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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23日(祝)13時～14時
に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
（指定管理者：NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか）

協力：T.Mサークル
VB4
NPO法人よしよし
静岡大学ダンス部

11/23 (祝)

2017 作詞 Tena Clark 作曲 Tena Clark/Tim Heinz
日本語訳 NPO法人青い空―子ども・人権・非暴力

空に向かい 腕を差し伸べる
ひざまずき 祈る
もう恐れない
そのドアを通り抜けて

私たちが生きている世界が見える
安全で すべての抑圧から自由な世界が
レイプや近親婚、虐待のない世界
女性たちは所有物じゃない

私は決して所有物じゃない
私のことを知りもしないあなた
私は見えない存在じゃない
私はただ素晴らしい存在なの
こんなに胸が高鳴るのは初めて
生きているって感じる
なんてステキなことだろう

踊る 愛しているから
夢を描けるから
踊る こんなことはもうたくさん
叫び続けるなんて嫌だから
踊る 支配を打ち破るために
痛みを止めるために
踊る 世界をひっくり返すために
さぁ 鎖を断ち切る時がきた
踊ろう 立ち上がろう

この狂気の真ん中で 私たちは立ち上がる
もっとステキな世界があるはず
仲間たちが手をとりあって
すべての女性と少女に手を差し伸べて

これは私の体 私の体は神聖なもの
言い訳しないで 虐待はたくさん
私たちは母親であり 教師なの
私たちは美しく すばらしい生き物

踊る 愛しているから
夢を描けるから
踊る こんなことはもうたくさん
叫び続けるなんて嫌だから
踊る 支配を打ち破るために
痛みを止めるために
踊る 世界をひっくり返すために
さぁ 一緒に鎖を断ち切って

・・・・・・・・・・・・・・・

実際に踊ってみました！
「静岡市女性会館発！BREAK THE CHAIN
―女性に対する暴力根絶を願って」
➥youtu.be/ar1Dluw4oy4

Break the Chain 日本語詞

13:00～14:00
「Break the chainを踊ろう」
静岡駅北口イベント広場にてにて



B
re

a
k

 th
e

 C
h

a
in

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

静岡市女性会館（アイセル21）
℡ 054-248-7330
HP https://aicel21.jp
〒420-0865
静岡市葵区東草深町3-18

地図

Break the Chain 歌詞

問い合わせ先

DVに関する相談を受けています。
ひとりで悩まず相談してください。
●DV（配偶者などからの暴力）
に
関するご相談は、静岡市内各区の
配偶者暴力相談支援センターへ
葵区 ☎054-221-1274
駿河区 ☎054-201-9126
清水区 ☎054-354-2335

●緊急の場合は警察へ110番

●女性のための総合相談は静岡市
女性会館の相談室へ
相談専用 ☎054-248-1234

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」

期間です。

紫のリボンは「暴力はいや！」と伝える“しるし”

時間 火 水 木 金 土

10：00～
12：00

15：00～
20：00


