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本プロジェクトでは「コミュニティの変容」という

共通テーマをめぐって、米国人振付家・アリ
ソン・オアーと、日本人アーティストグループ、ヒス
ロムが作品づくりに挑みます。普段「コミュニティ」と
呼ぶ、輪郭が曖昧でとらえどころのない集団は、地
域、血縁、思想、職場などさまざまな繋がりで形成
されています。また、インターネットの普及にともな
い、身体的接触をもたず成立するコミュニティもあり
ます。時代とともに変化していくコミュニティの姿を、
アリソンは野球をする女性たちとの対話から、ヒス
ロムは身近な人 と々の出会いから映し出すことを試
みます。

「PLAY BALL KYOTO」

アリソン・オアーはこれまで、消防士やヴェネチア
のゴンドリエーレ（ゴンドラ操縦士）、など特定のコミュ
ニティに着目し、時間をかけて対話を重ねることで
見えてきた個人の物語を題材とし、日常の何気な
い動きをダンス作品にしてきました。昨年一年がか
りで完成した彼女の一大プロジェクト「The Trash 
Project」では、街の清掃作業員とともに、早朝のゴ

ミ収集車に乗り、仕事をともにしながらコミュニケー
ションを図り、アーティストと関わることのなかった
人々をも巻き込みながら、一つのダンス作品を作り
上げました。
米国では、野球は男性のスポーツというイメージ

が強いのに、日本には女性のプロ野球チームが存
在していることに興味をもったアリソンは、今年2月
にフローラの練習場を訪れ、選手と対話することか
らリサーチを始めました。そして8月の後半から約1ヶ
月間滞在して、フローラの選手と活動を共にしなが
ら見えてきた彼女たちの動きや人生をダンス作品へ
と転換させていきます。その中でみえてくる内面の
葛藤や奥深さは、作品の軸として重要であるうえに、
改めてコミュニティを顧みる機会となります。わかさ
スタジアムで踊るフローラの姿をお見逃しなく。

「美整物－〈例えば〉を巡る」

若手アーティストグループ、ヒスロムによる京都で
の新しい試みがスタートします。加藤至、星野文紀、
吉田祐の3名はある場所で出会った人や動物、自然
物、人工物など自分たちの知っているもの、知らな

いものすべてに対して、正面から向き合い、新しい
現象を発見することを楽しみながら、物事が遷移す
るプロセスを記録してきました。
ある日彼らは祖父の代から続く理容院「美整院」

を営む店主と出会いました。その人は、人の本当
の姿を引き出すことが「美を整える」ことだと言い、
パーマと染髪はせず、必要がないなら髪も切らない
と言います。この店主との出会いが、「美整とは？」
という、より大きな問いへと発展していきます。今回
の「美整物」という展覧会／プロジェクトは、この問
いに対する答えを探る過程で出会ってきた人々や場
所がモチーフとなっています。京都芸術センターで
の展示の軸となるのは、そのなかでも京都市北区の
とある一軒家とそれを所有する一夫婦。ヒスロムが
誰と出会い、何を語りどのように感じたのか、これ
らすべてのプロセスを含めた展示、パフォーマンス
にご注目ください。
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日米ニュー・コネクション・プロジェクトとは、全世界61ヶ所とネットワークを結ぶ
米国のナショナル・パフォーマンス・ネットワーク（NPN）と、京都芸術センター、
ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク（JCDN）が中心となって2011年
より進めているプロジェクトです。両国を互いに行き来しながら対話を重ね、
日米のアーティストによる滞在制作・作品創作の機会の提供、有機的につながる
ネットワークの構築を目指しています。今年度は、米国のテキサス州オースティン
を拠点に活動する振付家アリソン・オアーを京都に招へいし滞在制作を行い、
日本からはhyslom（ヒスロム）が参加します。

日米ニュー・コネクション・プロジェクト

展示／パフォーマンス
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野球を見ていると、選手の一挙手一投足に目を奪われ、場面ごとに物
語を感じます。ダンス作品や、ヒスロムの3人が現場で遊ぶ姿にも共通
したものを感じます。どちらも、これまでに見たことのない作品に仕上が
るのではないでしょうか。 上村絵梨子（アート・コーディネーター）
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アリソン・オアー×フローラ 「PLAY BALL KYOTO」
日時： 9月23日（火・祝）開場18:00 開演19:00
会場： わかさスタジアム京都（右京区）
料金： 無料（予約席あり）

［関連企画］
アリソンによるダンスワークショップ
日時： 9月6日（土）15:00－17:00
会場： フリースペース　 参加料：1,000円
講師： アリソン・オアー
※逐次通訳あり・ダンス経験不問

展覧会 『美整物－〈例えば〉を巡る』
会期： 9月5日（金）－28日（日）10:00－20:00
  ※会期中無休・入場無料
会場： ギャラリー北・南

［関連企画］
トーク「ヒスロム×アリソン：STORY MAKING GUIDE」
日時： 9月5日（金）16:00－18:00
会場： ミーティングルーム2　 料金：無料
※事前申込不要

トーク「ヒスロム＋監視ボランティア：ボランティアさんと
展示について話す会」
日時： 9月13日（土）13:00－14:30　
会場： ミーティングルーム2
料金： 無料
※事前申込不要

Allison Orr （アリソン・オアー）
振付家・芸術監督。アリソンの作品は、鑑賞
者に「舞台上では、誰が何を表現することが
できるのか？」を問うことでダンスとパフォー
マーの概念を拡張する。コミュニティダンス
の第一人者リズ・ラーマンに師事したアリソ
ンは、一般の人 の々コミュニティに身を置き、
数カ月かけたリサーチで得た人々の話や日
常の体験の中から作品の要素となる素材
を見つける。彼女の一大プロジェクト「The 
Trash Project」では、道路清掃の作業員た
ちの生活に密着し、早朝から働く姿や、普段
の彼らの姿を映し出すダンスをつくった。

hyslom （ヒスロム）
加藤至、星野文紀、吉田祐からなるアーティ
ストグループ。2009年から現在まで、山か
ら都市に移り変わる場所を定期的に探険す
る事で得た経験や疑問、人やモノとの遭遇
を表現の根底に置いて、様々なプロジェクト
を行う。遊びを通して風景、土地を知る行為
「フィールドプレイ」を行い、映像・写真・パ
フォーマンス作品を制作。その記録/記憶を
元に、彫刻作品や舞台、映画の制作も行なっ
ている。主なプロジェクトとして、映像シリーズ
「Documentation of Hysteresis」、舞台作品
「Big-One-パイプ」「大家さんの伝書鳩」「The 
pursuit of new possibility project(砂連尾理
×hyslom×垣尾優」など。「OYE!(オイッ)」（Social 
Kitchen、京都、2012-2013）参加アーティスト。「第
6回AACサウンドパフォーマンス道場」（2012）

にて優秀賞受賞。

フローラ
京都を活動拠点とする、日本女子プロ野球
リーグに所属するプロ野球チーム。2010年か
ら活動していた「京都アストドリームス」の継承
球団。昨年はリーグ2位の成績を残している。
www.jwbl.jp/
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各種イベント申込方法 （別途記載のあるもの、共催事業、制作支援事業は除く）
催し名・住所・氏名・電話番号を添えて、ウェブサイト申込フォーム、
TEL、FAXで事前にお申込ください。チケット窓口でも受け付けます。
※　印の公演は、京都芸術センター友の会のご招待券・ご優待割引対象公演です
　（制作支援事業は京都芸術センターチケット窓口取扱公演のみご優待。共催事業はご優待対象外）
　その他、友の会特典詳細についてはウェブサイトをご覧ください
※各種学生料金は要証明書呈示

美術

日米ニュー・コネクション・プロジェクト
展覧会『美整物－〈例えば〉を巡る』
アーティストグループ・ヒスロムによる映像作品
の上映とパフォーマンスを行います。
会期： 9月5日（金）－28日（日）10:00－20:00
  ※会期中無休・入場無料
会場： ギャラリー北・南
※Topic01（P1）もご覧ください

［関連企画］
トーク「ヒスロム×アリソン：STORY MAKING 
GUIDE」
日時： 9月5日（金）16:00－18:00
会場： ミーティングルーム2
料金： 無料
※事前申込不要

トーク「ヒスロム＋監視ボランティア：
ボランティアさんと展示について話す会」
日時： 9月13日（土）13:00－14:30　
会場： ミーティングルーム2
料金： 無料
※事前申込不要

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014／
パブリック・プレゼンテーション
日本、ドイツ、フランスからの学生30名による
滞在制作の成果発表。パフォーマンスも予定。
日時： 9月19日（金）19:00－21:00
会場： 講堂ほか館内各所
料金： 無料
※入退場自由
※Topic04（P4）もご覧ください

［関連企画］
京都編プレ・オープン
日本からの参加者による、ヨーロッパでの滞
在制作の報告会。
日時： 9月11日（木）19:00－21:00　
会場： 和室「明倫」
※入場無料・事前申込不要

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
蔡國強「子どもダ・ヴィンチ」プロジェクト
子どもたちのワークショップ
中国人美術家・蔡國強が長年取り組んでいる
「農民ダ・ヴィンチ」プロジェクトから派生した
「子どもダ・ヴィンチ」では、身の回りにある
材料を用いて、子どもたちが自由に作品を制
作します。つくった作品は、PARASOPHIAの
会期中に、京都市美術館で蔡國強の作品の
一部として展示します。
日時： 9月20日（土）14:00－16:00
会場： ミーティングルーム2
料金： 無料
定員： 20名（要事前申込／先着順）
対象年齢：5歳から10歳（小学校4年生）まで　
  ※保護者同伴
主催・問合せ：PARASOPHIA事務局
　TEL：075-257-1453
　E-mail：event@parasophia.jp
　WEB：www.parasophia.jp

伝統

KAC Performing Arts Program 2014 
/ Traditional Performance
継ぐこと・伝えること51 「河内音頭」
河内音頭は明治初期に、詞の定形にこだわら
ず自由に節付けをし生み出された音頭で、人
気を博しました。現代の世相を詠み込んだ「新
聞詠み」や「カーキン音頭」など河内音頭に新
たにアレンジを加え、大衆芸として現代に根付
かせている河内家菊水丸を招きます。
日時： 9月5日（金）開場18:30 開演19:00
会場： フリースペース
出演： 河内家菊水丸（伝統河内音頭継承者）
料金： 一般前売1,800円／当日2,000円
 高校生以下500円（前売・当日共）
※Topic03（P4）もご覧ください

伝統芸能ことはじめ
「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
第4回「東海道四谷怪談」
日時： 9月13日（土）14:00－15:30
会場： 大広間
講師： 小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）
料金：無料
定員： 100名（要事前申込／先着順）

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第15回「香りと日本人」（特別企画）
日時： 9月25日（木）13:00－15:45
[第1部]トークと聞

もん

香
こう

体験
　会場：和室「明倫」
　講師：畑正高（松栄堂代表取締役社長）
[第2部]香房見学
　会場：松栄堂京都本店（中京区）
料金： 無料
定員： 20名（要事前申込／先着順）

ダンス

KAC Performing Arts Program 2014 
/ Contemporary Dance
「Project Pinwheel」
家族をテーマにした新作ダンス公演。
日時： 9月11日（木）、12日（金）
 開場18:45 開演19:00
会場： フリースペース
出演：エスター・バルフェ、チョン・ヨンドゥ、

北村成美
料金：一般前売2,500円／当日3,000円　
 学生2,000円（前売・当日共）
※Topic02（P4）もご覧ください

［関連企画］
マスタークラス
将来、パフォーミングアーツの分野での活躍
を望むダンサー向けのワークショップ。
日時： 9月13日（土）13:30－20:30
会場： フリースペース
講師： エスター・バルフェ、チョン・ヨンドゥ、

北村成美
料金： 要問合せ

日米ニュー・コネクション・プロジェクト
アリソン・オアー×フローラ「PLAY BALL 
KYOTO」
振付家アリソン・オアーと京都を中心に活動する女
子プロ野球チームのフローラがつくるダンス公演。
日時： 9月23日（火・祝）開場18:00 開演19:00
会場： わかさスタジアム京都（右京区）
料金： 無料（予約席あり）

［関連企画］
アリソンによるダンスワークショップ
日時： 9月6日（土）15:00－17:00
会場： フリースペース
参加料：1,000円
講師： アリソン・オアー
※逐次通訳あり・ダンス経験不問

Dance 4 All 関連企画
レクチャー「イギリスの事例からみるコミュ
ニティダンス」
イギリスを拠点にコミュニティダンスの分野で
活躍する3名の講師を招き、ファシリテーター
の役割について学びます。

［1回目］
日時： 9月25日（木）19:00－
会場： ミーティングルーム2
講師： セシリア・マクファーレン、ダイアナ・ア

マンズ
［2回目］
日時： 10月24日（金）19:00－
会場：フリ―スペース
講師：ルカ・シルヴェストリーニ

料金： 各回1,000円（要事前申込／先着順）

K YOTO EXPERIMENT

ティナ・サッター／ハーフ・ストラドル
『House of Dance』
ニューヨークを拠点に活動するパフォーマン
ス・カンパニーによる日本初演作品。 
日時： 9月27日（土）17:00
 28日（日）17:00◎
 29日（月）20:00
 30日（火）20:00
  ◎アフタートークあり
会場： フリースペース
料金： 一般前売2,500円／当日3,000円
 25歳以下・学生・65歳以上前売2,000円

／当日2,500円

明倫ワークショップ

京都芸術センター制作室で創作活動を行う
アーティストによるワークショップ（参加無料）

努力クラブ
「努力クラブの演技ワークショップ」
役者の佐 木々峻一による演技ワークショップ。身近
なところから演技について考えることを目指します。
日時： 9月8日（月）19:30－21:30
会場： ミーティングルーム2
定員： 10名
対象：演技について興味があり、演劇作品を

鑑賞したことがある方

遊劇体 「鏡花戯曲の重箱の隅のスミ」
～泉鏡花短編戯曲のレクチャー（漫談）と
リーディングによる上演～
上演される機会の少ない難儀な鏡花戯曲を、
リーディングという方法で全戯曲上演を目指し
て踏破することを試みる。〈遊劇体×泉鏡花オ
リジナル戯曲全作品上演シリーズ〉の増刊号も
しくは別冊付録のような企画。
日時： 9月22日（月）19:30－21:30
会場： 制作室5
定員： 20名

京都フィロムジカ管弦楽団
「アンサンブルコンサート」
オーケストラ団員によるコンサート。小さなお子様
から大人の方 ま々で気軽にご参加いただけます。
日時： 9月28日（日）13:00－14:00
会場： 制作室12
定員： 20名

発表支援事業（共催事業）

JCDN国際ダンス・イン・レジデンス・
エクスチェンジ・プロジェクト VOL.4
日本―米国 共同制作プログラム
熱風インスタレーション
舞台作品「熱風」の中で使われた平野正樹の
写真と飯名尚人の映画作品、上演テキストを
展示します。
会期：9月2日（火）－7日（日）10:00－20:00
  ※会期中無休・入場無料
  ※最終日は16:00まで
会場：講堂
主催・問合せ：NPO法人ジャパン・コンテンポ
ラリーダンス・ネットワーク（JCDN）
　TEL：090-6322-1393（水野）
　E-mail：rmgroovism@gmail.com

箏イズム vol.1－東西競演の真骨頂!!!
箏と三味線、歌、フルートによる音魂の噴火
＆丁々発止。地歌や山田流箏曲、現代邦楽と
いうジャンルを織りまぜ、箏曲の魅力を存分
に味わえる公演です。箏愛好家も初めての方
も「箏イズム」と「競演の妙」を体感できます。
日時： 9月4日（木）開場18:30 開演19:00
会場： 大広間
出演： 横山佳世子、武藤祥圃、細野美樹
曲目：「五段砧」「根曳の松」「初音曲」「讃歌」

「さらし幻想曲」
料金： 一般前売2,000円／当日2,500円 
 学生1,000円（前売・当日共）
主催・問合せ：KOTO-FAI倶楽部
　TEL：072-625-6652
　E-mail：kotoｆaiclub@yahoo.co.jp  

素我螺部 「SELL OUR BODY」
日時： 9月5日（金）19:00
 6日（土）14:30／19:00
 7日（日）14:30／19:00
  ※開場は開演の15分前
会場： 和室「明倫」
出演：篠原未起子、宮原由紀夫、藤井b泉
料金： 前売2,000円／当日2,500円
主催・問合せ：素我螺部
　E-mail：8scarabe8@gmail.com 

紬の会
さまざまな分野の方を迎えて、お話するプロ
グラム。
日時：9月21日（日）15:00－
会場： 和室「明倫」
ゲスト：見市泰男（能面作家）
進行： 片山伸吾（観世流能楽師）
料金： 1,500円（前売・当日共）
  ※要事前申込／先着順
主催・問合せ： 紬の会

FAX：075-221-3870
E-mail：tsumugi@kashu-juku.com

  

京都こども能楽囃子教室
日時： 9月28日（日）
 17:30－18:50（笛・小鼓教室）
 18:50－20:10（大鼓・太鼓教室）
会場： ミーティングルーム2、和室「明倫」
対象： 小学1年生～中学3年生
料金： 1,000円（開催日の3日前までに申込）
主催：一般社団法人京都能楽囃子方同明会
　E-mail：kyoshitsu@noh-doumeikai.com 

制作支援事業

現代演劇レトロスペクティヴ
壁ノ花団 第九回公演
『そよそよ族の叛乱』
日時： 8月29日（金）19:30

30日（土）15:00★／19:00◎
31日（日）15:00

  ★終演後、リーディングイベントを実施
  ◎アフタートークあり
会場： AI・HALL（兵庫県伊丹市）
料金： 一般3,000円／25歳以下2,300円（前

売・当日共）
問合せ：キューカンバー　　
　TEL：075-525-2195
　E-mail：info@cucumber-m.com

アートスペース無門館＋アトリエ劇研30周年
記念公演 ディディエ・ガラス新作演出作品
「ことばのはじまり」
日時： 9月4日（木）19:30
 5日（金）19:30
 6日（土）14:00／19:30
 7日（日）14:00
 8日（月）14:00
会場： アトリエ劇研（左京区）
料金： 一般前売2,500円／当日2,800円
 学生1,800円（前売・当日共）
 中学生以下1,000円（前売・当日共）
主催・問合せ：アトリエ劇研
　TEL・FAX：075-791-1966
　E-mail：info@gekken.net

「PARASOPHIA:  京都国際現代
芸術祭2015」 サポートスタッフ募集！
会期中の運営業務を支えるサポートス
タッフを募集します。芸術を学ぶ学生の
方、アートに興味がある方、外国語がで
きる方、とにかく芸術祭に関わってみた
い！ という方、ぜひご応募ください。
登録受付期間：2014年9月1日(月)－
2015年1月31日(土)
活動期間：2015年3月7日(土)－5月10日(日)
　※事前研修会、勉強会等を予定しています
対象：
・ 18歳以上。国籍不問。日本語の会話
能力を有する方

・ 研修にできるだけすべて参加できる方
・ 英語等多言語のできる方歓迎
※活動は無償（報酬・交通費なし）。事務局の負
担により、ボランティア保険に加入

※PICK-UP（P3）もご覧ください

日米ニュー・コネクション・プロジェクト
アリソン・オアー×フローラ「PLAY 
BALL KYOTO」
プロジェクト応援団員募集！
わかさスタジアム京都のスタンド席を盛
り上げてくれる方、運営に関わっていた
だける方、英語が、野球が、楽器が得意
な方、声が大きい方など大募集！
活動期間：8月1日（金）－9月23日（火・祝）
※随時、募集中

対象：本プロジェクトに興味がある方
で、積極的に何かをやってみたいとい
う意思がある方
※国籍・年齢は問いません（18歳未満の場合は
保護者の同意が必要）

※活動は無償（報酬・交通費なし）。当センター
の負担により、ボランティア保険に加入

※Topic01（P1）もご覧ください

第31期 制作室使用者募集
芸術家（団体）の活発な創作活動を支援す
るため、造形および舞台芸術作品の制
作を行う「制作室」（全12室）を提供します。
使用期間：2015年4月1日（水）－2016年
3月31日（木）
応募期間：2014年9月1日（月）－30日
（火）〔必着〕
使用料：無料
条件：
・ 1申請につき使用期間は最大3ヶ月
・ 新しい芸術表現を試み、継続的な活動
を展開していること

・ 制作した作品を京都芸術センター以外の
場で発表する具体的な計画があること

・ 市民との交流に対して意欲的であること

※その他のチケット窓口取扱公演：主催事業および　印の共催事業・制作支援事業

Monochrome Circus
若手プロデュース公演
「crossing point」
日時： 9月11日（木）19:00
 12日（金）19:00
 13日（土）14:00／18:00
 14日（日）14:00
会場： 東山青少年活動センター 創造活動室

（東山区）
料金：前売1,300円／当日1,500円
 高校生以下1,000円（前売・当日共）
主催・問合せ：Monochrome Circus
　WEB：http://mc2408.wix.com/crossingpoint-1

悪い芝居vol.16 『スーパーふぃクション』
日時： 9月11日（木）19:00
 12日（金）19:00
 13日（土）13:30／18:30
 14日（日）13:30／18:30
 15日（月・祝）13:30／18:30
 16日（火）15:00
会場： HEP HALL（大阪市）
料金： 一般前売3,500円／当日4,000円
 学生前売2,500円／当日3,000円
問合せ：悪い芝居 
　TEL：090-3941-1481

第322回 市民寄席
日時： 11月11日（火）
 開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演・演目：笑福亭松五 「松竹梅」 

桂雀喜 「鬼の面」 
露の団四郎 「温泉宿」 
桂福団治 「蜆売り」（出演順） 

料金： 前売1,500円／当日1,800円
チケット取扱：京都芸術センター、大丸
京都店、高島屋京都店、チケットぴあ（P 
コード：437-965）

チケットぴあで取扱いのチケットは、電話、ぴあ窓口、コンビニエンスストア（セブン・イレブン、
サークルＫサンクス）の専用端末などからご利用いただけます
WEB：http://t.pia.co.jp　TEL：0570-02-9999

第236回 市民狂言会
日時： 12月5日（金）
 開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）
演目：「横座」、「千切木」、「抜殻」、「胸突」
出演： 茂山千五郎、七五三、あきらほか
料金： 前売2,500円／当日3,000円
チケット取扱：京都芸術センター、大丸
京都店、高島屋京都店、京都観世会館、
チケットぴあ（Pコード：439-240）
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

制作室使用者の募集要項および応募用紙は、
センターにて配布中。ウェブサイトからもダウン
ロード可。
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、
必要書類とともに京都芸術センターまで送付ま
たは持参（持参の場合は締切日の20時まで）

催し名・住所・氏名・電話番号を添えてTEL・FAX・E-mailでお申込ください
TEL：075-213-1000／FAX：075-213-1004
E-mail：info@kac.or.jp
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P I C K - U P

する特別な感情を微かに覗かせた。

しかし、舞台と客席の構造が初演（ラフレシア円形劇場祭、大阪

南港、2003年）の面影を残すアリーナ型だから、そういった演技

を完全に捉えることは不可能だ。不満に思っていると、そこに

ヨシダの台詞「神さんから見たら 人間もバクテリアも同じや 命

と命が自分が生きる為に必死で戦うてる 滑稽で無様な姿しか

見えてへんねん」「生きて死ぬ事は無様の積み重ねや」が突き

刺さる。俳優がいかに人物を生きようとも観客は部分的にしか

把捉できないということ、それ自体でヨシダの諦観的な視点が

観客にも与えられることになる。部外者でいられなくなる居心

地の悪さ。入院患者のタザワにしても、そうした不条理の中に

いて、生きたいと望んでも医療に翻弄されて死ぬことになる。

現実の事件を描く場合、その事件に対する作者の洞察力

が試される。好奇の眼差しに終始せず、心理や動機を巧みに

描き出しているか、背景や要因を暴き出しているか。あるいは

人間の生死に関わる不条理を炙り出しているか。これらの点

は高く評価できるだろう。ただ、被害者の描かれ方が台本上

も舞台上も些か軽くはなかっただろうか。意識がそこに届い

ていなかったと言うわけではない。おそらく微妙なバランスの

問題だと思うが、現実に被害者がいる以上、たとえ虚構だと

しても、演劇がより社会的であるためには、追悼や慰撫の役

割も求められはしないだろうか。 （21日11時観劇）

ブーム・パム（BOOM PAM） 
7月25日（金）　
LIVE SPACE CONPASS（大阪市）

残念ながらパレスチナ自治区ガザへの攻撃を再び激化さ

せて世界中から非難を浴びているイスラエルだが、近年に

ジャズやポップ・ミュージックにおいて素晴らしい才能を次々

と輩出していることは、また別の話として注目しておきたい。

ジャズでは、90年代後半にチック・コリアのバックに抜擢され

た後に現代ジャズを代表するベーシストとなったアヴィシャ

イ・コーエン、彼に才を認められて近年にはソロとして活躍す

る若手ピアニストのシャイ・マエストロなどが、今年の3月に

相次いで来日公演も敢行。そして、7月には〈フジ・ロック・フェ

スティヴァル〉に、テル・アヴィヴを拠点としながらエレキ・ギ

ター＋チューバ＋ドラムという特異な編成で“地中海エキゾ・

サーフ・ロック”とでも呼ぶべき音を奏でるブーム・パムが出

演。そのフジ・ロック出演の前日に大阪で行われたライブは、

彼らのユニークな音楽性、ライブ・パフォーマーとしての実力

の高さを日本盤発売された2枚のCD（『アルカザム』『マナラ＆サ

マー・シングルズ』）以上に痛快に示したものだった。 　

そもそもイスラエルでサーフ・ロックという点からしてやや

不思議かもしれないが、イスラエルは60年代からレベルの高

いロック・バンドが数多く存在。1948年に世界中からユダヤ

人が集まって建国したイスラエルの音楽的土壌は、「マイム・

マイム」で知られるようなイスラエル民謡／ユダヤ音楽の上

に、米国、東西ヨーロッパ、トルコ、北アフリカなどの各地の

音楽文化が混じり合い、さらに近隣の中東諸国の音楽の影

響も受けて、かなりマルチ・カルチュラルなものとなっている。

それゆえにブーム・パムの音楽も、ただのサーフ・ロックにと

どまることがなく、アラビックな音階の多用、ギリシャの弦楽

器のブズーキに通じるギター奏法や、金管楽器のチューバが

ベースを担っていることで東欧のジプシー・ブラスに通じる要

素までも内包。サポートに女性キーボード奏者を加えてのラ

イブでは、そんなイスラエルの多彩な側面を反映したかのよ

うな音を次 と々繰り出した。

ライブにおける彼らはCDよりもさらにハードで、初期レッ

ド・ツェッペリンをアラブ色濃厚にしたような骨太なグルーヴ

を放っていたのが印象的だった。随所に『マナラ＆サマー・シ

ングルズ』に収録していたサーフ・ロックの古典的名曲「テル

スター」、トルコのサイケ・ロックの重鎮であるエルキン・コラ

イの楽曲、そしてレッド・ツェッペリンの「ブラック・ドッグ」な

どのカバーを交えていたのも効果的で、前半はどのように

ノッていいのかやや計りかねている感のあった観客も、中盤

以降は通常のロック・バンドなどと変わらないレスポンスで

熱狂的に応えた。国に対するイメージが最も良くないタイミン

グでの来日となってしまったにも関わらず、翌日のフジ・ロッ

クでは公演中にピース・サインも掲げながら熱演を繰り広げ

たブーム・パムは、決して一面的ではないイスラエルという国

のリベラルな側面を音楽を通して真摯に伝えてくれた。

よしもと ひですみ／音楽ライター●監修および執筆した『CROSSBEAT 
presents アフロ・ポップ・ディスク・ガイド』（シンコー・ミュージック）が7月30日
に発売となりました。今までにない切り口でアフリカ音楽の多彩な魅力を
紹介しています。

イスラエルの多様性を体現した、
地中海エキゾ・サーフ・ロック

音楽

吉本秀純

関西圏の公演•展覧会について、
若手レビュアーが月替りで執筆します。

E V E N T  C A L E N D A R　9 / 1 ▲ 9 / 30

図書室休室日：9月30日（火）

本作は実際に起きた連続殺人事件に着想を得た物語で、

平凡に見えた四人の女性医療者が保険金目当てに夫を殺害

する過程を切り取ったものである。首謀者ヨシダは同僚で友

人のイケガミ、ツツミを従えて、イシイに夫殺しを決断させる。

看護師・治験コーディネータである彼女たちが、医療機器と医

学知識を駆使して完全犯罪を企むのである。タイトルの「夜鳴

く鳥」はナイチンゲールのことで、それは高潔な看護師の名と

して知られる一方、劇中では、生命力溢れる白木蓮の花を夜

毎ついばむ「黒い影」を指す言葉にもなる。白衣の天使と黒い

影。この二重性が劇全体を覆うトーンとなっている。何気ない

やり取りの内にも暗示が鏤められていて、一行一行の台詞に

隙がない。自然な会話の中から暗い象徴的な雰囲気を作り出

し、かつ殺人に至る経緯を破綻なく描いてみせた。

俳優の役割も大きい。ヨシダ（林加奈子）は鬼気迫るという

のではない、「普通」に隠された怖さというべきか。無表情で

はなく、肚の底の読めない表情。時に弱 し々く時に威圧的、

そうして同僚を悪事に巻き込んでいく不気味な力を感じさせ

た。イシイ（小栗一紅）は実直に見えるが、それ故ヨシダに付け

込まれる脆さがある。戸惑いや崩れ落ちる様子を嫌味なく演

じた。イケガミ（後藤小寿枝）は既に自分の夫を殺していて、そ

の苦しみとともに確信犯の持つ怖さを表した。ツツミ（大熊ね

こ）は唯一理性的だが、殺人幇助の動機になる、ヨシダに対

まさき よしかつ／演劇研究・批評●くじら企画の定期公演はこれで終了
とのこと。これまでの活動に敬意を表します。『大竹野正典劇集成』全３
巻が刊行されました。皆さんもぜひ読んでください。

殺人事件を描くこと

〈たしからしさの世界〉の亡霊

演劇

美術

くじら企画 『夜、ナク、鳥』
7月19日（土）－21日（月）
AI・HALL（兵庫県伊丹市）

アピチャッポン・ウィーラセタクン『PHOTOPHOBIA』
6月14日（土）－7月27日（日）
京都市立芸術大学ギャラリー@kcua（中京区）

正木喜勝

林田新

タイの映像／映画作家であるアピチャッポン・ウィーラセタ

クンの個展『PHOTOPHOBIA』は光に満ちていた。彼の映像

作品の背後にはタイの負の歴史が横たわっている。かといっ

て、そのことは会場で配布されるテクストによって概要が与え

られてはいるものの、作中において必ずしも明示されるわけ

ではない。それゆえ彼の作品はいわゆるドキュメンタリーで

はない。彼の作品はタイの歴史について具体的なことは何も

教えてくれないのである。その代わりに本展全体を満たして

いたのが光である。作中には炎や稲妻や花火、照明やストロ

ボなどの光が頻繁に登場し、その過剰さは時に画面にハレー

ションを生じさせる。また展示空間に屹立する巨大な照明装

置が写真作品を照らしだし、時にプロジェクターが発する光

は透明なスクリーンを透過し観客を照らしだす。本展におい

てアピチャッポンは様 な々機器を用いて光と戯れているかの

ようである。

いうまでもなく映像において光は欠かすことのできない

条件である。ドキュメンタリー写真の嚆矢として語られる写

真家の一人にジェイコブ・A.リース〔Jacob A. Riis, 1849 - 

1914〕がいる。彼は19世紀末のニューヨークの薄暗い貧

民窟にわけいり、そこに暮らす人々にフラッシュを浴びせ

て撮影した。そうすることで「世界のもう半分はいかに生き

ているか」を白日のもとに晒し、社会改良の必要性を人々

に訴えたのである＊1。未知で不可視の「現実」に光を当て

ることでそれを可視化し、「政治的な正しさ」を人々に啓蒙

〔enlightenment〕することは今日でもドキュメンタリーが果

たすべき使命と見なされている。また、TwitterやFacebook

に悲惨な写真が投稿され世界中に拡散されているのも、こ

うした効果を期待してのことだろう＊2。

本展のタイトルである「PHOTOPHOBIA」とは、光によって

目がくらみ痛みを感じる症状をさす言葉であり、直訳すれば

「光恐怖」「光嫌悪」である。彼が忌み嫌い恐れるのは、上述

したような啓蒙主義的な〈光〉である。アピチャッポンにとって

光とは不可視なもの―時に見たくもないものまで―を可

視化するものである。と同時に、人の目をくらませて何かを見

えなくさせてしまうものでもある。彼の映像は、社会的／歴史

的な負荷に光を当てながらも、そこに明確な輪郭を与えるこ

となく、時に優しく、時に凄烈な光の明滅のうちへと溶解させ

ていく。可視化と不可視化、漏洩と隠匿がせめぎ合う彼の作

品には、確かな「現実」も「政治的な正しさ」もない。たしからし

さの世界をすてた彼の作品にあるのは光の明滅とそのあわ

いに煌めく亡霊が如き歴史の残滓のみなのである。

撮影：天野雅景

撮影：筆者

ピックアップ
現在進行中のプロジェクトを紹介します

はやしだ あらた／京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員●
本展と同時期に併催されていたミヤギフトシ『American Boyfriend: 
Bodies of Water』展も素晴らしかったです。

＊1 『世界のもう半分はいかに生きているか〔How the Other Half Lives〕』とは
彼が1890年に刊行した著書のタイトルである。

＊2 最近では、イスラエルによるガザ地区への攻撃を告発する、見るに耐えない
残酷な写真がTwitterなどに投稿・拡散され話題となった。

私の故郷・札幌では現在
「札幌国際芸術祭2014」
が開催中。ある日、友人から
「札幌国際芸術祭のボラン
ティアに登録した」という連
絡がきました。「美術館」とい
う言葉すらその口から聞い
たことがないなと思う友人な
のに「芸術祭が楽しみ！」と、なんだか嬉しそうなのです。自
分が暮らす街で開催される芸術祭を、そんな風にすっかり
「自分事」にして楽しんでいる友人の話を聞いていて、とて
もお得な関わり方をしているように感じました。
京都でも来年3月7日（土）～5月10日（日）の期間で、

「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015」が開催されま
す。この京都国際現代芸術祭においても、アーティスト、ス
タッフと共に芸術祭を盛り上げるサポートスタッフを広く募集
します。京都芸術センター内にサポートスタッフセンターを設
置し、会期中の各会場での活動はもちろん、事務局業務を
含め様 な々形で芸術祭の運営を支えていただく予定です。
サポートスタッフという主体的な関わり方があることに

よって、「アート好きの誰か」の芸術祭ではなく、京都に住ん
でいる人が誰でも積極的に当事者になれる「自分事の芸術
祭」になると良いなと感じます。詳細は2ページ目をご覧くだ
さい。あなたのご登録をお待ちしております！

松本知佳（サポートスタッフセンター担当）

撮影：来田猛

伝統芸能ことはじめ 「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
第4回 「東海道四谷怪談」

アリソン・オアー×フローラ「PLAY BALL KYOTO」
［関連企画］ アリソンによるダンスワークショップ

展覧会『美整物－〈例えば〉を巡る』

展覧会『美整物－〈例えば〉を巡る』
［関連企画］トーク「ヒスロム×アリソン：STORY MAKING GUIDE」

継ぐこと・伝えること51 「河内音頭」

展覧会『美整物－〈例えば〉を巡る』
［関連企画］トーク「ヒスロム＋監視ボランティア：ボランティアさんと展示について話す会」

「Project Pinwheel」
［関連企画］ マスタークラス

「Project Pinwheel」

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014／
パブリック・プレゼンテーション

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
蔡國強「子どもダ・ヴィンチ」プロジェクト 子どもたちのワークショップ

［明倫WS］ 京都フィロムジカ管弦楽団
「アンサンブルコンサート」

アリソン・オアー×フローラ「PLAY BALL KYOTO」
（わかさスタジアム京都）

Dance 4 All 関連企画 レクチャー「イギリスの事例から
みるコミュニティダンス」 ［1回目］

［共催］京都こども
能楽囃子教室

月イチ☆古典芸能シリーズ
第15回「香りと日本人」（特別企画）

KYOTO EXPERIMENT
ティナ・サッター／ハーフ・ストラドル 『House of Dance』

［明倫WS］ 努力クラブ
「努力クラブの演技ワークショップ」

［共催］ 箏イズム vol.1－東西競演の真骨頂!!!

［明倫WS］ 遊劇体 「鏡花戯曲の重箱の隅のスミ」
～泉鏡花短編戯曲のレクチャー（漫談）とリーディングによる上演～

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014
［関連企画］京都編プレ・オープン

［共催］ 紬の会［共催］ 素我螺部 「SELL OUR BODY」

［共催］ 熱風インスタレーション
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型の共同製作にも積極的に取り組む振付家・ダンサーです。第一線で

活躍するアーティストであり、子どもを持つ親でもある彼らが「家族」を

テーマに創り上げる新作3作品を上演します。終演後にはトークを実施

し、出演者が「家族」や上演作品を巡って語ります。

また、9月13日には3人を講師とするマスタークラスを開催。将来、パ

フォーミングアーツでの活躍を希望するダンサーを対象に、専門性の高

いワークショップを行います。

異なる国に生まれ、異なるキャリアを持つ3人のアーティストがそれぞ

れの視点で創り上げた作品を見るだけでなく、トークやマスタークラスと

いった多彩なプログラムを通して、「家族とは何か」、「アーティストとは何

か」を広く問いかけます。ぜひ足をお運びください。

TO P I C  04

TO P I C  02

TO P I C  03

Feldstärke International 2014 / Public Presentation 

KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Dance

KAC Performing Arts Program2014 / Traditional Performance

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014／
パブリック・プレゼンテーション

Project Pinwheel

継ぐこと・伝えること51 「河内音頭」

映像、ダンス、美術、写真、音楽など、多彩なジャンルから集

まった参加者たち。6月下旬から7月上旬にかけて、エッセ

ン、マルセイユに滞在し、制作を行いました。参加者の多くにとっ

て、言語も分野も異なる相手と一緒に作品をつくるのは初めての

ことです。言いたいことが思うように伝えられないもどかしさや、

各々の制作方法や文化の違いによる誤解と葛藤。ヨーロッパでの

制作中には、異なる

バックグラウンドを持

つ相手と共に作品を

つくる難しさに何度も

直面しました。しかし、

フィールドワークや議

論を重ねる中で、徐々

にお互いの制作スタイ

ルや目指す形を理解し

はじめ、制作期間後半

に入ると、一つの作品

の完成にむけてみんな

で集中を高めていく様

子が見られました。

各都市での滞在の

最終日には、「パブリッ

「Project Pinwheel」とは、2012年より舞台芸術の「共有・発展・継

承」をコンセプトにウィーンで展開している「fifoo program」の

一つ。「fi foo program」は、アーティストに向けて多様な交流の機会を

提供することを目指し、ワークショップやアーティスト・イン･レジデンス､

公演、トーク等、その時々に合わせて形態を変えながら実施されるプロ

ジェクトです。

今回の「Project Pinwheel」は、イギリスのダンサーのエスター・バル

フェと、同じくダンサー・振付家である韓国のチョン・ヨンドゥとの交流

から出発した企画。そこに、京都で公演を行うにあたり北村成美を加

え、3人がウィーンでの滞在制作を経て、新たな作品創作を目指します。

エスター・バルフェは、かつてザ・フォーサイス・カンパニーで活躍、現

在はウィーン・コンセルヴァトワール教授です。チョン・ヨンドゥはDoo 

Dance Theaterを主宰し、立教大学現代心理学部映像身体学科特任

准教授も務めます。北村成美は、京都芸術センターの「Dance 4 All」で

ファシリテーターを務めるなど、日本各地でワークショップや市民参加

今年度は大衆芸能とも称される「演芸」に着目

し、伝統を継承しながらも、現代性を積極的

に取り入れ創作を行ってきた「河内音頭」と「講談」、

「和
わ

妻
づま

」を実演やトークを通して紹介します。

まず第一弾は河内音頭。「エンヤコラセードッコイ

セー」の節回しでお馴染みの河内音頭は、音頭や民

謡、浄瑠璃、祭
さい

文
もん

といった土着の芸能に端を発し、江

州音頭や浪曲など、さまざまな芸能をその時々で取り

入れながら形成されてきました。ジャズやフォーク、レ

ゲエ、ファンクなどさまざまな音楽的要素を取り入れ

ています。なかでもそうしたアレンジの代表格である鉄砲節は一大ブームを引き起こ

し、河内音頭の名を全国に知らしめました。

河内音頭の魅力はなんといってもその変幻自在な音楽性にありますが、一方で「語

り芸」としてもきわめてユニークです。河内家菊水丸は、「新聞詠み」という伝統的な

様式の上に、ラップのフリースタイルさながら自由なアレンジを加え、その時々の時

事ネタや歌いたい内容を音頭に詠み込み語ってきました。また河内音頭の人気を全

国区に高めた「カーキン音頭」では、フリーターを歌詞に登場させるなどし、様 な々ア

プローチで河内音頭を現代に根付かせてきました。「伝統芸能」という枠におさまらな

いほどの、荒 し々くも力強い生きた芸の真髄をお楽しみください。

ク・プレゼンテーション」として、共同制作の成果を公開します。

エッセンでは、町の郊外にあるボタ山の頂上にそびえる巨大な鉄

の彫刻から着想を得た《パブリック・アートに関わる100の方法》と

題する映像・サウンド・写真からなるインスタレーション作品など

が作られました。またマルセイユでは、「3日間で世界を変える」を

テーマに、町でパフォーマンスを繰り広げる様子を追ったドキュメ

ンタリー映像作品などが発表されました。

そして9月、参加者たちは再び京都に集い、京都芸術センターに

て最後の一週間の制作を行います。エッセン、マルセイユとは歴

史も文化も全く異なる町・京都で、参加者たちは何を思い、どんな

作品を生みだすのでしょうか。9月19日のパブリック・プレゼンテー

ションでは、館内各所にて、共同制作の成果発表とともに、参加

者個人の作品展示やパフォーマンスの発表も行います。30名とい

う多くのドイツ・フランス・日本の若いアーティストに一度に出会え

る機会はなかなかありません。次代を担う若い才能のコラボレー

ションを、どうぞご覧ください。

撮影：Oriol Molló

夏の風物詩、盆踊りでもお馴染みの河内音頭。身近でありながら実はそのルーツを知らない人も多いので
は？夏の余韻を楽しみながら（とはいえまだまだ暑いですが）河内音頭の実演、トークを楽しんでみませんか。

芝田江梨（アート・コーディネーター）

エッセン、マルセイユでの作品はどれも面白いものでしたが、参加者たちの多くは、
作品に完全に納得できたわけではなく、言語面や技術面に何かしらのもどかしさを
抱えたままそれぞれの場所へ帰っていったようです。ヨーロッパ編から2か月後の
京都では、きっとパワーアップした彼らに出会えるはず。どんな作品が生まれるの
か、今から楽しみです！ 武本彩子（アート・コーディネーター）

「家族」は生きる上で切り離すことのできない大きなテーマ。重くもあり、生きる原動力とも
なる「家族」をどのように作品に昇華するのか。3人が描くそれぞれの「家族」。乞うご期待
です。 芝田江梨（アート・コーディネーター）

この秋、京都芸術センターは、青山円形劇場（東京）や「fi foo program」（ウィーン）と連携し、ダン
ス・プロジェクト「Project Pinwheel」を開催します。エスター・バルフェとチョン・ヨンドゥ、北村
成美の3名それぞれが新作を創作し、上演します。

京都芸術センターでは、開設当初より伝統芸能をわかりやすく楽しむ多彩なプログラムを開催
しています。なかでも「継ぐこと・伝えること」は解説や体験を交え、敷居が高いと思われがちな
伝統芸能をわかりやすく届けることを目指し、新たな伝統芸能の姿を模索してきました。

京都芸術センターと、PACT Zollverein（エッセン）、montévidéo（マルセ
イユ）の3館のアートセンターが共同主催する学生交流プロジェクト「フェ
ルトシュテルケ・インターナショナル2014」。3都市で選出された、大学
も専攻も異なる学生各10名／全30名が、各都市に一週間ずつ滞在し、
それぞれの都市で得た体験をもとに、4～5人のチームに分かれ、メン
バーの技術や経験を持ち寄り、作品を共同で制作します。

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014／
パブリック・プレゼンテーション
日時： 9月19日（金）19:00－21:00
会場： 講堂ほか館内各所
料金： 無料　※入退場自由
※イベント情報（P2）もご覧ください

KAC Performing Arts Program 2014 / Traditional Performance
継ぐこと・伝えること51 「河内音頭」
日時： 9月5日（金）開場18:30 開演19:00　 会場：フリースペース
出演： 河内家菊水丸（伝統河内音頭継承者）
料金： 一般前売1,800円／当日2,000円／高校生以下500円（前売・当日共）
※イベント情報（P2）もご覧ください

KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Dance
「Project Pinwheel」
家族をテーマにした新作ダンス公演。
日時： 9月11日（木）、12日（金）開場18:45 開演19:00
会場： フリースペース
出演：エスター・バルフェ、チョン・ヨンドゥ、北村成美
料金：一般前売2,500円／当日3,000円　
 学生2,000円（前売・当日共）

［関連企画］ マスタークラス
将来、パフォーミングアーツの分野での活躍を望むダンサー向けのワークショップ。
日時： 9月13日（土）13:30－20:30
会場： フリースペース
講師： エスター・バルフェ、チョン・ヨンドゥ、北村成美
料金： 要問合せ

※イベント情報（P2）もご覧ください

エッセンでのミーティング風景 ⓒMila Lippitz

交通案内
○市営地下鉄烏丸線「四条」駅／
阪急京都線「烏丸」駅22番出口・24番出口より徒歩5分。

○市バス「四条烏丸」下車、徒歩５分。

開館時間
○ギャラリー・図書室・情報コーナー・
談話室・チケット窓口　　　　　 ……… 10:00－20:00

○カフェ ……………………………………………… 10:00－21:30
○制作室、事務室 ……………………………… 10:00－22:00

休 館 日
12月28日から1月4日
＊設備点検のため臨時休館することがあります。

〒604-8156
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
TEL：075-213-1000　FAX：075-213-1004
E-mail：info@kac.or.jp　URL：http://www.kac.or.jp/
　  twitter：@Kyoto_artcenter
　  http://www.facebook.com/kyotoartcenter
　  twitter：@Kyoto_artcenter京都芸術センター窓口、もしくは下記ウェブサイトよりお買い求めいただけます。

http://www.kac.or.jp/shop/

“継ぐこと”“伝えること”とはなにか。
伝統芸能の未来を考察する一冊。

Kyoto Art Center Collection1
京都芸術センター叢書 一『継ぐこと・伝えること』

定価：2,700円（税込）
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