、海外でのDJ で過ごす。 '93 年、ベルギーの R&S
Records からデビュー。イギリス音楽紙グル「Extra」のビデオ
クリップ（映画「AKIRA」の作画監督/ 森本晃司監督作品）が
MTV ヨーロッパの Dance Video of The Year を受賞。
'98 年、長野オリンピック・インターナショナル版公式テーマ
を作曲し世界70 カ国以上でオンエア。2000 年アメリカのニュ
ース週刊誌 Newsweek で表紙を飾る。 '01 年、映画「WHITE
OUT」のサウンドトラック・プロデュースで第24 回日本アカデ
ミー賞優秀音楽賞を受賞。 '04 年、スペイン・イビサ島で開催の DJ
AWARDS で Best Techno DJを受賞。瀬戸日本館の音楽プロデ
ュース及び12.2 サラウンドシステム開発を担当。'17 年には
NINTENDO SWITCH Presentation に出演。全世界配信され、
数百万人の人達がそのDJ プレイを目の当たりにした。更には
ベルギーで行われている世界最大の音楽フェスティバル Tomor-
rowland にも出演を果たす。 '19 年には13 年振りとなるオリジ
ナル・アルバム『Möbius Strip / メビウス・ストリップ』をリリ
ースそして'20 年、世界的名ゲーム PAC-MAN の生誕40 周年
世界キャンペーンの公式テーマ「JOIN THE PAC」を制作。
その後も世界各国のレーベルからのEP リリースを続けながら、
VR、ゲーム、フィルム・サウンドトラックなど様々なプロジェク
トに携わっている。



■“和”をテーマとしたジャパニーズ創作料理やカクテル、その他ワイン、日本
酒、季節のフレッシュフルーツジュースなどを楽しめます。

■“茶室”でお茶のお点前体験

■「影向（ようごう）の松」にプロジェクションマッピング

水戯庵には、能舞台の形式にならい、老松
を描いた鏡板を背景にした3間4方の舞台が
設置されています。水戯庵の鏡板は京都室町
夷川にあった観世流能楽師・片山家、京舞・
井上家ゆかりもので、老松の絵は江戸時代に
狩野派の絵師によって描かれたものだと言
われています。当時は、京都・二条城にも
あったと言われる鏡板を、ご縁があって
移築しています。

鏡板の松は、舞台正面先にあると想像される
「影向の松」が舞台背面に写ったものとされて
います。影向とは神仏が姿を現わすときの
依代（よりしろ）となるものであり、神仏が松に
降臨し「序破急」に沿った最先端音楽と最古の
能楽が融合した瞬間の舞台を見守っています。
そんな神仏の感情表現をプロジェクション
マッピングにより視覚化する試みを行います。
［ 映像：二つ巴 / 生田貢樹・梯京子 ］

TECHNOH LAB.序破急
 Maison Culturelle SUIGIAN Vol.1



■OPEN／受付  20:00～
福徳の森1F“茶屋水戯庵”にて受付＆
ウェルカムドリンク

■Part １  20:45～
能楽師 辰巳満次郎× DJ ケンイシイ

■Part 2  22:00～
鼎談：水戯庵オーナー 木村英智× 
能楽師 辰巳満次郎×DJ ケンイシイ

■Part 3   22:45～
DJ ケンイシイ×百川芸納言
24:30 Close

Program 2022.12.03 Sat.@SUIGIAN
20:00～24:30

TECHNOH LAB.序破急
 Maison Culturelle SUIGIAN Vol.1

※会場内では、取材メディアによる写真や動画撮影が行われる予定ですので会場内のお客さまが映り込む場合があります。
それらは、イベント終了後の広告物、取材メディアなどに露出／掲載される場合がございますので、あらかじめご了承くださ
い。

入場料 : ¥25,000 (税・サ込）

■先付け・前菜・お造り・煮物・お食事・デザートと懐石料
理のコース仕立で楽しめる水戯庵が生み出した新しい和の
パーティーフードの在り方を体験してください。
当イベントは、主に立食スタイルとなります。お席の
ご用意には、限りがありますのでご了承ください。
尚、お食事はパーティー用の軽食となっております。

受付　茶屋水戯庵
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-5-10
福徳の森 1 階
Restaurant＆Bar 水戯庵
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-5-10
 福徳の森 地下1 階  TEL 03-6262-0826 
 https://suigian.jp




