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Break the Chain
(鎖を断ち切れ!)とは―

世界的な女性への暴力防止キャ
ンペーンのテーマダンスです。
地球上の女性の3人に1人、約10

億人がその生涯に強姦や暴力の被
害に遭うという国連の統計を元に、
女性の権利向上を求めて10億人
(=one billion)に立ち上がろうと呼びか
けるOne Billion Rising運動の一環とし

て世界各地で踊られています。
静岡市女性会館では、国が定め

る11月12日から25日の「女性に対
する暴力をなくす運動」期間に合
わせて、11月13日(日) 、市民の皆
様と共に同ダンスで女性への暴力
根絶を訴えるキャンペーンイベン
トを行います。

ダンス振付（解説無）
➥youtu.be/pYK8OJAdrL8

ダンス振付（解説有）
➥youtu.be/7nn6-w25suk 

公式HP
➥www.onebillionrising.org

主催：静岡市女性会館

市民活動プレビュー
in Shizuoka 2016
特設舞台にて

11/13 (日)

2016
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作詞 Tena Clark 作曲 Tena Clark/Tim Heintz

I raise my arms to the sky
On my knees I pray
I’m not afraid anymore
I will walk through that door
Walk, dance, rise
Walk, dance, rise

I can see a world where we all live
Safe and free from all oppression
No more rape or incest, or abuse
Women are not a possession

You’ve never owned me, don’t even know me
I’m not invisible, I’m simply wonderful
I feel my heart for the first time racing I feel alive,
I feel so amazing

I dance cause I love
Dance cause I dream
Dance cause I’ve had enough
Dance to stop the screams
Dance to break the rules
Dance to stop the pain
Dance to turn it upside down
Its time to break the chain, oh yeah
Break the Chain
Dance, rise
Dance, rise

In the middle of this madness, we will stand
I know there is a better world
Take your sisters & your brothers by the hand
Reach out to every woman & girl

This is my body, my body’s holy
No more excuses, no more abuses
We are mothers, we are teachers,
We are beautiful, beautiful creatures

I dance cause I love
Dance cause I dream
Dance cause I’ve had enough
Dance to stop the screams
Dance to break the rules
Dance to stop the pain
Dance to turn it upside down
It’s time to break the chain, oh yeah
Break the Chain, oh yeah
Break the Chain

Dance, rise
Dance, rise

Sister won’t you help me, sister won’t you rise x4

Dance, rise
Dance, rise

Sister won’t you help me, sister won’t you rise x4

This is my body, my body’s holy
No more excuses, no more abuses
We are mothers, we are teachers,
We are beautiful, beautiful creatures

I dance cause I love
Dance cause I dream
Dance cause I’ve had enough
Dance to stop the screams
Dance to break the rules
Dance to stop the pain
Dance to turn it upside down
Its time to break the chain, oh yeah
Break the Chain, oh yeah
Break the Chain

対 象 興味のある方 15人(申込多数の場合抽選)
※ダンス経験は問いません

参 加 費 無料
一時保育 なし
申 込 先 静岡市女性会館（アイセル21）
方 法 電話054-248-7330

またはhttp://aicel21.jpから
締 切 9/21(水)

日 程 10/15(土)・10/29(土) 10:00～11:30
場 所 静岡市女性会館（アイセル21）

2階 フィットネスルーム

市民活動プレビュー in Shizuoka 2016
日 程 11/13(日) 14:00～14:30
場 所 青葉シンボルロードB2地区

各自自宅等で練習をお願いします
ダンス練習用動画：
➥youtu.be/7nn6-w25suk （解説有）
➥youtu.be/pYK8OJAdrL8（解説無）

静岡市女性会館は
女性を取り巻く諸問題を解決し
男性と女性が従来の性別役割分担意識に捉われず
お互いに協力し合いながら社会の発展を目指す
「男女共同参画社会」実現のための
学習や活動の拠点となる施設です。

静岡市女性会館（アイセル21）
℡ 054-248-7330 HP http://aicel21.jp

〒420-0865 静岡市葵区東草深町3-18
バス➲JR静岡駅北口「10番のりば」乗車、県立病院高松線「アイセル21」下車
徒歩➲JR静岡駅北口から30分・静鉄新静岡駅から20分・静鉄日吉町駅から15分

地図

ダンス発表までの流れ Break the Chain 歌詞

問い合わせ先／練習会場


