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The Rabadas Cinema Clube vol.2
～リズムに乗って楽しむCinema Night!～ 

ブラジルに夏到来！と言え
ば、その熱気とカーニバル
を差し置いては他に言うこ
とはありません。そう、北
から南までブラジル中がお
祭り一色となるこの時期、
伝統的なサンバから、北東
部のフレーボ、マラカ
トゥ、アシェ、またファン

キ・カリオカと、音楽無しでは語れません！第2回ハバ
ダス・シネマクラブでは、この暑い夏にぴったりの“ブ
ラジル・カーニバル”をテーマとし、その多様性と魅力
を余すことなく、選りすぐりのショートフィルムでお届
けします。

1つ目の作品『40 dias (40 days)』は、日本ではまだ
あまり知られていないUNESCOの世界遺産にも歴史地
区として登録されるオリンダ市のカーニバルについて紹
介するドキュメンタリーです。また、伝説のサンビス
タ、モレイラ・ダ・シルバをモチーフとし、リオのラパ

地区のボヘミア
ン・ワールドを
お見せする映画
『オペラサォン・
モレンゲイラ』
は、60年代、ブ
ラジル映画界で
主流にあった
マージナル映画

に、多分にインスパイアされた独特の世界観をお見せ
します。3つ目の作品は、リオ・デ・ジャネイロの若者
たちにより制作された『アカデミコス・ド・モヒー
ニョ』。海外の子ども向け番組でも放送されるこのア
ニメーションは、ブラジルのファベーラの青年達の独自
のアイディアから生まれた作品です。セットとなるブ
ロックで再現されたファベーラのモーホ（丘）は一見

の価値あり！そして、オリンダ市のすぐ隣のレシフェ市
発祥の90年代の音楽ムーブメント「マンギビート」を
お見せする『マンギタウン』は、かのシコ・サイエンス
＆ナサォン・ズンビを始めとした、今日国際的にもブ
ラジル音楽をその地位に押し上げた有名な歌手達のイ
ンタビュー満載の貴重なドキュメンタリーです。

フィルム上映後は、お待ちかねDJタイム。DJ陣が思
い思いのレパートリーをひっさげ、熱くなった会場をさ
らにヒートアップさせます！夏真っ盛り。思わず踊らず
にいられないカーニバルビートに乗って、ハバダスと一
緒に今宵を楽しみましょう！

THE RABADAS
今度のスケジュル

9月21日 THE RABADAS @ VIRGIN 

CAFÉ
映画上映、音楽パフォーマンス、ブラジル
文化ワークショップを行います。

10月THE RABADAS CINEMA 

CLUBE VOL.3
詳細はこちら
→therabadas.wordpress.com
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オリンダのカーニバル
～オーディエンスが主役のカーニバル～

観覧席に囲まれた
サンバドーム、サ
ルバドールのトリ
オ・エレトリコ。
あなたのカーニバ
ルのイメージがこ
れだけなら、今す
ぐに忘れてくださ

い！ブラジルは、サッカーやサンバの聖地、とりわけ2

月に行われる何万人もの人々を巻き込むこのお祭りが
ありますが、それ以外にも人々を魅了するものが存在
します。

ペルナンブコでは毎年必ず、ものすごい数のファンが
フレーボ、マラカトゥ、カブロキーニョ、クリアンダ、
ココ、マンギビートのリズムを求め集まってきます。

ペルナンブコ州のカーニバルでは、主人公はオー
ディエンスそのものです。フェイスペインティングをし
た人、仮装をした人、オーケストラ隊などがレシフェ
やオリンダの街中の道を埋め尽くします。一つのお祭り
の中で、伝統と世俗さが混ざり合う様子を垣間見るこ
とができるのです。また、ギネスが公認している世界最
大のカーニバル・ブロコとしても知られる「ガロ・ダ・
マドゥルガーダ」（写真参照、Galo：ニワトリ）は大変
な人気です。毎年ブラジルでは、ゼ・ペレイレにより
カーニバルが始められたその時から、日曜日のレシ
フェ市に"abre-alas"のリズムが鳴り響けば、約1500万人
以上の人が中心街のあらゆる道に集まり、ペルナンブ
コのこのお祭りに夢中になります。それでも、ガロは一
日中街の熱狂した群衆を引き付ける数多くのブロコのう
ちのたった一つに過ぎません。

現在、UNESCOの歴史地区として登録されているオリ
ンダ市のカーニバルでは、マラカトゥやフレーボのマー
チ、先住民族、アフリカ人、ポルトガル人達が残した素
晴らしき文化的遺産を何百万もの人々が体験すること
ができます。

　「秩序」はもはや意味をもたず、カーニバルは創造性
を持って表現され、人々は笑いあい、泥んこになるの
です。―シコ・サイエンス＆ナサォン・ズンビにより歌
われたマングローブ（レシフェには有数のマングローブ

が生成しています）の「頭脳を持ったカニ」のよう
に。または、歴史的建造物や道を席巻するパレードで
登場する巨大な人形達に道をあければ、ブラジルの中
でも最もクリエイティブな文化の一つであるペルナン
ブコのカーニバルを楽しむことができるのです！

（文：ブルーナ・シケイラ・カンポス、写真：アントニオ・
クルス、日本語訳：平本明日美）

ブルーナはIPC新聞のジャーナリストです。

DJ RECOMMENDED
ハバダス・シネマクラブのDJとして参加するのは簡単なことで
はない。ダンスフロアーを盛り上げ、そして音楽を通じて皆様を
元気付ける役目があります。『第2回ハバダス・シネマクラブ』
に参加して下さる3人のDJにお勧めの音楽作品を聞きました。

成田佳洋DJ

Gilberto Gil / Banda Larga Cordel 
(2008)

Mart’nália / Menino do Rio (2008)

Vários Artistas / Samba-Nova (2008)

 高橋稔DJ 

Johnny Alf / Rapaz de Bem (1961)
ブラジル音楽を聞き始めた頃、大好き
だった1枚です。

Jorge Ben / Força Bruta (1976)
最初に聞いた時、とても衝撃を受けま
した。いまも大好きな1枚です。

Tim Maia / Disco Club (1978)
『Terça』な音楽を聴き始めたきっかけになった1枚です。
『Terça』は毎月第4火曜日にブラジリアン・ブラック・ミュージッ
クに焦点を当てたＤＪイベントです。

Antonio Yodobashi

Milton Nascimento & Lô Borges / Clu-
be da Esquina (1972)

Antonio Adolfo / Antonio Adolfo 
(1972)

Marcos Valle / Previsão do Tempo 
(1973)
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アカデミコス・ド・モヒーニョ
～コミュニティを変えた新世代ファベーラアート～

リオの若者達により制作され、カナダ子ども向けchニ
コロデオンでも放
映されたこの作
品。レンガや廃材
を用いたカラフル
なミニ・ファベーラ
を舞台に、主人公
のファンケイロ

の青年がエスコーラ・
ヂ・サンバの歌手
として奮闘する
物語です。モヒー
ニョの制作者のう
ちの1人シラン・オ
リベイラのインタ
ビュー。

Raba-
das(以下、R)：TVモヒーニョについて教えて下さ
い。
TVモヒーニョは、アニメ、ドキュメンタリー、ミュー
ジッククリップ等を撮影できる製作会社として運営され
ています。2005年に立ち上げられたNGOモヒーニョの
中で誕生しました。ミニチュア・ファベーラのセットは
ベニス・ビエンナーレにも出品し、国際的なアート作品
としても知られるようになりました。

R:どうしてニコロデオンで放映されるようになったの
ですか？
番組のディレクターがモヒーニョを見て、大変感銘を受
けていました。暴力性を抑えた新しいシリーズを制作
し、放映に至りました。

R:この作品はコミュニティにはどのようなインパクト
を与えましたか？
最初遊びのつもりで始めたこのファベーラの模型作り
は、次第にコミュニティ内の子ども達を魅了し、彼らが
参加するようになりました。モヒーニョは全てにおいて
良き例となりました。なぜなら私たち自身が、趣味を
仕事にすることまでできたんですから。 

RABADAS’ DICTIONARY
ボヘミアン　自由奔放な生活をしているものをボヘミア
ンと言い、そうした人々が住むコミュニティをボヘミア
と呼ぶ。定職を持たない芸術家や作家などをさす言
葉。

ファベーラ　ブラジルのスラム街のこと。リオ・・デ・
ジャネイロのファベーラはほとんどが小高い丘の斜面に
そってスラムが形成されている。

トリオ・エレトリコ 　バイーアのカーニバルに登場す
るミュージシャン達が乗り込むトラック

ブロコ 　カーニバルに出場するチームのこと

"abre-alas" 　アブリ・アラス：スルド-ドラムの一種

シコ・サイエンス＆ナサォ
ン・ズンビ 　90年代、ブ
ラジルを席巻したペルナン
ブコ出身のグループ

頭脳を持ったカニ 　92年に発表された初のマンギビー
ト宣言

ニコロデオン 　カナダの子ども向け番組。スポンジボ
ブで有名。

ファンケイロ　ファンキ歌手のこと

エスコーラ・ヂ・サンバ　カーニバルに出場するサンバ
チームのこと

マランドラージェン　ブラジルでは「マランドラージェ
ンがある」＝「遊び心がある」とサッカーはじめ私生
活など様々な場面で用いられる言葉

ゴドー・キンカス 　同作品の主人公
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オペラサォン・モレンゲイラ
～リオのボヘミアン地区を守る
偉大なサンビスタの軌跡～

 60年代のマージ
ナル映画に大い
に影響を受けた
本作品は、ハイ
パーリアリズム
主義時代の傑作
だといえます。
偉大なサンビス
タ、モレイラ・

ダ・シルバがラパのボヘミアン地区を悪人達から守るサプラ
イズゲストとして登場します。リオのボヘミアン・ワール
ド、またマランドラージェンをたっぷりとお見せします。 

INTERVIEW
R:この映画を制作するきっかけは？

イヴァン・カルドーゾ監督の映画で初めてモレイラ・ダ・シ
ルバ（1902-2000）を見て、音楽を聞いた時から、そのサンバ
と映画の撮影方法に感銘を受けました。モレイラは見事なサ
ンバを"Bang Bang（バンギ・バンギ）"（1971年、ブラジ

ル）、"Episonagem"、"O Cangaceiro（カンガセイロ）"（1953

年、ブラジル）の中で披露しています。彼のサンバに傾倒す
るゴドー・キンカスがこの映画のアイディアのヒントをくれ
たのです。彼からその話を聞いた瞬間に私は「映画にしよ

う！」と言っていました。

R:モレイラはブラジル文化にどんな影響を与えた人ですか？
彼は98年の生涯、常に歌い続けた人物です。リオのボヘミア
ン地区のマランドラージェンの象徴的な存在なのです。ブレ
キ・サンバ、サンバ演劇、サンバ映画などを発明しました。
最後のマランドロであるモレイラ・ダ・シルバの音楽をこの

映画でお楽しみください！
====================================

マンギタウン
～マングローブから生まれたブラジル音楽

ムーブメントの真髄～
「マンギタウン」は、ブラジル北東部のレシフェ市におい
て、90年代に活躍したブラジル人アーティスト、シコ・サイエ
ンスが中心となったムーブメント「マンギビート」のドキュメ
ンタリー。惜しくも1998年に交通事故により無くなってしまっ
たシコは、地域の現実に目を向け続け、20世紀最後の10年間
に、ブラジル音楽の新しい世紀に向け多大な影響を与えました。

監督のINTER-
VIEW

Rabadas(以
下、R)：シコ・サ
イエンスやその他
のマンギビートの
仲間たちとのご関
係を教えてくださ
い。1989年マング

ローブについての作品を撮るためにレシフェを訪れまし
た。そこで、シコと知り合いました。その当時、彼はB-

boyスタイルで4つボタンの3ピースを着て、アフロヘアー
だったんです。初めて会った時から何か似たものを感じ、
次第に仲良くなりました。彼の死後、このムーブメントを
外に知らせていくという義務を感じ、1998年からアーティ

スト達の活動を記録することにしました。

R:「マンギビート」とは一体どんなムーブメントなので
しょう？「マンギビート」はシコがレシフェのマングロー
ブを観察していた時に思いついたアイディアです。その頃の
レシフェ市は、HDI（人間開発指数）によると、生活水準
が最低な10の都市のうちの一つで、マングローブは開発の
為埋めたてられ、ラジオでは外国の音楽やバイーアの音楽
ばかり流れていました。また、人口の半分がファベーラに
住んでいました。シコの頭の中にあったに過ぎなかったリ
ズムは、レシフェ発の独自のものとして、ポップカル

チャーや、ブラジル文化のマーケットの中でも次第に聞か
れるようになっていきました。実際のところ、フレッド

04（ムンド・リブレS/Aのバンドリーダー）がムーブメント
の火付け役であり、マンギのマニフェストを書いた人物
で、シコは“メシア（救済者）”と呼ぶ方がふさわしいかも

しれません。

R：ブラジルカルチャーへの影響は？ブラジル文化への影響
は、ここ20年間を見ても計り知れないものでしょう。この
運動はペドロ・ルイズやパレヂ、モノブロコ、ロス・エル
マノス、デトナウタス、マルセーロD2、セウ・ジョルジ、
コルデル・ド・フォゴ・エンカンタード、ジョルジ・マウ
トネルなどの国内アーティスト、また、MOBI、ジャミロク
アイ、ファット・ボーイ・スリムのような国際的な歌手達

にも影響を与えました。 

R：マンギのお勧めのアルバムはありますか？「ダ・ラマ・
アオ・カオス（邦題「カオスのマンギビート」）」（シ
コ・サイエンス&ナサォン・ズンビ）、「カルナバル・ナ・

オブラ」。
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