
■きっかけは映画『SAYURI』
「西洋人は芸者に対して、男性の言う通り

になって決定権が何もないというような間

違ったイメージを持っているんです。実際

はまったく違います。芸者は独立したワー

キング･ウーマンなんです」。芸名･紗幸こ

と、フィオナ･グレアムさんは芸者という

仕事についてこう話す。踊りや三味線など

伝統芸能の高度な技を持ち、客が楽しめる

よう心配りを怠らない、エンターテイメン

トとサービスのプロフェッショナル。「他

国にはほとんど例を見ない、日本伝統のす

ばらしい職業です」。

彼女が芸者になることを考えたのは、ア

ーサー･ゴールデンの小説『さゆり（原題：

Memoirs of Geisha）』を元に、ハリウッド

が映画を製作するという話を聞いた時だ。

西洋男性が作る「ゲイシャ映画」が「間違

った」イメージで凝り固まり、真実からか

け離れたものになることは彼女には明らか

だった。映画はあくまでフィクションであ

り、真実の芸者の姿を伝えるものではない。

が、芸者の世界を知らない西洋人がこれを

観た時、現実と勘違いしかねないのも事実

だ。それは学者として日本社会を研究して

きた彼女には耐えがたいことだった。『さゆ

り』のイメージを払拭するために、真実の

芸者の姿を伝える人類学的なドキュメンタ

リー映画を作らなければならないと思った

彼女は、自ら芸者になって花柳界に入り、

撮影をしようと決めた。

■正座が一番つらかった

フィオナさんが芸者になる

場所として選んだのは、東京･

浅草の花柳界。自身が長年東

京に住んでいたこと、また浅

草の花柳界が数百年という長

い歴史を持つことや、昔の東

京の姿を残す風景が撮影で絵

になると思ったのが理由だ。

いずれにせよ、浅草の花柳界

はフィオナさんの申し出にさ

ぞ驚いたことだろう。

「外国人が芸者になるという

のは歴史上初めてですから、当

然簡単には受け入れられず、花

柳界の皆さんを説得するのにか

なりの時間を費やしました。幸

い慶応大学のOBの方など、顔

の効く方たちが応援してくださ

ったんです。それがなければと

ても入れない世界です」。フィ

オナさんの熱意と周りの人々の

援助により、門が開いた。置屋

（芸者を抱え、求めに応じて茶

屋･料亭などに差し向ける家）

を紹介してもらい、芸者修行を

開始した。

戦前、芸者になるには、

子どものころから置屋に入

り長い修行時代を経ること

も多かったようだが、フィ

オナさんによれば浅草の花

柳界で芸者になるまでの修

行期間は、現在通常1年ほど。

その期間、料亭で仲居の仕

事をしながら芸者の仕事を

観察したり、お茶、踊り、

太鼓、横笛の稽古、そのほ

か数限りない慣習や礼儀作

法を置屋の「お母さん」か

ら叩き込まれる。

もちろんフィオナさんが外国人だからと

いって特別扱いを受けるようなことはなか

った。「芸者は芸者。外国人だから大目に

見てもらえるということはありません」。

生まれの違いを甘えにしていたら、続かな

い世界なのだろう。

彼女が修行時代一番つらかったというの

は、正座。「芸者衆は座布団を使いません。

お座敷は最低2時間、その間しびれても何

もできないので、早く慣れるしかない。体

重が1キロでも余計にあるとつらいと年配

のお姐さんが教えてくれて、痩せる努力も

しました」。芸の中では横笛が最も自信が

あったが、苦労はそこにもあった。「フル

ートをやっていたのできれいに音は出せる

んですが、邦楽のタイミングは洋楽と違う

のが難しくて…」。

日本に長年住み見事な日本語を話すフィ

オナさんにとっても、予想以上に大変な修

行時代だったが、ひと通りの芸と作法を身

に着けた昨年12月18日、ついに芸者とし

てのお披露目を果たした。芸名は、伝統と

してお母さんの名前から「幸」の1文字を

もらった。先輩芸者のお姐さんたちや置屋、

料亭など、浅草花柳界の関係者100件以上

に朝から晩まで挨拶して回った。こうして

芸者「紗幸」が誕生した。

■プロジェクトとして、業として

現在、紗幸さんの毎日は、昼間に師匠と

一緒にお茶や踊りなどの稽

古を1、2時間行うほか、自

分1人での稽古、練習会や

浅草で行われるイベントに

参加、夜は多い時にはお座

敷3カ所に出るという多忙

さだ。「芸者」とは、すな

わち「芸」を持つ者。プロ

として芸は一生磨き続けな

ければならない。紗幸さん

はそんな日本伝統の業に誇

りを持って、日々精進して

いる。

またドキュメンタリー映画の方はという

と、忙しい合間を縫って芸者としての自ら

の生活を撮影している最中で、完成したら

オーストラリアを含む数カ国で公開の予定

だ。そのほか芸者文化を紹介するプロジェ

クトの一環として、浅草の芸者衆と来豪も

考えている。「大学の日本研究学科を訪ね

たり、日本関係のフェスティバルに参加し

たりして、芸者文化を公開したいです。ス

ポンサーの応援があると助かりますので、

皆さんご紹介をよろしくお願いします」と

のこと。

最後に気になる質問を1つ。社会人類学

のプロジェクトのためになった芸者、映画

完成の暁にはすぐに辞めてしまうのだろう

か ?  答えは、否。「最初はプロジェクトと

して始めましたが今はそれ以上に没頭して

います。歴史上初めてのケースとして芸者

になれたので、すごくありがたいことです

し、がんばって一人前の芸者にならなけれ

ばと思います」。

紗幸さんを指名してお座敷遊びをしてみ

たいと思った人は、「紗幸」のウェブサイ

トを通して連絡すれば手配できるとのこ

と。東京に行く機会のある人は、日本伝統

の業に励む紗幸さんの活躍ぶりを見ること

ができるだろう。

■紗幸ウェブサイト：www.sayuki.net
■浅草花柳界ウェブサイト：www.asakusageisha.com
※参考資料：「お座敷遊び 浅草花街 芸者の粋をどう愉しむか」
浅原須美･著　光文社新書

インタビュー

「日本が誇る伝統の業
わ ざ

を伝えたい」

史上初の外国人芸者
紗幸
さ ゆ き

さんインタビュー
昨年12月19日、東京･浅草で史上初の外国人芸者が誕生した。芸名は紗幸。メルボルン出身のオ
ーストラリア人女性だ。慶応大学、オックスフォード大学での学歴を持ち、日本を専門とする社会

人類学者として研究をしながら、著作物出版やドキュメンタリー映画作成を行ってきた才媛でもあ

る。その彼女が芸者になろうと思ったきっかけ、修行、芸者としての今の暮らしについて、流暢な

日本語で話してもらった。

Photo:Kerry Raftis

Photo: Kerry Raftis

浅草の花柳界は、雷門の向こう、浅草寺
観音堂の裏にある

紗幸プロフィル

本名フィオナ･グレアム。メ
ルボルン出身。15歳の時交換
留学生として日本に渡り、現
地の高校を卒業。慶應大学で
心理学学位を取得後、英国オ
ックスフォード大学でMBA、
社会人類学の博士号取得。07
年、浅草花柳界で芸者になる
ための修行を始め、同年12月
19日芸者として正式にお披露
目を行う。
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最新情報提供！

3ヶ月までの仕事紹介！
ビザ取得までのお手伝い！

※ご相談は、
1800-004141
までお電話を！

生活

ピッキング
プログラム
ピッキング
プログラム

6078TOUR

ツツアーランドへドへツアーランドへドへツアーランドへ

シドニー店

メルボルン店

ケアンズ店

住所：Shop 47-49 Village Lane, 
20 Lake St., Cairns 

電話：07-4031-1226
メール：cns@tourland.com.au
営業時間：月－金10:00～19:00

（土・日・祝休）

住所：Shop 4, 325 Pitt St., Sydney
電話：1800-004141

02-9279-0023
メール：syd@tourland.com.au
営業時間：月－金10:00～19:00

（土・日・祝休）

住所：Shop 1, 238 Flinders St., 
Melbourne

電話：03-9671-4066
Fax:：03-9671-4077
メール：mel@tourland.com.au
営業時間：月－金10:00～18:00

（土・日・祝休）

航空会社の公
認代理店なの
で、安心･迅
速です。

メルボルン発
オプショナルツアー
グレートオーシャンロー
ド、ペンギンツアーなどメ
ルボルン発のツアーが

大特価！最安値保証！

★国内旅行はいかが？
メルボルン発バス、夜行列車
シドニー行き　60ドル～
アデレード行き　45ドル～

★エアーズ現地
パックツアー
190ドル

アデレード発エアーズパッケージ
料金：$495
4泊分の宿泊、食事全11回、
バス、主要ツアー込み

インターネットのご利用を
１時間無料にします!

3Dアドベンチャー内へ
引越しました！

Flinders St.

フリンダース駅前
ユニロッジビル内

Flinders Station

Flinders Lane
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日本行航空券
経由地の手配も可能！

フリンダースストリート駅前　
Unilodgeビル内

ゴンドワナクラブ
新規会員只今募集中 !

ポイントカードになってます！有効期限はありません！
一枚でご家族ご利用可！特典も2倍になりました！

旅行44月のスペシャル月のスペシャル !! !!4月のスペシャル月のスペシャル !! !!4月のスペシャル月のスペシャル !! !!4月のスペシャル !!
早割りオプショナルツアー!
～先行予約でとってもお得!～

ツアーランドはロングステイ財団の公認サロンに指定されています。

アドベンチャーツアー

10%オフ！

エアーズロックツアー最大$100引き！　
※付帯条件あり

オーストラリアの旅行と生活は

★シドニー編
ブルーマウンテンと動物園 88ドル ⇒50ドル !
ブリッジクライム（平日昼） 179ドル⇒155ドル !
ハンターバレー 114ドル⇒75ドル !
★ケアンズ編
アウターリーフクルーズ体験ダイブ 115ドル⇒96ドル！
タリー川1日ラフティング 155ドル⇒125ドル！
グリーン島クルーズ 69ドル ⇒58ドル！
※催行日はお問合せ下さい。※クーポンの受渡しは各店となります。

www.tourland.com.au

クーパーピディ、風の谷、
キングスキャニオンなど込み

アドベンチャーツアー

10%オフ！

★今月のイベント★

その1

4月23日（水）
4月30日（水）
合言葉

「日豪プレスみました」で、
ツアーランド
会員登録が無料 !

★今月のイベント★

その2

日時：4月30日（水）
15:00～17:30
場所等ご案内

ツアーランドラウンジ内
出店は前日までに
お申し込み下さい。

会員登録無料の日会員登録無料の日 ! !会員登録無料の日会員登録無料の日 ! !会員登録無料の日 !

フリーマーケットフリーマーケット

会員登録無料の日 !会員登録無料の日 !

フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット


