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夏休み企画展2015『ハイパートニック・エイジ』
会期：	7月20日（月・祝）－8月30日（日）10:00－20:00
	 	 ※8月14日（金）－16日（日）は臨時休館
	 	 ※入場無料
会場：	ギャラリー北・南ほか

［関連企画］

1. ギャラリートーク
日時：7月20日（月・祝）16:00開始
会場：	ギャラリー北・南
	 	 ※ギャラリー南より開始	※入場無料・事前申込不要

2. フレスコ／テンペラ体験ワークショップ
［1］フレスコ
日時：	8月1日（土）13:00－16:00
講師：川田知志（出展作家）

［2］練りこみテンペラ
日時：8月2日（日）13:00－16:00
講師：薬師川千晴（出展作家）

会場：ワークショップルーム１　料金：500円（材料費）
定員：各回10名（先着順）　対象：小学校高学年以上
※汚れてもよい服装でお越しください
※申込の際は、［1］［2］どちらか希望の回を明記してください

※イベント情報（P2）もご覧ください
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夏 休 み 企 画 展 2 0 1 5

ハイパ ートニック・エイジ

川田知志（かわた さとし）
大阪府生まれ。2013年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻
修了。主な展覧会に、『Colors	of	KCUA	2012「－通感－」』（池田精堂との
共同制作、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2012）、『境谷小学校作品展』
（京都市立境谷小学校、2014）、『京都銭湯芸術祭2015』（玉の湯、2015）ほか。

PROFILE

前谷開（まえたに かい）
愛媛県生まれ。2013年京都造形芸術大学大学院修士課程修了。
2013年写真新世紀佳作受賞。主な展覧会に『これからの、未来の
途中ー美術・工芸・デザインの新鋭11人展』（京都工芸繊維大学美術工
芸資料館、2015）、『Second	Kiss』（YEBISU	ART	LABO、愛知、2014）など。

PROFILE

薬師川千晴（やくしがわ ちはる）
滋賀県生まれ。2013年京都精華大学大学院芸
術研究科博士前期課程芸術専攻卒業。2010
年京展芝田記念賞受賞。主な展覧会に『絵画
碑』（gallery	PARC、京都、2014）、『科学のあとに
詩をかくこと』（gallery	16、京都、2013）ほか。

PROFILE

NAZE
茨城県生まれ。ゴミや廃材などの収拾物、印刷物や写真など
既存のモチーフに描くドローイング作品や、ゴミを即興で組
み合わせて作る杖などを制作。個人での活動の他にcontact	
Gonzo、犯罪ボーイズといったアーティストユニットでも活動。

PROFILE

正解を外に求めるのではなく、自らの内にあるものと向き合って出てきた表現には、オリジナリ
ティと強さがおのずと備わっているのではないでしょうか。会期中、関連企画としてワークショッ
プも開催します。試行錯誤しながら創造する過程やその時に湧いてくる感情を、大人子ども問
わずじっくり味わってもらう、そんな時間になればと思っています。

武本彩子（アート・コーディネーター）

芸術大学が多数立地する京都。若いアーティストが次 と々育ち、
日々新しい表現が生み出されています。創作を続けることは、

先の見えない不安と隣り合わせの道を歩むことでもあります。彼ら
が情熱を失うことなく創り続けるのは一体なぜでしょうか。
今回の夏休み展では、京都を拠点に活動する20代の若手作家4名

を取り上げます。1人目は、仮設壁やマスキングテープなどで壁面を
覆いつくす作品を制作する川田知志。彼がモチーフとする、ごみや
草木、子どもが遊んだあとの散らかった紙くずなど、ふとした瞬間に
そばにある意識されることのない小さな形体は、大きく拡大され空間
を支配します。
2人目は、ドローイングやインスタレーション作品の制作やグルー

プでの活動など、幅広く活動を展開するNAZE。食事や睡眠と同様、
描くことが生活の一部である彼の制作する作品は膨大な数にのぼり
ます。たくさんの目をもつ独自のキャラクターたちは、子どもの頃、
木目や壁のしみが顔に見えたような、周囲の世界への敏感な感性と
想像力に基づいています。力強いタッチ、グロテスクでユーモアのき
いた作品世界は、唯一無二の存在感を放ちます。
セルフポートレートを軸とした写真作品を発表している前谷開は、

自身の生活する古い日本家屋の床下に入ったことをきっかけに近作
を展開しはじめました。掘り下げた穴の中、暗闇に横たわる彼自身
の姿は、床下で見つかった猫の白骨と重なり、孤独といつか訪れる
死の予感を漂わせます。

絵の具を塗った紙を二つに折り開くというデカルコマニーの手法
を応用して絵画を制作する薬師川千晴は、完成した作品に自作の矢
を射ます。張り付いた紙をはがす瞬間、絵具が引き合う力を感じると
いう彼女にとって、デカルコマニーの手法は一度ひとつの塊になっ
た素材を二つに引き離す行為であり、深く刺さった矢は刹那と痛み
を伴います。
フレームに収まらない独特の表現の裏には、鋭敏な感性と、つくる
ことへの衝動や欲求といった創作へと向かう必然が確かに存在して
いるように感じます。彼らが内に抱える創造性は、孤独や不安、葛藤
といった困難さえも呑み込み、より強い表現となって現れてきます。
同調が求められがちな今の時代、鋭い感性を持ちつづけ表現して
いくことは、易しいことではありません。しかしだからこそ、彼らの表
現はより強いリアリティと説得力とをもって、私たちに迫ってくるので
はないでしょうか。表現を生み出す、強い創造性は、たとえその存在
を忘れてしまっていたとしても、すべての人の中に息づいているもの
なのかもしれません。

川田知志《さかいだに系小天体》2014

NAZE	ドローイング	2014

前谷開《My	Moving	Remains》2014

薬師川千晴《絵画と人間の条件７》2014
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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

アーティスト・イン・レジデンス2015
山本浩貴 成果発表展

『他者の表象 あるいは 表象の他者』
ロンドン在住の美術作家・山本浩貴による、
京都での滞在制作の成果発表。
会期：	6月20日（土）－7月5日（日）
	 10:00－20:00	※会期中無休・入場無料
会場：	ギャラリー北・南

夏休み企画展2015 『ハイパートニック・エイジ』
写真や壁画など、異なるメディアを扱う京都
の若手作家4名による展示。
会期：	7月20日（月・祝）－8月30日（日）
	 10:00－20:00
	 	 ※8月14日（金）－16日（日）は臨時休館
	 	 ※入場無料
会場：	ギャラリー北・南ほか

［関連企画］

1. ギャラリートーク
日時：	7月20日（月・祝）16:00開始
会場：	ギャラリー北・南
	 	 ※ギャラリー南より開始
	 	 ※入場無料・事前申込不要

2. フレスコ／テンペラ体験ワークショップ
［1］フレスコ
日時：	8月1日（土）13:00－16:00
講師：	川田知志（出展作家）

［2］練りこみテンペラ
日時：	8月2日（日）13:00－16:00
講師：	薬師川千晴（出展作家）

会場：	ワークショップルーム１
料金：	500円（材料費）
定員：	各回10名（先着順／要事前申込）
対象：	小学校高学年以上
※汚れてもよい服装でお越しください
※申込の際は、［1］［2］どちらか希望の回を明記し
てください

※Topic01（P1）もご覧ください

伝統

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第25回「鷺

さぎ

舞
まい

を知る」
日時：	7月10日（金）19:30開始
会場：	八坂神社内
	 	 ※刃物神社前（八坂神社内）19:00集合
講師：	茂山あきら（大蔵流狂言師）
料金：	無料
定員：	20名（先着順／要事前申込）
※6月20日（土）10:00から電話にて受付開始

音楽

明倫レコード倶楽部［其ノ56］
「昭和初期の軽音楽－ルンバの流行」
日時：	7月4日（土）14:00－16:00
会場：	ミーティングルーム2
講師：	亀村正章
曲目：「アマポーラ」「シボネーの歌」ほか
料金：	無料
定員：	50名（先着順／要事前申込）

演劇

アーティスト・イン・レジデンス2015
ユン・ハンソル 成果発表公演

『国家 －Nation－』
韓国出身の劇作家・演出家、ユン・ハンソルに
よる京都での滞在制作の成果発表公演。
日時：	8月2日（日）開演14:00
会場：	講堂
料金：	無料
定員：	100名（先着順／要事前申込）

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・要事前申込）

MuDA 「MuDA 循環・衝突運動 －基礎編－」
身体全体で何かにぶつかり、転がり、逆さま
になり、肉体を根元から活性化させます。夏
に向けてバテない身体を作ります。

日時：7月1日（水）19:00－21:00
会場：フリースペース
定員：10名
※動きやすい服装でお越しください

やなぎみわ演劇プロジェクト
「『ゼロ・アワー ―東京ローズ最後のテープ―』

公開稽古」
今年1月～2月に北米5都市で上演された作品
のブラッシュアップの現場をご覧ください。脚
本・演出・美術を手がけるやなぎが作品のテー
マや凱旋公演に寄せる思いをお話しします。
日時：	7月9日（木）14:00－16:00
会場：	制作室10
定員：	10名

はなもとゆか×マツキモエ 「マネマネ遊び」
ストレッチを行った後、動きのマネ遊びをします。
他にもいろいろなワークショップを行います。
日時：7月9日（木）18:00－19:30
会場：制作室5
定員：10名
※動きやすい服装でお越しください。飲み物をお
持ちください

Dance Fanfare Kyoto
「Dance Fanfare Kyoto vol.04公開企画会議」
今年度（vol.03）の開催を終えたばかりの「Dance	
Fanfare	Kyoto」。次の展開（vol.04）を考える企画
会議を公開。これまでの開催についての感想
や期待、意見があれば是非お聞かせください。
日時：	7月12日（日）16:00－18:00
会場：	和室「明倫」
定員：	16名

劇団しようよ 「第0回・劇団しようよのドラマ
トゥルクがお茶を出す会」
演劇やダンスにおける創作者のパートナー「ド
ラマトゥルク」。実際どんな仕事なのか？その方
法について、お茶を飲みながら話して考える会。
日時：	7月19日（日）15:00－17:00
会場：	和室「明倫」
定員：	10名（出入自由）
持ち物：筆記用具

片貝葉月「見立ての“オブジェ”づくり」
身の回りにある日用品を、いつもと違った視
点で見てみよう！自由に想像力を巡らせて、ス
プーンやフォーク、ハサミなどの日用品を新
しいオブジェに作り替えてみよう。
日時：7月25日（土）
　　　［第1回］10:30－12:00
　　　［第2回］14:00－15:30

※どちらか1回のみ参加可。お子様の参加も歓迎
会場：	制作室3
定員：	各回5名
※接着剤や絵の具を使用する場合があります。汚
れてもよい服装でお越しください

余越保子 「『ZERO ONE』公開リハーサル」
ニューヨーク公演に向け、京都芸術センター
にて創作中の本作。9月末の公演に先駆け、
通し稽古を一般公開します。
日時：	7月25日（土）16:00－18:00
	 26日（日）16:00－18:00
会場：	講堂
定員：	各回30名

渡邉野子
「私だけの美しい世界を描く〜2015夏」
水で溶ける油絵の具を使い、小さなキャンバ
スにあなただけの美しい世界を表現してみま
しょう。夏の清 し々い一瞬間が絵の中に浮か
び上がります。
日時：	7月26日（日）13:00－15:00
会場：	制作室４
定員：	14名
料金：	300円（材料費）
※完成した作品はお持ち帰りいただけます。汚れ
てもよい服装で起こしください

発表支援事業（共催事業）

第326回 市民寄席
日時：	7月7日（火）開場18:30	開演19:00
会場：	講堂
演目：	桂ちきん「犬の目」
	 桂団朝「座長の涙」
	 桂蝶六改メ桂花団治「豊竹屋」
	 笑福亭鶴光「らくだ」
料金：	前売1,500円／当日1,800円
主催：	京都市、ロームシアター京都（公益財団

法人京都市音楽芸術文化振興財団）
問合せ：ロームシアター京都	開設準備室	
　TEL：075-746-3355

『エヴェレットゴーストラインズ』
４バージョン連続上演
KYOTO	EXPERIMENT	2014にて上演され
た村川拓也の最新作。新たにつくられた4つ
のバージョンの連続上演。
日時：	7月10日（金）19:30	Ver.	A
	 11日（土）19:30	Ver.	B
	 12日（日）14:00	Ver.	C

17:00	Ver.	D
	 	 ※受付、開場は開演の15分前
会場：	フリースペース
料金：	2,000円

※半券提示＋500円で別バージョンの観劇可能
主催・問合せ：村川拓也
　TEL：	070-6925-5835（制作・トヨヤマ）
　E-mail：tommy@chikin-base.com
　WEB：http://e-g-l.jimdo.com

『Contemporary NOREN』展
20名の染織作家によるのれん作品の展示。
会期：	7月10日（金）－26日（日）10:00－22:00

※7月14日（火）－16日（木）は17:00まで
※会期中無休・入場無料

会場：	館内各所
主催・問合せ：Contemporary	NOREN実行

委員会
　TEL：075-341-1501		

第四回「笑えない会」
笑えるはずの落語と狂言、あえて「笑えない」
演目で真剣勝負！！
日時：	7月11日（土）開場14:30	開演15:00
会場：	講堂
演目：	桂よね吉「文七元結」
	 茂山正邦「今参り」
料金：	前売3,500円／当日4,000円
主催：	よね吉・正邦ふたり会
問合せ：茂山狂言会事務局
　TEL：075-221-8371
　E-mail：lotus1@mbox.kyoto-inet.or.jp

祇園祭児童画展
「祇園祭」をテーマに小学生が描いた絵を展示。
会期：7月14日（火）－24日（金）10:00－17:00
	 	 ※会期中無休・入場無料
会場：	講堂
主催・問合せ：祇園祭児童画展実行委員会、
染・清流館

　TEL：075-255-5301	

森悠子のキャパシティビルディング 
〜呼吸からくるヴァイオリン奏法とモー
ツァルト〜 第19回シリーズ
日時：	7月18日（土）10:30－17:00
会場：	フリースペース
料金：	受講8,000円、聴講2,500円
定員：	6名（受講生）
	 	 ※聴講は定員制限なし
講師：	森悠子
対象：	ヴァイオリン奏者
主催・問合せ：NPO法人	音楽への道CEM　
　TEL／FAX：075-351-5004	
　E-mail：office@musiccem.org

『京の祭から考える祈りのかたち』
各地の祭についてのフィールドワークの成果
発表。夏祭りに着目した講演と実演。
日時：	7月19日（日）14:00－16:30
	 	 ※受付開始・開場13:30
会場：	フリースペース
出演：	林宗一郎（能楽師観世流シテ方）、
	 森田玲（玲月流篠笛奏者）ほか
料金：	2,000円
主催・問合せ：	祈りのかたち実行委員会（民の謡内）
　TEL：075-708-2614
　E-mail：shinobue@taminouta.com

制作支援事業

KINOSAKI-UK  DANCE CROSSROADS
『CROSSROADS 交差点』
日時：	6月26日（金）19:00★
	 27日（土）14:00／20:00
会場：	城崎国際アートセンター（兵庫県豊岡市）
出演：Monochrome	Circusほか
料金：	一般前売1,000円／当日1,200円
	 中高生前売500円／当日700円
	 （小学生以下無料）

★プレビュー	一般500円／高校生以下無料
問合せ：城崎国際アートセンター
　TEL：0796-32-3888
　E-mail：info@kiac.jp

広田ゆうみ一人芝居『もうひとりの飼主』
日時：	6月26日（金）19:00
	 27日（土）19:00
会場：	西陣ファクトリーGarden（上京区）
料金：	一般2,000円／中高生1,000円
問合せ：
　TEL：090-3039-9894（ふたくち）
　E-mail：roudokufh@yahoo.co.jp

京都フィロムジカ管弦楽団
第37回定期演奏会
日時：6月28日（日）開場13:00	開演14:00　
会場：京都府長岡京記念文化会館（長岡京市）
料金：前売800円／当日900円
問合せ：京都フィロムジカ管弦楽団
　TEL：070-6506-4032
　E-mail：ticket@kyotophilo.com

　

セレノグラフィカ探索室公開シリーズ♯3
升田学とセレノグラフィカの新しい試み 

『夜のことば2』 
あらゆる世代の人にダンスを届けているセレ
ノグラフィカと、ハリガネ造形作家としても活
動する升田学によるダンス公演。	
日時：	7月4日（土）17:00
	 5日（日）11:00／17:00	
	 6日（月）14:00／19:00	
会場：	西陣ファクトリーGarden（上京区）
料金：一般前売1,200円／当日1,500円	
	 月曜昼割前売700円／当日1,000円

リピート割引（2回目）1,000円／（3回目
以降）500円	
※5日17:00終演後、シチニア食堂による
ケータリングパーティーを開催	
※７日14:00／17:00は関連企画として升田
学と岩村原太による「せっかくだから七
夕の日に」を開催（料金1,000円）	

問合せ：アートーン／セレノグラフィカ	
　TEL：0797-98-0260／090-8467-6828	
　E-mail：office@a-t-n.jp

info@selenographica.net

第6回せんがわ演劇コンクール参加作品 
劇団しようよ『こんな気持ちになるなんて』
昨年10月に京都で初演した短編を再創作。
日時：	7月11日（土）開演16:20
会場：	調布市せんがわ劇場（東京都調布市）
料金：	無料
問合せ：劇団しようよ
　TEL：090-9191-4971（稲垣）
　E-mail：gkd_444@yahoo.co.jp

渡邉野子
『美のやわらかく、かたくある美』
タブローやドローイングなど絵画作品を展示。
会期：	7月18日（土）－9月18日（金）
	 10:00－19:00
会場：セゾンアートショップ〈ヨコハマグラン

ドインターコンチネンタルホテル1F〉
(神奈川県横浜市)

料金：	無料
問合せ：セゾンアートショップ　　
　TEL：045-228-7235

やなぎみわ演劇公演
『ゼロ・アワー ―東京ローズ最後のテープ―』
アメリカ・カナダツアー凱旋公演
北米5都市で上演され好評を得た本作の再
演。全編英語上演。	※日本語字幕あり
日時：	7月18日（土）14:00★／19:00
	 19日（日）14:00
	 	 ★ポストパフォーマンストークあり　
会場：	京都芸術劇場	春秋座（左京区）
料金：	一般前売3,500円／当日4,000円

シニア（60歳以上）前売3,200円／当日
3,700円
学生＆ユース（25歳以下）前売2,000円
／当日2,500円

問合せ：京都造形芸術大学	舞台芸術研究センター
　TEL：075-791-9437　	

第239回 市民狂言会
日時：8月20日（木）
	 開場13:30	開演14:00
会場：	京都観世会館（左京区）
演目：	舟船、瓜盗人、雁礫、千鳥
出演：	茂山千五郎、あきら、千三郎	ほか
料金：	前売2,500円／当日3,000円
	 高校生以下500円（前売・当日共）
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：444-645）
※団体券2,200円（20名以上）は京都
芸術センターにて取扱

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

※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

アーティスト・イン・レジデンス2016
パフォーミング・アーツ部門募集
京都芸術センターで滞在制作を行うアー
ティスト・イン・レジデンスプログラム。
2016年度はパフォーミング・アーツ分野
から募集します。
滞在期間：2016年4月1日（金）－2017年

3月31日（金）（3ヶ月以内）
応募資格：パフォーミング・アーツ分野

の芸術家または芸術分野の研究
者で、京都に滞在し制作・調査研
究などを行う理由が明確な方。国
籍不問

条件：滞在期間中、市民との交流事業
を企画、実施すること

支援内容：
・	滞在期間中（3ヶ月以内）の宿泊場所の
提供

・	制作場所の提供
・	制作費として1件につき（個人・グループ
問わず）20万円の補助

・	広報及び宣伝協力
・	アートコーディネーターによるサポート
締切：	6月30日（火）〔必着〕

夏休み芸術体験教室参加者募集
夏休み期間中に、小中学生や高校生が
芸術に触れる機会をつくるために、下記
の教室を開催し、参加者を募集します。
日時：	①邦楽（箏・尺八）－7月27日（月）、

8月3日（月）、10日（月）、17日（月）、
20日（木）〔計５回〕
※8月23日（日）に京都芸術センターで
発表
※つめと練習用尺八代金を徴収しま
す〔つめ1,000円、尺八2,500円程
度。お持ちの方は不要〕
②邦舞－8月11日（火）、12日（水）、
18日（火）、19日（水）〔計４回〕

※8月23日（日）に京都芸術センターで
発表〔8月22日（土）発表会のリハー
サル開催予定〕
※浴衣・足袋をお持ちの方はご持参
ください
③能楽1（仕舞）－7月28日（火）、29
日（水）、30日（木）、8月4日（火）、
5日（水）〔計5回〕

④能楽2（笛・小鼓・大鼓・太鼓）－7月
28日（火）、29日（水）、30日（木）、
8月4日（火）、5日（水）〔計5回〕

※③④は8月6日（木）に大江能楽堂で
発表
全教室とも時間は10:30－12:00

募集対象：①小学校4年生～高校3年生
②、③、④小学校１年生～中学校３
年生（ただし④笛は小学校４年生以上）

会場：	大広間ほか
料金：	無料（一部実費）
定員：	邦楽－各20名、邦舞－20名、
	 能楽1－25名、能楽2－各12名
申込方法：往復はがきに希望する教室・

住所・氏名・ふりがな・学校名・学
年・電話番号・保護者名を記入の
上、京都芸術センター「夏休み芸
術体験教室」係まで。
※①、④は希望の楽器を第1希望・第
２希望まで、②は身長を必ず記入
すること。なお、連続して参加でき
る方に限ります。応募多数の場合
は抽選

締切：6月25日（木）〔消印有効〕

京都市芸術文化特別奨励制度
平成28年度奨励者募集
新たな芸術文化の創造を促進し、京都の
芸術文化の振興を図ることを目的に、こ
れから大きくはばたこうとする若い芸術
家たちを奨励します。奨励金300万円。
※詳細は募集案内、申請書をご参照ください
締切：	7月31日（金）〔必着〕
問合せ先／申請先
○京都市文化市民局文化芸術都市推
進室文化芸術企画課	特別奨励制
度担当
〒604-8006　京都市中京区河原
町通御池下る下丸屋町394番地　
Y･J･Kビル2階
TEL：075-366-0033
FAX：075-213-3181
www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000181426.html
○京都芸術センター	特別奨励制度係
（公益財団法人京都市芸術文化協会）
www.geibunkyo.jp/news/000237.html

募集要項および応募用紙は、京都芸術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、必要書類とともに同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）。
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ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の現役メンバー

で構成する室内楽「ムジカ・レアーレ	Musica	Reale」

の公演を聴いた。同管弦楽団のビオラの副首席だった

ピーター・ソコレが2007年、オーケストラ楽員による室

内楽を提供しようと立ち上げたアンサンブルである。

プログラムの前半は、ベートーベンと同時代のドイツ

の作曲家フリードリヒ・フェスカ(1789-1826)の《フルート

四重奏曲第3番》と、モーツァルトの《クラリネット五重

奏曲K581》。いずれも管楽器奏者の技量を披露する格

好のレパートリーだ。

フェスカは、カールスルーエの宮廷楽団の指揮者兼

コンサートマスターとして活躍したが、病のため32歳

で引退、その後は作曲に専念した。《フルート四重奏曲

第3番》は、古典派の様式を踏襲しつつも、初期ロマン

派の幕開けを感じさせる曲調で、フルートのカーステ

ン・マッコールは、技巧的に難しいパッセージをいとも

軽やかに吹いて見せた。今ではほとんど演奏されるこ

とはないが、この演奏を聴いて優れた作品であること

が実感できた。今後、フェスカ作品の研究が進むこと

を期待したい。

モーツァルトの《クラリネット五重奏曲》は彼の代表

作の一つで、これまで何度も聴いてきたが、クラリネッ

ト奏者のアルノ・ピターズの勢いのある演奏に新鮮な

阿倍野筋の路地奥にある長屋を改装したアートス

ペースでの、一周年記念展示となる本展は、大阪府高

槻市在住の寺田一家が日々の暮らしの中で生み出して

いる表現や作品を拝借して展示するというものだ。

展示は2人の現代美術作家—寺田家の一員であ

る寺田就子とあべのまでリサーチプロジェクトを進行

中の宮本博史—と、あべのまが共同で企画した。展

示空間の真ん中に据えられたダイニングテーブル（座

敷机の足を接ぎ木して底上げしたもの）の天板には建築家で

ある寺田家の父が作成した自宅の間取り図が示してあ

る。そしてテーブルの向きを基準とし、家族が日常生活

を送る部屋の配置をなぞるように展示されている。祖

父が作ったミニチュアのオブジェ、母の手づくり人形や

バッグといった手仕事の集積のほか、夏にしとめた蚊

の数を記録した折れ線グラフ（父作）、空き巣よけのカン

トリースタイル人形（妹作）、カニの甲羅（一家で収集）と

いった、実用目的や機能の不確かなものも混在してお

り、寺田家の人々の、ふと浮かんだアイデアを形にする

ことへの留まることのない好奇心と探究心が、とにかく

熱い展示である。

《家族》というフレームで括られた本展示では、会場

のパンフレットで家族同士のコメントを読むことができ、

お互いにお互いの生み出しているものをおもしろがっ

てきた様子がうかがえる。アウトプットは異なれど、日

常のなかにおもしろ味を発見し、手仕事やものづくりが

「ムジカ・レアーレ〜ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦
楽団メンバーによる室内楽」日本公演
5月1日（金）

ザ・フェニックスホール（大阪市北区）

あべのま 1周年記念展
『祖父と祖母と父と母と姉と妹といつものこと』
5月8日（金）－7月5日（日）の毎週金、土、日曜日
あべのま（大阪市阿倍野区）

正直者の会『戯式Vol.4』
5月23日（土）、24日（日）

アトリエ劇研（京都市左京区）

2009年7月。Ex.TMGEのギタリスト、アベフトシが亡

くなった。その3日後、FRF.09にトップバッターで出演し

たEx.TMGEのボーカリスト、チバユウスケは「愛でぬり

つぶせ」を演奏する前に「この曲を俺たちの大親友だっ

たアベフトシに捧げます」と声を詰まらせた。あのチバ

が泣いている……午前11時のことだ。俺のFRFハイライ

トは早々に終わってしまう。アベの喪失と歩き続けて疲

地が悪い。この居心地の悪さは「過去を美化し舐る」とい

う本来ノスタルジーが我々に提供する「無責任な気持ち

良さ」とは正反対のものである。この居心地の悪さはど

こからくるのか。妻の死？男の自殺？結局最後まで見つ

からない「言葉」の行方？俺なりの答えはこうだ。

この作品は「過去」（ノスタルジー）を描いた作品にみせ

かけ実は「現在」の「何か」を描いた作品なのではない

か。「現在」の「何か」と向き合うこと、それが俺の居心地

を悪くさせているのではないか？この作品は観客である

我々が男の視点に立ち、世界を眺めるという構造になっ

ているのだが、ある一言で世界の有り様が一変する。拳

銃自殺をするラスト、男は言う。

ーおそらく弾は発射されたのだと思うー

ポイントは「～されたのだ」ではなく「～されたのだと

思う」にある。

男は自分のしたことをまるで他人事のように言う。

そうか。この作品は田中遊さんが今、「男」を演じなが

ら、「男の声（死者の声）」を舞台上で発話しつつ聞いてい

る（批評している）作品なんだ（恐るべき離れ業！）。「死者の

声」に耳を澄ますこと、それは我々がいずれ直面するで

あろう「死」に今（現在）、向き合うことに他ならない。

　

今でも時々アベのギターを聞く。そこに甘いノスタル

ジーはない。 （観劇：5月23日、24日）

労しきった腰の痛み、それだけが残った。

　

正直者の会『戯式Vol.4』。主宰の田中遊さんが効果音

や自分の声を吹き込んだラジカセを駆使する1人舞台。

趣向の異なる4つのオムニバス、一つだけ、「鉛筆削り」

というお話を紹介したい。

海沿いの病室。危篤状態の妻。彼女を見つめる男は

小説家で「本当の言葉」を探している。男の持つ鉛筆削

りに妻は魔法をかけたらしい。曰く「あなたに必要のな

い言葉を削り取ってくれる」とのこと。しかし男は「本当

の言葉」を見つけることは出来ない。やがて妻が死ぬ。

男は思う。もしかして俺は「本当の言葉」をすでに削り

取ってしまったのではないか？男は鉛筆削りの「削りか

す」が入った箱を開ける。噴出す無数の言葉。男は言葉

の氾濫に耐えきれなくなり拳銃自殺をする……。一見す

るとこの作品、妻を亡くした男のノスタルジーを描いた

美しい小品のように思える。潮騒が聞こえる病室、妻の

声、魔法、レコードから流れ出すエリックサティ、そして

鉛筆削り……。が、しかしである。この作品、妙に居心

ぴんくちていじん３ごう／地底人兄姉弟の長男・劇作家・演出家●病室、作家、
ラジオから女の声。真っ先に思い出すのが吉行淳之介の短編「水の畔り」です。

ノスタルジーではないと思う

演劇

ピンク地底人３号

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　7 / 1 ▲ 7 / 31

図書室休室日：7月31日（金）

アンサンブルの妙味

地域で展覧会をすること
―あべのまの実験、1年目

音楽

美術

筒井はる香

内山幸子

感動を覚えた。ただ、2曲とも弦楽器パートは決して主

張しない。主役の管楽器奏者を引き立てることに徹す

る配慮だったのだろうが、弦楽器パートだけになる部

分では単調さを感じさせない演出が欲しかった。

そうした懸念を一掃してくれたのが、プログラム後

半、19世紀から20世紀にかけて活躍したチェコの代

表的作曲家ドボルザークの《弦楽五重奏曲第2番》であ

る。演奏が始まると、弦楽器奏者たちの表情が輝き始

めた。弦楽四重奏にコントラバスを加えた編成で、音

の厚みが増す。その上、ボヘミアの民俗舞踊を思わせ

るドボルザーク独自のリズム感は鮮やか。ビオラの波

木井賢らによる内声（ないせい）も充実し、何層もの音の

重なりを、最も洗練された形で提示した。特に緩徐楽

章は好演、アンコールでも演奏された。

今回の演奏を聴いて「ムジカ・レアーレ」は、楽団員

が互いに耳を傾け合うことで生まれる「調和力」は一級

であることが分かった。その反面、それが規律として優

先してしまっているようにも思われた。アンサンブルの

妙味には、奏者同士の音による機知に富んだ「対話」や

身ぶりによるアドリブの面白さもあるので、そういった

面をもう少し表に出して欲しかった気もする。　

止まらない一家の空気が伝わってくる。訪れる人々は、

そんな一家の展示や、家族が保管していた手紙や記録

写真といった思い出の品 を々見て、自分の家族や家族

との暮らしを振り返っていくそうだ。一方で、あべのま

の過去の企画を振り返りながら一貫して感じるのは、あ

べのまの展覧会では、訪れた人が展示をきっかけとして

個人的な記憶を語り出すことや、ある物事について異

なる見方を見つけること、そういった内的な変化を生み

出すことが実は最も重要なのではないかということだ。

あべのまは下町風情が残るまちの一画にあり、地域

の老若男女が訪れる場所だ。アートには親しみのない

地域だが、そこに日常の風景やものごとを再発見する

現代美術のひとつの機能を持込み、生活の延長上に

アートを捉える現場をつくろうとしている。実は今回の

展示のなかには、「家族が購入したコレクション」として

寺田就子の美術作品も展示された。寺田家の人々の表

現と並ぶことで、寺田の作品のルーツを再発見する人

もいれば、一家のみなぎる創造力の延長上に現代美

術作品を観て「何これ！？」と関心を注ぐ地域の人達もい

る。日常生活の現場だからこその企画や見せ方を通し

て、地域という共同体のなかでのアートの役割を取り

戻して行こうとしているようにも見える。それはあべの

まを営む高橋一家や地域の人々の人生とともに10年、

20年といった単位で熟成していくものであり、そのゆっ

くりとした変化を楽しみながら待ちたい。

つつい	はるか／音楽学者●樋口騰迪さんに引き継ぎ、音楽評を担当し
ます。大阪大学で音楽学を学んだ後、ウィーンに留学しました。鍵盤楽
器の歴史が専門です。現在は、同志社女子大学と神戸女学院大学で音
楽史などを教えています。よろしくお願い致します。

うちやま	さちこ／アートマネージャー●近年、自分の生活する地域で活
動することに関心が向いてきました。昨年から参加している「高槻井戸
端ダンスプロジェクト」では、地域の井戸端的な集まりを作り、出会った
人達とパフォーマンス等を作っています。

撮影：高橋静香

祇園祭に伴う開館時間変更のお知らせ
期間：7月14日（火）－16日（木）　開館時間：10:00－17:00

撮影：仲野達也

撮影：坂根隆介（ドキドキぼーいず）

アーティスト・イン・レジデンス2015山本浩貴	成果発表展
『他者の表象	あるいは	表象の他者』（6/20－7/5）

夏休み企画展2015
『ハイパートニック・エイジ』（7/20－8/30）

夏休み企画展2015	『ハイパートニック・エイジ』
［関連企画］ギャラリートーク

明倫レコード倶楽部［其ノ56］
「昭和初期の軽音楽－ルンバの流行」

［明倫WS］MuDA	「MuDA	循環・衝突運動	－基礎編－」 ［明倫WS］はなもとゆか×マツキモエ
「マネマネ遊び」
［明倫WS］やなぎみわ演劇プロジェクト
「『ゼロ・アワー	―東京ローズ最後のテープ―』	公開稽古」

［明倫WS］Dance	Fanfare	Kyoto
「Dance	Fanfare	Kyoto	vol.04公開企画会議」［共催］第326回	市民寄席

［共催］森悠子のキャパシティビルディング	
～呼吸からくるヴァイオリン奏法とモーツァルト～	第19回シリーズ

［共催］『京の祭から考える祈りのかたち』

［共催］第四回「笑えない会」

［共催］『エヴェレットゴーストラインズ	４バージョン連続上演』

［共催］『Contemporary	NOREN』展

［共催］祇園祭児童画展

［明倫WS］劇団しようよ
「第0回・劇団しようよのドラマトゥルクがお茶を出す会」 ［明倫WS］片貝葉月「見立ての“オブジェ”づくり」

［明倫WS］余越保子「『ZERO	ONE』公開リハーサル」

［明倫WS］渡邉野子
「私だけの美しい世界を描く～2015夏」

五感で感じる和の文化事業	月イチ☆古典芸能シリーズ
第25回「鷺舞を知る」

wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon wedtue fri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2726 29

sat sun mon wed thu frituethu
313028

3



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

トラディショナル・シアター・トレーニング2015
成果発表会
日時：	8月12日（水）
	 開場16:30	開演17:00
会場：	大江能楽堂（中京区）
出演：	T.	T.	T.	2015参加者、T.	T.	T.	2015講師
※入場無料・事前申込不要

舞や踊りといった身体表現のみならず、演劇、美術、音楽、工芸、文学、哲
学や風刺の精神まであらゆるものが詰まった日本の伝統芸能の豊かな世
界。その奥深さに魅了され世界中から集まった参加者の熱い思いが結実す
る発表会の舞台を、どうぞお楽しみに。土山亮子（アート・コーディネーター）

TO P I C  02
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トラディショナル・シアター・
トレーニング2015

6月6日はいけばなの日 協賛事業　京都いけばなプレゼンテーション2015

会期：6月6日（土）、7日（日）

やまと絵、琳派の草花をいける  花会

―T. T. T. に受講生として参加して得られたもののう
ち、最も貴重なものは何でしたか。

マシュー・ショアーズ（以下MS）：T.	T.	T.	は、一流のプ
ロの先生方がご自身の弟子に対してつけるのと同様
の稽古を受けることができる大変貴重な機会です。そ
れぞれの分野で活躍しているプロの俳優、ダンサー、
演奏家たちと交流できるのも特別な経験ですし、京都
という古都で開催され、参加者が世界中から集まり国
際色豊かであることは他では得難いものです。

―受講生として、一番楽しんだことは何でしたか。

MS：きっちりとプログラムが組まれていて、集中稽古
の期間中も、発表会に際しても、先生方が私に対して
非常に高い期待を持ってくださっていたことです。また、

今年で3回目となる「京都いけばなプレゼンテー
ション」。京都芸術センターの講堂、大広間、フ

リースペースの3会場を舞台に、京都を拠点に活動する
いけばなの34流派66名の華道家による美しい造形が
勢揃いしました。今年400年という記念の年を迎えた琳
派。「琳派の草花」をテーマに生けられた作品は、アジサ
イやナデシコ、ユリ、カキツバタ、テッセン、ハナショウ
ブ、バラ、フトイ、シャクヤクなど、様 な々花材で彩りを
放ち、2日間で約1,600名のお客さまを楽しませました。
初日は、作品がつくられる過程をお客さまに身近で
見ていただこうと、一部公開いけこみを行いました。講
堂では一列全てが公開いけこみ。ずらりと並んだ花席

で手際良く進められていくいけこみは圧巻です。華道
家のすぐ後ろにはいけこみの様子を驚きの眼差しで覗
き込むお客さまでいっぱいでした。
また、関連企画として実施した「アーティストトーク」
では、華道家よりそれぞれの作品の見どころや制作意
図などが語られ、新たな視点で作品に対面する貴重な
時間となりました。
同じく関連企画の「いけばな体験」では、ベニバナや

ナルコユリを花材に、両日合わせて約40名の方が、華
道家の丁寧な指導で、表現の基礎となる技のお稽古を
体験しました。
作品がどのように生けられていくのかを体感し、表

現を楽しみ、華道家のお話から作品の裏側を知り、そ
して実際に自分の手で生ける。多様な角度から、いけ
ばな文化のイメージが大きく広がる展覧会となったの
ではないでしょうか。

稽古の時間外に先生方、スタッフ、他の参加者と知り
合って親しくなるのも楽しみのひとつでした。

―何か忘れがたいエピソードはありますか。

MS：たくさんありますが、一番忘れられないのはや
はり発表会当日のことです。先生方に本物の衣装を
着せていただき、100年以上の歴史を持つ能舞台の
上で3週間の集中トレーニングの成果をお披露目す
る。これは本当に忘れられない経験でした。

―新プログラム・ディレクターとして、今年のT. T. 
T.で実現したいことは。

MS：プロフェッショナルな姿勢、忍耐、そしてユー
モアのセンスですね。私にとって一番大切なのは、

「京都いけばなプレゼンテーション」は、京都いけばな協会が
提唱する「6月6日はいけばなの日」に協賛するもので、いけ
ばな発祥の地・京都から、いけばな文化を広く発信し、多くの
方々にお届けするあらゆるプレゼンテーションを試みます。

報告

アーティストトークの様子

いけばな体験の様子 公開いけこみの様子

撮影：大島拓也

受講生が最良の経験を得ることです。初めて参加す
る人や日本語ができない人もいますので、できるか
ぎりの努力をして彼らへの橋渡しをしたいと思いま
す。日本人の参加者、アーティスト、そしてリピーター
たちと会えるのも心待ちにしています。また、京都で
の滞在を楽しみ、先生方や参加者、スタッフの皆さん
からたくさんのことを学びたいです。

―最後に、T. T. T.をひとことで表すとすれば？

MS：「Reawakening（何かを再び目覚めさせるもの）」ですね。

マシュー・ショアーズ  （Matthew W. Shores）
ケンブリッジ大学アジア・中東学部助教授（日本文
学）。日本の文学および芸能について20年にわた
り研究を行っている。専門は落語で、五代目桂文
枝、四代目林家染丸のもとで学んだ経験を持つ。
ハワイ大学マノア校で博士号（日本文学）を取得、日
本の近世・近代大衆文化や滑稽表現に関する著作がある。

PROFILE

毎年、夏の盛りに日本各地・世界各国から参加者が京都芸術センターに集い、
約3週間に及ぶ伝統芸能のトレーニングを行うトラディショナル・シアター・

トレーニング（T.	T.	T.）。能・狂言・日本舞踊の3コースに分かれ、プロの講師による
厳しい稽古を通じて演目の習得、そして日本の伝統芸能の精神を学び、最終日に
は大江能楽堂で発表会の舞台に立ちます。31回目となる今年度は、T.	T.	T.の生
みの親であるジョナ・サルズ氏からプログラム・ディレクターが交代し、新たな局面
を迎えます。30年を超える伝統ある事業を率いることになった、T.	T.	T.	の元受講
生（2011年狂言コース）で、現在はケンブリッジ大学で日本文学の教鞭をとる、新プ
ログラム・ディレクターのマシュー・ショアーズ氏にお話をうかがいました。
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