SAKE

~for solo Percussionist~
dedicated to Masayuki Nino

Fumihiro Ono

Setup Idea

Different Whiskys
Beers
Champagne
2 glasses
or
1 can (unopened )

Wine

MAX. 5 glasses

SAKE

1 bottle
(unopened)

SPEKER
(optional)
Tequila

1 Tokkuri bottle
2 Ochoko glasses
1 glass
and
1 bottle (opened )

Alkohol Drink (free choice)
1 shot glass
(optional)

Table

NOTATION
general

for Whisky
drink

for Champegne

mix with meddler
open! with strong

clashing glasses each other (Cheers!)

If you can prepare…
1

2

3 Whiskys

for Tequila

for Beer

drink one shot with shot glass
4 Whiskys

open a beer, if you have can beer
ACTING

hit with glass(or can) to the table
5 Whiskys
for Wine

pour wine out of bottle into a glass

*Play with electronics sounds
in Whisky time,if you can prepare

I

II

THROW

VOMIT

IV

III

PASS OUT
V
Talking about…

Please note! that I don't take any responsibility or liability for any damage or loss caused through
this piece! And I don't accept any performance without your signature in the agreement form.

SPILL

without duration.
decide yourself kind of alcohol drinks from under
Beer, Whisky SAKE, Wine, Champagne, Tequila, and one of
your choice and decide also amount of drinking.
*SAKE is free choice alcohol drink from Japan.
*If you can't drink alcohol caused through limited your age or
your country’s law etc., you have to drink Water and Ice Tea.

~for solo percussionist~
dedicated to Masayuki Nino

Fumihiro Ono (2019)

Whisky

Sempre ad lib.
Beer

on the rock

with soda

with crushed ice

straight

with water

Champagne

mix with muddler
Action V.

drink

聴衆に持論を熱く語る
もしくは何かを
カミングアウト

SAKE *
Action I.
Action IV.

Tequila

ad lib.

Wine

Action III.
Action II.
Alkohol Drink (free choice)
you have to shout when finishing!
just drink it with joyful
Please note! that I don't take any responsibility or liability for any damage or loss caused through this piece! And I don't accept any performance without your signature in the agreement form.
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SAKE上演に関する誓約書
私、演奏者である

は、

（日付）の
（演奏会名）において

小野史敬（SAKE作曲者）と当事者間で以下の内容に同意し、
相違ないことを理解して演奏することを誓います。

第１項

概要

１．法律の遵守

私は小野史敬作曲の”SAKE”を上演する国または地域の法律、法令、および条例に遵守しています。
（私は未成年ではありません。法律を守っています。）
２．作品の意図

私はこの作品の意図を理解して上演します。（以下参照）
第２項

免責事項

１．小野史敬の免責事項

小野史敬は、SAKE上演中に起きた演奏者の体調不良、重篤な事故、急性アルコール中毒による病
院搬送等、又は会場設備の破損、グラスやテーブルなどの機材の損傷、入場者と演奏者とのトラブ
ル、事故に関しては責任を一切負うことはありません。また本誓約書のサインのない演奏は小野史
敬は上演したことと認識しません。
２．１．を超えた事例

万が一、1．が発生した場合、上演される国、及び地域の法律に従って当事者間で解決することに
協力します。

〜作品の意図〜

この作品は「お酒」を題材にしたパフォーマンスを打楽器演奏家がステージ上で行うこと通じ
て、従来にない音楽・芸術の枠の可能性を拡大させることを目的に創作した舞台作品である。
よって反社会的な勢力の肯定、健康を害するような飲酒行為そのものを勧めるための作品ではな
い。お酒という題材を選んだのは予測不可能な状況を最大に作り出すためであり、演奏家のパ
フォーマンスによって生じる予期せぬ現象、聴衆及び会場全体の反応を含め、新たな偶然性を発
見することが最大のテーマである。この作品が前衛的なパフォーマンスとして昇華されることを
祈っている。（文：小野史敬）

作曲者

演奏者

