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‐国際共同製作作品‐新作・世界初演 
東京国際芸術祭 (ＴＩＦ )／パリ・フェスティバル・ドートンヌ（フランス）／アシュカル・アルワン・レバノン現代芸

術協会  

演出・演出：ラビア・ムルエ （レバノン）  Rabih Mroue  

これがぜんぶエイプリルフールだったなら、とナンシーは  
How Nancy wished that everything was an April Fool’s Joke  

 

アラビア語上演・日本語字幕付   

 

主   催：  

共   催： 

特別協賛：  
協   賛： ／ ／  
助   成：   
後   援： レバノン大使館  

平成１8年度文化庁国際芸術交流支援事業  

 

 
2007年 3月 23日（金）～27日（火） にしすがも創造舎 特設劇場 

 

【お 問 合 せ】 
東京国際芸術祭（ＴＩＦ） 

TEL. 03-5961-5202/ FAX. 03-5961-5207 
tif@anj.or.jp  http://tif.anj.or.jp  
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 はじめに‐東京国際芸術祭 中東シリーズの 4年を振り返る 

 

これまで東京国際芸術祭では、国際交流基金との共催のもと、2004 年から継続して中東地域の演

劇・ダンス作品を世界に先駆けて紹介して参りました。また、2 度目の招聘を行うアーティストに関して

は、カンパニーや世界の劇場・フェスティバルとの国際共同製作に取り組み、東京から新しい作品を

世に送り出してきました。これらの作品はその後も世界の劇場やフェスティバルへ招待され、中東地

域の特殊な政治・社会状況を反映した批評性の高い作品として、世界の演劇界から高い評価を獲得

してきました。この反響の大きさのため、当初 3 年を予定していた同シリーズは 1 年延長され、2007

年に一応の最終回を迎えます。 

 

中東シリーズの最終回を飾るのは、レバノンの鬼才ラビア・ムルエの新作・世界初演、そしてチュニジ

アの巨匠ファーデル・ジャイビの最新作です。アラブ演劇の創世記を築いたジャイビと、演劇表現の新

たな地平を探る新世代ムルエは、ともに東京でどのような作品を私たちに問いかけるのでしょうか？ 

日本のみならず、世界の大きな期待と注目が寄せられています。 

 

国際政治のさまざまな矛盾が凝縮され人々が翻弄され続ける「混迷の中東」において、アートは何を

どのように表象し、社会の中に顕在化させることが可能なのか？ この大きな問いに果敢に挑み続け

るアーティストの批評性と志の高さ、そして妥協ない創造活動の継続に、私たちは心から敬意を払い、

そのクリエーションのパートナーであったことを誇りに思います。しかし、彼らの切実な願いに反比例

するかのように、この 4年間、中東地域の情勢はさらなる混迷の度合いを深め、アーティストの創造活

動を巡る環境は厳しさを増す一方です。芸術家が社会に向けて発する警鐘の響きは爆音にかき消さ

れ、さらなる暴力と無力感が中東を支配しています。中東シリーズで紹介してきた多くの作品が予言し

た、どこにも出口のない最悪の結末に向かって、世界は突き進んでいるのでしょうか。 

 

私たちはこれからも、この 4 年間中東のアーティストたちと築いてきた強いネットワークを保ち続けな

がら、芸術のもつ力を信じ、新しいダイアローグの展開を模索していきたいと考えています。 

 

東京国際芸術祭‐中東シリーズのあゆみ 

実施年 国名 タイトル  カンパニー／演出家 

クウェート アル・ハムレット・サミット 【世界初演】   スレイマン・アルバッサーム・シアター 

レバノン BIOKHRAPHIA-ビオハラフィア ラビア・ムルエ＆リナ・サーネー  

2004年 

パレスチナ アライブ・フロム・パレスチア‐占領下の物語 アルカサバ・シアター   

パレスチナ 壁‐占領下の物語 II  【世界初演】   アルカサバ・シアター   2005年 

チュニジア ジュヌン‐狂気 ファミリア・プロダクション  

クウェート カリラ・ワ・ディムナ‐王子たちの鏡 【世界初演】   スレイマン・アルバッサーム・シアター 2006年 

イスラエル ストロベリークリームと火薬 ヤスミン・ゴデール 

レバノン これがぜんぶエイプリルフールだったなら、トナンシーは 【世界初演】   ラビア・ムルエ 2007年 

チュニジア 囚われの身体たち ファミリア・プロダクション 
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ラビア・ムルエ ‐新作・世界初演に向けて 

 

東京国際芸術祭 2007 では、フェスティバル・ドートンヌ・パリ（フランス）、アシュカ
ル・アルワン・レバノン現代芸術協会との国際共同制作により、レバノン出身のア

ーティスト、ラビア・ムルエの新作を発表いたします。東京国際芸術祭 2004 でも
『BIOKHRAPHIA‐ビオハラフィア』を発表し、その高い批評性で話題を呼んだラ
ビア・ムルエ。レバノンの鬼才、世界のアート界の寵児による日本での世界初演

に、世界中の大きな注目が集まっています。  

 

演劇から映像、美術、音楽まで軽やかにジャンルを横断し、世界のアート界に旋風を巻き起こすレバ

ノン人アーティスト、ラビア・ムルエ。検閲すれすれの挑発と絶妙のユーモアで、自らの生きるレバノン

社会の傷と矛盾を執拗に表象・解体し、その虚構性を鋭く批判する。 

そこに残される芸術の可能性とは何か？ 共同体に生きる「個人」の役割とは？ 

  

2006 年夏の悪夢を経てベイルートから世界に撃ち放たれる待望の新作は、刻一刻と変化するレバノ

ン情勢を反映しながら、個人と社会の「物語＝歴史」が交錯する場となるだろう。東京国際芸術祭とパ

リのフェスティバル・ドートンヌ、アシュカル・アルワン・レバノン現代芸術協会との国際共同製作で実

現する、新作・世界初演！ 

 

■ レバノンの鬼才、ラビア・ムルエ  
 

ラビア・ムルエ Rabih Mroue は 1967 年ベイルート

生まれ、現在世界の演劇界、アート界で最も高い注目

を集める気鋭のアーティストの一人。ベイルートのレバ

ノン大学で演劇学を専攻し、90 年より劇作家・演出家・

役者としてのキャリアをスタート。やがて内戦の終わっ

たレバノン社会の傷と矛盾を執拗に表象し、解体する

パフォーマンスや映像作品をつくりはじめる。 

 

2000 年より、世界の先鋭的演劇を紹介することで有名なベルギーのクンステン・フェスティバル・デザ

ールのプロデュースにより、『スリー・ポスター』（01年）、『ビオハラフィア』（02年）、『消えた官僚を探し

て』（04年）を立て続けに発表。05年にはベルリンのヘッベル・シアターにて『表象を恐れるのは誰？』

を世界初演。これらの作品は、ヨーロッパの主要な劇場やフェスティバルのみならず、中東、北米、ア

ジアの各地でも上演され、すでに世界の演劇フェスティバルや劇場の常連としての地位を築いてい

る。 

 

自らが生きる世界（レバノン、アラブ・イスラーム社会、演劇、アート・・・）を執拗に問い続けるアーティ

ストは、グローバル化する世界を縦横無尽に駆け巡り、絶妙なユーモアを交えたパフォーマンスで、挑

発的な問題提起を続けている。 
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■ ドキュメンタリーの手法から揺さぶる、真実と虚構  
 

ラビア・ムルエの作り出す作品は、メディアや共同体が語る真実と虚構の間のあいまいな境界に揺さ

ぶりをかける。個人のプライベートから、演劇やアートの意味や役割、そして宗派や政治派閥によって

定義されるレバノン社会の諸問題まで、彼は自身が集めるドキュメント（記録物）、写真、オブジェなど

を通して、「真実」を探し求めるが、その行為によって逆説的に明らかになってくるのは、メディアや歴

史が作り出した多くの虚構に過ぎない。アーティストは個と社会の「歴史＝物語」を交錯させながら、そ

の影に潜む虚構の構造を暴いていく。 

 

今回の新作においても、2006年夏のレバノン危機、そして内戦前夜とも言われる現在のレバノンに生

きるアーティストのリアルなドキュメンタリーから、共同体における個人の役割、そして芸術の意味を鮮

烈に問うパフォーマンスが生み出されることだろう。 

 

ラビア・ムルエ（演出家）のことば 
 
「事実とフィクションの区別をしなくても、私たちが歴史的

神話を脱構築することは可能だ。説教を垂れるような道

徳的立場をとらなくても、また、あの致命的な二項対立の

構図に陥らなくても、歴史的神話の危険性を暴くことはで

きる。加えて、批評的な（同時に転覆的な）芸術作品は、

権力や政治的、イデオロギー的派閥に取り込まれたり利

用されたりすることからつねに自らの身を守らなければ

ならない。」 
 

「芸術作品は、観客の目の前で、これらの公式の物語が構築されたものであることを暴く、あるいは

それ自体を脱構築するのだ。これこそが挑戦である！」 
 
「これらの作品の第一にしてかつ究極の目的とは、舞台が始まったその最初の瞬間から、観客を答

えのない問いの前に置くことである。そして、彼あるいは彼女が、権力が私たちの頭のなかに深く刷

り込んださまざまな真実の自明性を再考するように促す。」 
 
「レバノンにおける舞台芸術の＜起源＞と＜現在＞」 岡真理訳、舞台芸術 07、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター 
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■ 東京‐パリ‐ベイルート 3つのイニシアティヴによる国際共同製作  
 
今回の新作は、東京国際芸術祭、フェスティバル・ドートンヌ・パリ（フランス）、アシュカル・アルワン・

レバノン現代芸術協会による共同プロデュースで実現する新作で、日本が世界初演となります。東京

‐パリ‐ベイルートの 3者共同プロデュースによって、アジア・ヨーロッパ・中東のそれぞれの視点とモ

チベーションが交錯し、作品や制作プロセスの中で、より強度のダイアローグの展開が期待されます。 

 

● フェスティバル・ドートンヌ・パリ http://www.festival-automne.com 

1972年に創立されたパリの秋の芸術祭。パリ市内の複数の劇場や美術館で 9月～12月に開催され

る、世界最大規模の都市型フェスティバル。オペラ、音楽、演劇、ダンスといった舞台芸術に加え、最

近では映画や美術など、テーマ性にそった多彩なプログラムを展開している。2007 年秋のプログラム

では、ラビア・ムルエの新作をはじめ、アラブ世界にフォーカスした特別プログラムを準備中。 

 

 
 

● アシュカル・アルワン・レバノン現代芸術協会 http://www.ashkalalwan.org/ 

1994 年に設立された非営利団体。レバノンおよび中東地域における現代芸術全般を世界に向けて

紹介し、公演のプロデュース、展覧会などを定期的に開催している。とくに、演劇、ダンス、パフォーマ

ンス、美術、ビデオ・映画上映、シンポジウムなど、同時代のレバノン出身のアーティストや芸術関係

者が一同に介すフォーラム型フェスティバルHome Worksを2年に一度のペースで開催し、世界的な

注目を集めている。 
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ラビア・ムルエ 過去の主要作品解説 

 

Who’s Afraid of Representation?  ‐表象を恐れるのは誰？            2005年初
演                                     
 

舞台には映像を投射するスクリーンと、1 人がけの小さなテーブル

と椅子だけ。男性パフォーマー（ラビア・ムルエ本人）は椅子に座り、

女性パフォーマー（リナ・サーネー）は机の上のカタログを手にする。

任意に開いたページに掲載されているアーティストの名前を読み上

げる。ジーナ・パーネ、クリス・バーデン、マリーナ・アブラモヴィッチ

といった 60‐70 年代ボディ・アートの表現者たち仕事を引用。そこ

に、レバノン内戦の現実から最近ベイルートで起こったある殺人事

件がパラレルに交錯する。 

 

西洋・近代アートの果てに生まれたアートの異型に、レバノン・アラ

ブ世界の抱える問題をパラレルに重ねあわせる挑発的なパフォーマンス。セクシャルで過激な表現を

多用したテキストは、レバノン当局の検閲によって一時公演中止となったものの、世界中から集まった

多くの芸術関係者やレバノンの観客が見守る中、パフォーマンスは続行され大きな反響を呼んだ。 

 

 

Looking for the Missing Employee ‐消えた官僚を探して              2004年
初演   
                   

 

2003 年ベイルート初演。舞台上には誰も登場しない「不在」を巡るパフォーマンス。ムルエ本人
は観客の中に座り、そこから、実際にレバノンで起こった財務省高級官僚の失踪事件を巡る無数

の新聞記事を朗読し、その行方を追求する。舞台背面の大スクリーンには記事のスクラッピン

グ・ノートと、事件を図式化するスケッチがリアルタイムに投射され、さらに舞台中央にほぼ等身

大のムルエ本人の上半身が「中継」される。実際に起こった事件をリアルに追及すれば追及する

ほど、「事実」とされる記述の曖昧さが浮かび上がる。 
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BIOKHRAPHIA – ビオハラフィア                                 2002
年初演  

 

   
© 石川純 

2002年ベイルート初演。2004年東京国際芸術祭招聘作品。女優リナ・サーネーと、彼女自身の
声で録音されたカセットテープから繰り広げられる尋問形式のパフォーマンス。演劇行為の意味、

少女期のトラウマ、イスラエル軍のレバノン侵攻時の従軍体験、夫とのセックス…。これらの質問
に正面から答えようとすればするほど滑稽なエピソードが挿入され、何が真実で何が虚構なのか

区別のつかない、あやふやな自叙伝が捏造されてゆく。舞台装置内部にはアニス酒が仕組まれ、

そこに注入される水によって白濁し、リナ・サーネーの分身が映し出される。終演後、白濁したア

ニス酒は小瓶に詰めて販売される。レバノン社会の皮を剥ぎ取る、センセーショナルでアイロニーた

っぷりの独白劇。 
 

 

ビデオ作品「Face A / FaceB」 「魂と血をもって」                 2002～2003年
制作   
  

「FaceA/FaceB」： 

2002 年制作のビデオ映像作品。カセットテープのＡ面／
Ｂ面からつむぎ出されるのは、ムルエの極私的で心温ま

る個人史・家族史に他ならない。しかしそれらの記憶は、

レバノン内戦や当時の社会状況を彷彿とさせるエピソー

ドや映像と避けがたくシンクロしていく。死と戦争という重

いテーマを、アーティストの個人的な眼差しと記憶から見

つめ直す深遠な作品。 
 

「魂と血をもって」： 

空中から地上に落下する夢、倒壊するビル、デモ隊、殉教

者の棺。デモ隊の無数の顔の中のどれが自分なのか？ 強

烈な集団的経験の中で、自分が何者でもないかもしれない 

という不安を描き出す実験映画。
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  参考） レバノン・ベイルートにおけるアート・コミュニティ                                     
 
今、ベイルートは、世界のアートの激震地のひとつである。 

内戦終結から 15 年を経てなお不安定な政治状況、キリスト教、イスラーム教、ドルーズ教などさまざ

まな宗教コミュニティが交錯するモザイク国家の中で、その内部的な批判は、アーティストの作品を通

じて社会に充満する。 

 

特に、現在 30 代から 40 代前半のアーティストたちは、幼少期から青年期にかけてレバノン内戦を体

験し、その記憶を現在にどう内面化していくか、という大きな問題を創作のモチベーションにしていると

いえよう。 

 
    

 

 

 

 

 

 
ベイルート市内 撮影：相馬千秋 2005年 11月 

ベイルート市内では、この世代に属しながら、演劇、美術、映画、音楽など異なったジャンルのアーテ

ィストやキュレーター、批評家たちがひとつのアート・コミュニティを形成している。アートを支援する国

家的インフラがほとんど存在しないのみならず、言論の自由が保障されず国家による検閲が厳しいレ

バノンにおいて、彼らは、互いの創作に力を貸し、自発的なコラボレーションを展開しながら、互いの

創作に影響を与え合っている。 

 

その核となるのは、アシュカル・アルワン・レバノン現代芸術協会が主催するフォーラム型フェスティバ

ル「Home Works」である。2年に 1度のぺースで開催されるこのフェスティバルでは、現代美術、パフ

ォーマンス、映像、音楽などあらゆるジャンルのローカル・アーティストたちが作品を発表、また世界中

から集まる芸術関係者たちによるシンポジウムやレクチャーが開催される。今、このプラットフォーム

で紹介されたアーティストたちは、世界中へと紹介され、注目を集めている。 
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  参考） レバノンの歴史と社会                                              
 

●正式名称：レバノン共和国 Republique libanaise ●独立：1943年11月22日‐フランスより ●通

貨：レバノン・ポンド ●公用語：アラビア語、フランス語  ●首都：ベイルート  ●面積：10,400km (岐

阜県ほど。世界第160位) ●人口（2004年）：約380万人（世界第123位） ●人口密度：363人/km ●

GDP（2005年）： 

206億ドル（世界第79位） ●GDP（2003年）178億2,000万ドル（世界第107位）‐ 1人当たり4,800ドル   

 

●歴史： 

古代はフェニキア人の故地であった。この地からフェニキア人は地中海を渡り植民地を形成した。そ

の後勢力が弱体化し、アッシリア帝国に飲み込まれた。その後民族としてのフェニキア人は消滅した

と言われている。古代末期にはローマ帝国に征服され、中世にはイスラム世界に組み込まれた。 

 

レバノンは歴史的にはシリア地方の一部であったが、山岳地帯は西アジア地域の宗教的マイノリティ

の避難場所となり、キリスト教のマロン派、イスラム教のドルーズ派がレバノン山地に移住して、オス

マン帝国からも自治を認められて独自の共同体を維持してきた。19世紀頃からマロン派に影響力を

持つカトリック教会を通じてヨーロッパ諸国の影響力が浸透し、レバノンは地域的なまとまりを形成し

始める一方、宗派の枠を越えたアラブ民族主義の中心地ともなった。 

 

第一次世界大戦後、フランスの委任統治下に入り、キリスト教徒が多くフランスにとって統治しやすか

ったレバノン山地はシリアから切り離されて、現在のレバノンの領域にあたるフランス委任統治領レバ

ノンとなった。この結果、レバノンはこの地域に歴史的に根付いたマロン派、東方正教会と、カトリック、

プロテスタントを合計したキリスト教徒の割合が35%を越え、シーア派、スンナ派などの他宗派に優越

するようになった。現在でもフランスとの緊密な関係を維持している。 

 

第二次世界大戦中にレバノンは独立を達成し、金融・観光などの分野で国際市場に進出して経済を

急成長させたが、PLOの流入によって微妙な宗教宗派間のバランスが崩れ、1975～76年にかけて内

戦が発生した（レバノン内戦）。隣国シリアの軍が平和維持軍として進駐したが、1978年にはイスラエ

ル軍が侵攻して混乱に拍車をかけ、各宗教宗派の武装勢力が群雄割拠する乱世となった。混乱の中

で、周辺各国や米国や欧州、ソ連など大国の思惑も入り乱れて、内戦終結後も断続的に紛争が続い

たため、国土は非常に荒廃した。また、シリアやイスラム革命を遂げたイランの支援を受けたヒズボラ

など過激派が勢力を伸ばした。 

 

1982年、レバノンの武装勢力から攻撃を受けたとしてイスラエル軍は南部から越境して再侵攻、西ベ

イルートを占領した（レバノン戦争・ガリラヤの平和作戦）。イスラエルはPLO追放後に撤収したが、南

部国境地帯には親イスラエルの勢力を配し、半占領下に置いた。この混乱を収めるために米英仏な

どの多国籍軍が進駐したが、イスラム勢力の自爆攻撃によって多数の兵士を失い、一部でシリア軍と

米軍の戦闘に発展した。結局、多国籍軍は数年で撤収し、レバノン介入の困難さを世界へ示すことに

なった。 
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1990年にシリア軍が再侵攻、紛争を鎮圧し、シリアの実質的支配下に置かれた。シリアの駐留は一応

レバノンに安定をもたらしたものの、ヒズボラに対する援助やテロの容認など、国際的な批判をうけた。

シリアが撤退するまでの約15年間は「パックス・シリアナ（シリアによる平和）」とも呼ばれる。現在も政

府高官を含めシリアの影響は強い。 

 

1996年にイスラエル国内で連続爆弾テロが発生し、ヒズボラの犯行としたイスラエル軍はレバノン南

部を空襲した（怒りのブドウ作戦）。この時、レバノンで難民救援活動を行っていた国際連合フィジー軍

のキャンプが集中砲撃され、イスラエルは非難された。イスラエル軍は2000年に南部から撤収するが、

空白地帯に素早くヒズボラが展開し、イスラエルに対する攻撃を行っている。 

 

2005年2月14日にレバノン経済を立て直したラフィーク・ハリーリー前首相が爆弾テロにより暗殺、政

情は悪化し、政府と国民との軋轢も拡大した。その要因となったシリア軍のレバノン駐留に対し、国際

世論も同調し、シリア軍撤退に向けての動きも強まり、シリア軍は同年4月に撤退した。 

 

●政治： 

憲法により、宗派ごとに政治権力を分散する体制が取られており、国会の議員数も各宗派人口数に

応じて定められている。キリスト教マロン派は34人、イスラム教スンナ派は27人、イスラム教シーア派

は27人などである。大統領はマロン派、首相はスンナ派、国会議長はシーア派から選出されるのが慣

例となっている。 

 

●経済： 

通貨はレバノン・ポンド。一人当たりの国民総生産は1995年に2660ドル。内戦で荒廃し、産業は特に

無い。 内戦以前のベイルートは「中東のパリ」と呼ばれ、金融の中心であり、また観光地でもあった。

現在、レバノン政府はベイルートを再び観光地として売り出す計画を進めている。 

 

●国民： 

全人口の約95パーセントがアラブ人でアラビア語を話す。かつてフランスの影響を強く受けた関係か

ら、現在でもフランス語が広く通用する。国民の約30%がキリスト教、約70%がイスラム教の信者。この

場合の「キリスト教」とは主にマロン派だが、東方正教会、プロテスタント、カトリックも少数ながら含ま

れている。また、「イスラム教」にはスンナ派、シーア派、アラウィー派、ドルーズ教などを含むが、アラ

ウィー派とドルーズ教が「イスラム教」の枠に入るものかどうかは議論が分かれるところである。少数

であるがユダヤ教徒の議席も設けられている。 

 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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公 演 概 要  

 

■ 公演タイトル： これがぜんぶエイプリルフールだったなら、とナンシーは 

 

■脚本： ファディ・トゥフィーク、ラビア・ムルエ Fadi Toufic ,Rabih Mroué 

演出： ラビア・ムルエ Rabih Mroué  

出演： リナ・サーネー、ハトゥム・エルイマム、ズィアド・アンタール、ラビア・ムルエ 

     Lina Saneh, Hatem El-Imam , Ziad Antar ,Rabih Mroué 

舞台美術・グラフィックデザイン： サマール・マカルーン Samar Maakaroun 

動画：    ガッサン・ハラワニ Ghassan Halwani 
思想アドヴァイザー：  ジャラール・トゥフィーク Jalal Toufic  
演出助手：   ハニア・ムルエ Hania Mroué 

ヴィデオ・インスタレーション： ラミア・ジョレイジュ Lamia Joreige 
ポスター収集・リサーチ：  ジネア・マスリ Ziena Maas 

 

■ 日本側スタッフ 

舞台監督：小林裕二 

照明：小笠原純（ファクター） 

音響：相川晶（サウンド・ウィーズ） 

翻訳：鵜戸聡（フランス語圏文学） 

制作：相馬千秋（NPO法人アートネットワーク・ジャパン） 

 

■ 上演言語： アラビア語・日本語字幕付 

■ 上演時間： 未定 

■ 公演日： 3月 23日（金）―3月 27日（火）  

3月 23日

（金） 

3月 24日

（土） 

3月 25日

（日） 

3月 26日

（月） 

3月 27日

（火） 
19:30 17:00★ 17:00★ 19:30★ 19:30★ 

★ 終演後、ポスト・パフォーマンス・トークあり 

 

■ 会場： にしすがも創造舎 特設劇場 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨 4‐9‐1  

 

■ 料金： （全席自由・日時指定・税込） 一般 4,000 円／学生 2,000 円（当日要学生証提示） 

  豊島区民割引 3,000 円 

■ 前売開始： 2006 年 12 月 20 日（水） 

■ チケット取扱：  チケットぴあ Tel.0570-02-9999/0570-02-9966（Ｐコー374-132）, http://pia.jp/t 

    （＊豊島区民割引の取り扱いはありません） 

ぷれいす Tel.03-5468-8113 

東京国際芸術祭（TIF） http://tif.anj.or.jp（ネットのみ） 
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■ チケットのお問い合わせ： ぷれいす Tel.03-5468-8113 

■ 公演のお問い合わせ： 東京国際芸術祭（TIF） TEL 03-5961-5202  

   tif@anj.or.jp  http://tif.anj.or.jp 

  


