
糸おかし茶会
日時： 5月22日（日）10:30　会場：大広間
席主： 長艸敏明・純恵（刺繍作家、京繡伝統工芸士）
内容： 抹茶とお菓子　参加料：1,000円　定員：80名
申込方法：ウェブサイトまたは電話にて申込（先着順）
※定員に達しました
※イベント情報（P2）もご覧ください
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京繡の作品は遠くで眺めると図案の美しさに、近くで見ると糸目の繊細さに驚かされます。お茶や刺繍はも
ちろん、お二人からどんなお話が伺えるのかもとても楽しみです！

谷竜一（アートコーディネーター）

2 016年度最初の茶会の席主を務めるのは、京繡作家の長艸敏明・純恵夫妻。

京繡は色彩豊かな糸を用いて図案を描き出す伝統的な刺繍技術です。長艸

夫妻は、京繡伝統工芸士としてこれを受け継ぐとともに、刺繍作家としてドレスや

時計ベルト、ファイバーアートの制作も手掛け、京繡の新たな可能性を探求してい

ます。また自身が運営するギャラリー貴了庵において、刺繍の展示のみならず、季

節にあわせたしつらい、小物や和装品の誂えに至るまで、隅 ま々で行き届いた心

遣いで京文化の趣を来館者に伝えています。

今回の茶会は「糸おかし茶会」。二人は茶会に欠かせない「趣（をかし）」と「お菓

子」を結びつけ、京都の風情をあらわそうと試みています。長艸夫妻の、時に重厚

で、時に優美な京繡の世界は、わたしたちに今日まで息づく京の美を再認識させ

てくれることでしょう。歴史に裏打ちされた技術と、現代に開かれた多様な表現が

織り重なるひとときを、ぜひお楽しみください。

明倫茶会について

茶の湯を大成した千利休は、礼儀、書画、工芸、建築、詩歌、花、能、料理など、
あらゆる生活芸術・芸能芸術を採り込んだ場を創出しました。「明倫茶会」はこのよ
うな茶の湯の精神を顧みて、京都芸術センターの開館した2000年に始まりました。
以来、京都の様々な文化の担い手の方々を席主に迎え、150回を超える多様なお
茶会を開催してきました。

昨年度は4組の席主を迎えました。4月は芸術祭「超京都」（代表：松尾恵）による「超
縄文」。京都の地中に横たわる縄文の地層から着想を得たこの茶会では、土器や
土器片などの実物の展示、縄文の所作を想像させるパフォーマンスとあわせて、縄
文時代をイメージした飲み物をお楽しみいただきました。6月は一転して、中国茶の
茶会「茶絲道」を開催。中国茶コーディネーターの堀口一子を席主に、アジア各地か
ら集まった茶葉やお菓子が振る舞われ、人間の内なる自然の声を感じる一席となり
ました。12月は薄茶とともに、花や掛け軸にかわって俳優の演技をお楽しみいただ
いた演出家・あごうさとしによる演劇茶会「紙風船」。この会での、この時かぎりの演
技の記録は、後に無人の演劇作品へと発展し、KYOTO EXPERIMENTにて京都芸
術センターで再び上演されています。2月は京都芸術センター15周年特別版として、
カフェ・モンタージュのオーナー高田伸也による茶会「二つの茶会、二つの舞台、モ
ンタージュ」が催されました。茶会の体験を、観客の心の中で完成する劇場と捉え、
音楽と演劇、二つの演目を軸とした異なる物語、異なる音楽が奏でられました。

伝統的な美や心遣いと、現代文化の視点がひとつの部屋で重なり合う「明倫茶
会」は、京都芸術センターの特色をよく表す事業のひとつです。多彩な文化や芸
術が結び合う場として、また席主とお客様が新たな関係を紡ぐ機会として、本年も
様 な々趣向の茶会を企画しています。

席主コメント
その昔、枕草子に『夏は夜。月の頃はさらなり…ほのかにうち光り

て行くもをかし。雨など降るもをかし。』とあるように、平安京の昔より、

この京都に沁み込んだ趣や風情、季節の色や香りに共鳴し、人と

共に楽しむ心、それは茶の湯の心そのものかと思います。今回は糸

を使い老若男女集いて、「をかし（趣）」、「おかし（お菓子）」を楽しん

でいただきたいと、席をもうけさせていただきます。
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芸術、学術、産業など、各分野で活躍する方が席主となってお客様との一期一会を演
出する明倫茶会。お菓子やお茶、しつらいや茶道具など随所にこだわりを散りばめた
趣向は、現代の文化の一端を垣間見る機会となり、毎回新たな発見をもたらします。
今回は、西陣で京繡の工房を主宰し、世界を舞台に活躍されている長艸敏明・純恵
ご夫妻を席主にお迎えします。

長艸敏明 （ながくさ としあき）
京都の西陣で伝統工芸・京繡の工房に生まれる。京繡伝統工芸士。能衣装、着物、室内装飾品、ファイバー
アートなど、ジャンルにとらわれず自由に刺繍作品を創作する。華やかで品格あるデザインと伝統技術が評
価され、日本をはじめパリでの個展やパリコレクション（ジャン・ルイ・シェレルコレクション）協力など、世界を舞台
に幅広い分野で活躍。また各地文化財の修復・復元新調を数多く手掛ける。

長艸純恵 （ながくさ すみえ）
京都の西陣に生まれ、京繡を学ぶ。京繡伝統工芸士。夫、敏明と共に工房を主宰し、着物、帯などはじめ、
女性らしくたおやかな作品を多く手掛ける。源氏物語をテーマにした「繡半襟　源氏物語五十四帖」は国内
外より高い評価を受ける。また創作の傍ら、伝統工芸である京繡を広める試みや後進の育成に尽くしている。

PROFILE

明倫茶会「紙風船」（2015年2月） 席主：あごうさとし　撮影：井上嘉和

明倫茶会「茶絲道」（2015年6月） 席主：堀口一子　撮影：旦部辰徳
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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

林勇気展 『電源を切ると何もみえなくなる事』 
映像作家の林勇気による個展。展示中に映 
像機器の電源を切ることで立ち現れる体験を 
提示し、デジタル時代の記憶や記録について
問います。 
会期： 4月5日（火）− 5月22日（日）
 和室「明倫」のみ
 　4月16日（土）−5月1日（日）
 　10:00−20:00 

（映像機器の電源が消える時間帯│11:00−
11:15、14:30−14:45、19:45−20:00） 

  ※入場無料・会期中無休 
会場： ギャラリー北・南、談話室、和室「明倫」 

［関連企画］
タイムカプセルをつくるワークショップ

「遠くをみるために」 
タイムカプセルに入れる物品を持参した参加 
者を林勇気がインタビュー撮影し、未来に上
映します。 
日時： 5月14日（土）
 11:00−17:00（お一人様30分程度） 
会場： ミーティングルーム2 
定員： 10名　 
料金： 無料（要事前申込） 
持物： タイムカプセルに入れたいもの

キュレータードラフト2017
［関連企画］
トークイベント

「展覧会の作り方：キュレーションが伝えること」
日時： 5月29日（日）14:00−15:30
会場： ギャラリー南
出演： 難波祐子（審査員、キュレーター）、原久子

（アートプロデューサー、大阪電気通信大学教授）
定員： 30名
※入場無料・事前申込不要
※Topic02（P4）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35回「能の三流派を知る」
月イチ☆古典芸能シリーズは、月に一度は古
典芸能に触れ楽しもうという企画。今回は能
の観世流、金剛流、金春流を見比べます。
日時： 5月31日（火）19:30開始
会場： 大広間
講師： 片山伸吾（観世流能楽師）、山井綱雄（金

春流能楽師）、豊島晃嗣（金剛流能楽師）
料金：1,000円
定員：70名（先着順／要事前申込）

明倫茶会

様々な分野で活躍している方々が席主となっ
て、開催するお茶会です。席主によって趣向
が異なるので、毎回新たな楽しみを見出せる
のが魅力です。

糸おかし茶会
日時： 5月22日（日）10:30
会場： 大広間
席主： 長艸敏明 純恵（刺繍作家、京繡伝統工芸士）
内容： 抹茶とお菓子
参加料：1,000円
定員：80名
申込方法：ウェブサイトまたは電話にて申込

（先着順）
※定員に達しました
※Topic01（P1）もご覧ください

音楽

明倫レコード倶楽部【其ノ60】
「ブランデンブルグ協奏曲を聴く」
長年、講師を務めた亀村正章氏の回は、今回
が最後です。
日時： 5月14日（土）14:00−16:00
会場： 講堂
講師： 亀村正章
曲目：「ブランデンブルグ協奏曲」（J.S.バッハ）

全曲より
料金： 500円（1ドリンク付）
定員： 100名（要事前申込／先着順）

ダンス

京都国際ダンスワークショップ
フェスティバル 2016
国際的に活躍する振付家、ダンサーらを講
師として招聘。ビギナーからプロのダンサー
まで様々なレベルのクラスを設けたワーク
ショップ、受講者以外にもオープンなプログ
ラムを開催します。
期間： 4月22日（金）−5月8日（日） 
会場： 講堂、フリースペース、大広間ほか
講師名：アビゲイル・イェーガー、フランチェ

スコ・スカベッタ、トム・ヴェクスレー
ル、坂本公成、森裕子、カティア・ムス
トネン、ルイス・ガレー、ディディエ・テ
ロン、森井淳、セレノグラフィカ 

※ワークショップ各コースの詳細と日程、料金につい
ては、京都芸術センターウェブサイトをご覧ください

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）

下鴨車窓「『渇いた蜃気楼』公開稽古」
下鴨車窓のレパートリー作品である『渇いた
蜃気楼』の九州・東京ツアー公演を目前に控
え、最後の稽古をご覧いただきます。
日時： 5月3日（火・祝）19:30−21:00
会場： 制作室1
定員： 10名

ピンク地底人「他者を受け入れてみる」
演劇の醍醐味である「他者と対話」することを
体感します。
日時： 5月9日（月）18:30−21:00
会場： 制作室9
定員： 10名
服装： 動きやすい格好

山田せつ子「公開対談 笠井叡×渡邊守章」
ダンス界の第一線で輝きつづける笠井叡と山
田せつ子による新作『燃え上がる耳』に関連
し、笠井叡と、演出家・フランス文学研究の渡
邊守章による対談を行います。いまの時代に
おける芸術表現とは何か、二人の知の巨匠
が語りあいます。
日時： 5月15日（日）15:00−16:00
会場： ミーティングルーム2
定員： 40名

正直者の会「声に出して読んでみる」
好きな本を参加者が持ちより、音読します。
実際に声に出して読むと全く違った印象をも
つことがあります。「私」と「文章」、「私」と「聞
いてくれる人」との距離。そして「とりあえず人
の話を聞いてみる」ことなどを行います。
日時： 5月15日（日）15:00−18:00
会場： 制作室4
定員： 10名
持物： 自分が声に出して読んでみたい本、記

事など

したため
「作品をみながら、はなす ［したためver.2］」
したため#4『文字移植』のワークインプログレ
ス（途中経過発表）を、主に美術作品で用いられ
る「対話型鑑賞」という手法でみてみます。参
加者同士のコミュニケーションを通して、様々
な視点から作品を味わってみましょう。
日時： 5月22日（日）14:00−17:30
会場： 制作室3
定員： 15名

ドキドキぼーいず「ふたりで、だまる」
コミュニュケーションにおいて、しゃべる時間
も大事だけど、しゃべらない時間も大事。一
切言葉を使わずに「だまって」演技をしてみる
ことを体感します。
日時： 5月22日（日）15:00−17:00
会場： 制作室9
定員： 20名
※動きやすい服装でお越しください

はなもとゆか×マツキモエ
「『WORM HOLE』公開稽古」
6月に発表する新作公演『WORM HOLE』の
公開稽古をします。
日時： 5月24日（火）19:00−20:00
会場： 制作室3
定員： 10名

発表支援事業（共催事業）

イメージフォーラム・フェスティバル2016
作家性、芸術性、創造性の高い映像作品を
世界中から集めて上映する映像アートの祭
典。日本初公開の新作のほか、30回記念回
顧プログラム「特集：ユニーク・エンカウン
ターズ」を上映します。　
会期： 5月14日（土）−22日（日）
会場： フリースペース
料金：［1回券］前売800円／当日1,000円
　　　［4回券］2,500円
　　　［フリーパス］4,500円
主催・問合せ：イメージフォーラム
　TEL：03-5766-0116

西田昭広とフレンズ ヴェルディを歌う
～若手歌手によるオペラコンサート～
若手オペラ歌手が、ヴェルディを中心に数々
の歌を歌います。
日時： 5月24日（火）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 西田昭広（バリトン）、西田佐知子（ソプ

ラノ）、田内愛（メゾソプラノ）、諏訪部匡司
（テノール）、高橋敬一（ピアノ）

料金： 1,000円（前売・当日共）
主催・問合せ：NPO法人京都ヴェルディ協会
　TEL&FAX：075-464-1876
　E-mail：kyotoverdisociety@gmail.com

in第6回公演『in×太田真紀×山田岳』
inとは若手作曲家の作品を紹介する場です。第
6回公演のテーマはソプラノとギター。現代音楽
の立場から新たな可能性を追究していきます。
日時： 5月25日（水）開場18:30 開演19:00 
会場： 講堂
作曲： 今村俊博、黒田崇宏、清水卓也、成清翠
出演： 太田真紀（ソプラノ）、山田岳（ギター）
料金： 一般前売2,500円／当日3,000円
 学生前売2,000円／当日2,500円
主催・問合せ：in（イン）
　E-mail：in.contemporary@gmail.com

Kyle Shepherd African Trio
JAPAN TOUR 2016
“アフリカン・ピアノの継承者”カイル・シェパー
ド、初の京都公演。ルーツ・ミュージックであり、
最先端の21世紀のアフリカ音楽がここにある。
日時： 5月26日（木）開場18:00 開演19:00
会場： 講堂
出演： Kyle Shepherd African Trio ［カイル・

シェパード（ピアノ）、シェーン・クーパー
（ベース）、ジョノ・スウィートマン（ドラム）］

料金： 3,500円（前売・当日共） 
申込： Harmony Fields　
　E-mail：info@harmonyfields.com
主催・問合せ：Asian Cape Connection
　E-mail：asiancape@gmail.com

ペトロフピアノコンサート
『ペトロフが奏でる愛と幻想』
元明倫小学校に1918年に寄贈されたチェコ
のペトロフ社製ピアノによるコンサート。温か
みのある音色と、講堂のノスタルジックな雰
囲気をご堪能ください。
日時： 5月27日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 河合珠江（ピアノ）
曲目： ピアノソナタ『月光』（ベートーベン）ほか
入場料：1,000円
主催・問合せ：明倫ペトロフの会、明倫自治

連合会
　FAX：075-231-0727（小島）
　E-mail：petrof@meirin-news.com

制作支援事業

アトリエ劇研スプリングフェス vol.3
舞台技術スタッフのためのワークショップ公演
田中遊『録音と生活』
第一線で活躍する舞台技術者の指導の下、
若い技術者たちが、綿密に設計される田中遊
の新作公演を立ちあげます。
日時： 4月29日（金・祝）19:30
 30日（土）15:00
 5月  1日（日）11:00／15:00
会場： アトリエ劇研（左京区）
料金： 一般前売2,000円／当日2,300円
 学生前売1,500円／当日1,800円
問合せ：アトリエ劇研　　　　
　TEL：075-791-1966

てんこもり堂 第8回公演 『おぼろおぼろ』
「面白い」ものをてんこ盛りにして贈る、家族
を取り巻くすれ違いの喜劇。
日時： 4月29日（金・祝）19:30
 30日（土）14:00／18:00
 5月  1日（日）11:00／15:00
会場： KAIKA（下京区）　　　　
料金： 一般前売2,000円／当日2,300円
 学生前売1,800円／当日2,000円
 3人券5,000円（前売のみ）
問合せ：てんこもり堂（きん）　　　　
　TEL：090-9701-9962
　E-mail：tenkomoridou@yahoo.co.jp

下鴨車窓 『渇いた蜃気楼』
2014年の初演から各地を巡演している同作
品を福岡、北九州、東京で上演します。
日時：［福岡公演］
 　5月6日（金）20:00
 　 7日（土）13:00
 　 8日（日）13:00

［北九州公演］
 　5月9日（月）19:00

［東京公演］
 　5月13日（金）19:00
 　 14日（土）14:00／19:00
 　 15日（日）14:00
会場： ゆめアール大橋小劇場（福岡市南区）、

枝光本町商店街アイアンシアター（北
九州市八幡東区）、こまばアゴラ劇場（東
京都目黒区）

料金： 一般2,500円／ペア4,300円
 25歳以下1,800円
問合せ：下鴨車窓
　TEL：050-3709-9538
　E-mail：hello@tana2yo.under.jp

シアターリミテ 第19回公演／『カミと蒟蒻』
終戦間際、軍は風船爆弾の放球を発令した。そ
の時、一人の女学生は人生の舵を大きく切った。
日時： 5月27日（金）開演19:00
 28日（土）13:00／19:00
 29日（日）13:00／16:00
会場： 人間座スタジオ（左京区）
料金： 一般前売2,000円／当日2,500円
　　　高校生以下前売1,000円／当日1,000円
問合せ：シアターリミテ（本庄 18:00−23:00）
　TEL：090-3615-3934
　E-mail：shizuru.ltd@zpost.plala.or.jp

はなもとゆか×マツキモエ
『WORM HOLE』
日時： 6月3日（金）19:00
 4日（土）18:00 
 5日（日）14:00／19:00
 6日（月）16:00  
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般前売2,300円／当日2,800円 
 U25前売2,000円／当日2,500円
問合せ：はなもとゆか
　TEL：090-4142-9215
　E-mail：hanakkrmatu@gmail.com

キュレータードラフト2017
展覧会企画募集
若手キュレーターの発掘・支援を目的と
した企画公募。京都芸術センターのギャ
ラリー北・南の空間を使用した展覧会企
画を公募します。
審査方法：［一次選考］書類審査、［二

次選考］審査員による面談を経て
入選者1名（組）を決定

審査員：難波祐子（キュレーター）
支援内容：
・ 展覧会制作費として70万円を支給

（作品制作・輸送・貸出に必要な費用、宿泊・
交通費、広報物の制作等広報に必要な費用
を含む）

・ キュレーターフィー及び展覧会実現の
ために自由に使える費用として20万円
を支給（用途不問）

・ 会期中、展覧会会場として京都芸術
センターのギャラリー北・南を提供（搬
入出期間を含む／その他の会場使用に関し
ては入選後調整のうえ決定）

・ 審査員によるアドバイス
・ 京都芸術センターによる展覧会実現

までのサポート
・ 広報及び宣伝協力（ウェブサイトへの情

報掲載、プレスリリース送付等）
・ 監視スタッフの手配及び費用負担
展覧会開催日程：2017年2月−3月の約

1ヶ月間
締切：6月6日（月）〔必着〕
※Topic02（P4）もご覧ください

トラディショナル・シアター・トレー
ニング（T.T.T.）2016 受講生募集
T.T.T.は、舞台芸術に携わる方を対象と
した3週間の伝統芸能トレーニングです。 
期間： 7月19日（火）−8月13日（土） 
応募条件：演劇・ダンスなど、舞台芸術に

関わる表現活動もしくは研究活動
を行っている方。原則として、オリエ
ンテーションから発表会までのす
べてのスケジュールに参加できる
方。伝統芸能を積極的に学ぶ意欲
のある方。国籍・年齢・性別は不問

定員： 24名（能・狂言・日本舞踊 各コース8名 
程度） 

受講料：一般70,000円／学生・アーティ
スト（審査あり）50,000円

  ※その他割引あり
締切： 6月30日（木）〔必着〕 
※応募書類は締切を待たずその都度選考し、

結果通知。定員になり次第、募集を打ち切
ります 

アーティスト・イン・レジデンス2017
ビジュアル・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。
2017年度はビジュアル・アーツの分野か
ら募集します。 
滞在期間：2017年4月1日（土）−2018年 

3月31日（土）（3ヶ月以内） 
応募資格： 
・ ビジュアル・アーツの分野の新進芸術 

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

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（木）〔必着〕

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）。

第242回 市民狂言会
日時： 5月27日（金）
 開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）
演目： 末広かり、皸、八句連歌、犬山伏
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
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：450-006）

※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

※京都芸術センターにて、4月1日（金）より販売

素謡の会 第１回《羽衣》
日時： 6月28日（火）
 開場18:30 開演19:00
会場： 大広間（待合：講堂）
出演： 林喜右衛門、杉浦豊彦、林宗一

郎、田茂井廣道
特別ゲスト：大倉源次郎
料金： 前売1,500円／当日1,800円
チケット取扱：京都芸術センターにて5

月12日（木）より販売

素謡の会 年間席札販売
日時： 6月28日（火）、9月15日（木）
 12月14日（水）、2017年1月26日（木）
会場： 大広間（待合：講堂）
演目：羽衣、邯鄲、葵上、紅天女
企画・ナビゲーター：田茂井廣道（能楽師

シテ方観世流）
料金： 5,000円（全4回分）限定80枚
チケット取扱：京都芸術センターにて、

5月12日（木）より販売
※お一人様2枚まで。完売次第終了
※年間を通して前売券をご購入いただくより

も安くなります

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
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林勇気展 『電源を切ると何もみえなくなる事』（4/5−5/22）

林勇気展 『電源を切ると何もみえなくなる事』
［関連企画］タイムカプセルをつくるワークショップ「遠くをみるために」

明倫茶会「糸おかし茶会」

［共催］ペトロフピアノコンサート
『ペトロフが奏でる愛と幻想』

月イチ☆古典芸能シリーズ第35回
「能三流を知る」

キュレータードラフト2017［関連企画］トークイベント
「展覧会の作り方：キュレーションが伝えること」京都国際ダンスワークショップフェスティバル 2016（4/22−5/8）

［明倫WS］下鴨車窓「『渇いた蜃気楼』公開稽古」 ［明倫WS］ピンク地底人「他者を受け入れてみる」 ［明倫WS］山田せつ子「公開対談 笠井叡×渡邊守章」

明倫レコード倶楽部【其ノ60】
「ブランデンブルグ協奏曲を聴く」

［明倫WS］正直者の会「声に出して読んでみる」

［共催］イメージフォーラム・フェスティバル2016

［明倫WS］したため「作品をみながら、はなす ［したためver.2］」

［明倫WS］ドキドキぼーいず「ふたりで、だまる」

［明倫WS］はなもとゆか×マツキモエ「『WORM HOLE』公開稽古」

［共催］西田昭広とフレンズ ヴェルディを歌う
～若手歌手によるオペラコンサート～

［共催］in第6回公演『in×太田真紀×山田岳』

［共催］Kyle Shepherd African Trio
JAPAN TOUR 2016

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
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ダンサーが出演しないダンス公演。体験型のダン

ス作品。長谷川寧が主宰するダンスカンパニー、冨士

山アネットの新作である。この作品では参加者がダン

サーとして扱われ、ダンスの指示が与えられる。観客

は存在しない。この作品はさまざまな儀式で構成され

ている。出演者はまず二手に分かれて待合室に待機す

る。アナウンスが流れ、うち一人に対し、テーブルの上

のグラスにペットボトルの水を均等に注ぐという指示が

与えられる。だが、実はグラスは人数に対し１つ多い。

結果、何も入っていない、空いたグラスが現れる。「水

を、本当に均等に注ぎましたか？」あなたが想像してい

ない、「ここに存在しない者」が作品のモチーフなのだ

ろうか。

次に、真っ暗な部屋に全員が連れていかれる。さま

ざまな地域の雑踏(SE)を抜け、ダンススタジオに到着

する。ナレーションによると、我々はあるダンス公演の

本番に向けてこれからリハーサルを行うのだそうだ。

単純に身体を動かすものもあれば、参加者同士の関係

性を使ったものもある。詳しくは書けないが、少なから

ず不埒なものもあった。つまり全編、参加者の価値観

をさらけ出さざるを得ない指示や質問であり、気が抜

けない。しかしどのシーンもあくまで、生き方とダンス

の相似性に単刀直入に触れている。楽しいダンスイベ

前回はチケットが即日完売したと言われている「うめ

だ文楽」が今年もグランフロント大阪にあるナレッジシア

ターで行われた。在阪の民放５局が共同で企画・制作す

るとあって、各局のテレビ番組やラジオ放送を通じての

宣伝・広報はさすがである。また、上演の前には多彩な

19世紀の末、わずか6年という短い活動期間で、英国美

術界を閃光のように駆け抜けた若きイラストレーター、オー

ブリー・ビアズリー。現代の日本でその名はあまり知られて

いないが、大正時代のモダンな雑誌や広告によくある、す

らりとした女性の白黒イラストといえばピンとくる人もいる

かもしれない。本展は、展覧会として初めてビアズリーと日

本との関係に焦点をあて、世紀末の英国から大正期の日

本へ新しい芸術のスタイルが里帰りする様を追った。 

英国に生まれ、25歳で没したビアズリーの名は、19

世紀末の有力美術雑誌『ステューディオ』の創刊号に掲

載された作品をきっかけに、オスカー・ワイルド作『サロ

メ』の挿絵画家に抜擢されたことで、瞬く間に世界中に

広まった。繊細なタッチの中にひそむ洒落や反骨精神

が持ち味だが、その表現には当時の欧米で新たな芸術

様式として持て囃された浮世絵の影響が指摘されてき

た。展示作品のひとつ「マダム・シガールの誕生日」は

とりわけその影響が色濃いとされるが、横長の画面上

に水平に配置した東洋風の木々や鳥の装飾入りの黒枠

は、日本の絵巻物のような印象を与えるし、また人物が

細い線で細かに描きこまれている様子は、北斎漫画に

通じるものを感じさせる。本人曰く「ちょっとばかし日本

的」だが「全くのジャポネスクではない」というこの作風

の影響源については具体的にわかっていないが、パリ

遊学時代に浮世絵を目にしたか、あるいは所蔵してい

たという春画本を参照したのかもしれない。

冨士山アネット「DANCE HOLE」
3日19日(土)
ARTZONE（京都市中京区）

「うめだ文楽2016」
3月25日（金）－27日（日）

ナレッジシアター（大阪市北区）

「ビアズリーと日本」展
2月6日（土）－3月27日（日）

滋賀県立近代美術館（滋賀県大津市）

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　5 / 1 ▲ 5 / 31

図書室休室日：5月31日（火）

DANCE HOLEからの脱出

都会のど真ん中で味わう親子愛

ジャポニスムの里帰り
～浮世絵と大正期モダニズム
をつないだ挿絵画家～

ダンス

伝統

美術

高橋良明

北見真智子

サワシュ晃子

ントを想像していたが、予想外の経験であった。

だが終盤、その場にいないもう一人の誰かが降霊

術のようにDANCE HOLEに登場する。それは「私の大

切な人」である。だが関与は出来ない。仮想の世界に

現れた、一方通行の想像に過ぎない。どうしようもなく

ぽっかりと空いたこの寂しさが、案外、長谷川の扱いた

かった事なのかもしれない。

「自分のタイムラインには現れない、いま見えていな

い世界に目を向けてほしい。そんな思いがあった」と長

谷川は終演後に明かしてくれた。その通り、個人の視

界を様々な手法をもって拡張する、実験的な作品だっ

たと言えるだろう。ラストは、ダンスの本番に向けて参

加者が、各々の方法で入口に向かう。

その時後ろから送られた視線、それは誰のものだっ

ただろうか。

余談だが、例えば、もし参加者が一人だけだったら

どんな風だっただろう？ 一人だけのDANCE HOLEは

きっと寂しく、成立もしない。ただ、だからといって不完

全とは言いがたい。それはそれで完璧な時間になった

に違いない。何しろ観客はいないのだから。振り返ら

ず出て行ける勇気を、持てるかどうかは別として。
（3月19日17:00の回観劇）

ゲストと技芸員たちのトークショーがあるなど、親しみや

すさを感じさせる演出は好印象であった。

文楽（人形浄瑠璃）は太夫、三味線弾き、人形遣いが

一体となった芸能である。大阪・日本橋にある国立文楽

劇場を拠点として、全国で活動している。定例の文楽公

演や鑑賞教室では2～4作品ほどを3～4時間かけて上演

するが、「うめだ文楽」の構成は1作品を1時間程度で、し

かも20代から40代の若手技芸員によって務めるもので

あった。利便性もよく、社会人が見やすい時間帯も功を

奏したのだろう。会場に足を踏み入れると、国立文楽劇

場の半分ほどしかない客席は全て埋め尽くされ、老若男

女が開演を待ちわびている雰囲気は、ある種の新鮮味

を覚えた。

第二回となる今年のプログラムは『傾城阿波の鳴門　

十郎兵衛住家の段』。訳あって父母を探して巡礼を続け

ている幼い娘おつるのセリフ「父様（ととさん）の名は十

郎兵衞、母様（かかさん）の名はお弓と申します」は、よ

く知られたフレーズである。けれども公演記録を調べて

みれば、2012年9月の東京・国立劇場（小劇場）以前は

1998年6月の大阪・文楽劇場まで遡らなければならず、

大阪では思いのほか観賞の機会が少ない。全般に文楽

の文章は難しいと言われ、初めて聞くと理解しづらい部

分がある。また、武家社会の忠義や主従関係を背景にし

た内容は、現代の感覚では共有しづらい側面もある。し

かしながらナレッジシアターほどの広さだと、手の届きそ

うな距離で楽しむことができ、巡礼娘おつるをわが子と

知りながら、母親と名のらずに別れる場面などは心迫る

ものがあった。

もう一つの関心事は、昼夜2回で連続3日間、計6回を

同じキャスティングで務めた点である。同じ演目を繰り返

し行うことは試行錯誤を重ね、完成度を高める機会にな

り得ていたと思う。ただし別の見方をすれば、各回ばら

ついた仕上がりになることは否めず、客席との至近距離

がかえってわずかなミスをも目立たせてしまうなど、想像

以上に苦労が伺える。評者の目には苦行のようにも映っ

たが、ともあれ、満席の観客を相手に熱演を繰り広げる

技芸員たちの姿には頼もしさを感じたし、これからも諸

先輩にプレッシャーをかけるくらいの勢いで切磋琢磨し

つつ、文楽を盛り上げてほしいと願う時間を過ごせた。
（3月26日11時の回観賞）

ビアズリーの作品が本格的に日本で知られるようになっ

たのは、没後12年目、雑誌『白樺』での柳宗悦による紹介

がきっかけである。英国ではそのセンセーショナルな表現

が物議を醸したが、日本では当初、知識人層に新たな美と

して好意的に迎えられたのだった。そして、単純なモノトー

ンの配色とクリアなペンのタッチが当時の印刷技術に適し

ていたこともあり、改変、翻案した挿絵が量産されていく。

影響はここ関西でも色濃く見られた。大正期に阪神

間モダニズムの隆盛を牽引した存在の一つである大阪

のプラトン社発行の、雑誌『女性』と『苦楽』。その紙面

に、アール・デコ風の流れるようなボディラインをした女

性の挿絵を寄せたのが、図案家の山六郎と山名文夫で

あった。前者はビアズリーから退廃的で妖艶な女性イ

メージを、後者はそのモダンな雰囲気を受け継ぎ、当

時日本の流行の最先端をいく存在であった阪神間にふ

さわしい意匠へと昇華させた多くの作品を残した。

その後ビアズリー風のイラストは、広告やパッケージ

などのデザインとしても拡散し、大正期に典型的な表現

となった。背景には、モダニズムの時代である大正期日

本の求めた新たな美との絶妙な相性がある。かつて新

たな芸術であった浮世絵に影響された表現が、その故

郷日本で新たな芸術として影響源となる、わずか6年の

画家人生でビアズリーが残した功績はあまりに大きい。

たかはし よしあき／インタビュアー●「京都の演劇人にインタビュー 
頭を下げれば大丈夫」。今年は桜の早咲きに驚きました。
http://www.intvw.net/

きたみ まちこ／大阪音楽大学非常勤講師ほか●当日販売された公演パン
フレットには、出演した技芸員へのQ＆Aが掲載されていました。こどもの
頃の夢や入門のきっかけなど、文楽への思いが別の角度から楽しめる内
容でした。

さわしゅ あきこ／日本学術振興会特別研究員●英国のファッションに
おけるジャポニスムを研究していますが、先日ジャポニスム学会より、
今年度の若手奨励賞を頂きました。アカデミックでは自分にとって初め
ての受賞なのでとてもうれしく、今後の励みになりました。

撮影：Kazuya Kato

オーブリー・ビアズリー
《クライマックス》『ビア
ズリーによるオスカー・
ワイルド著「サロメ」の挿
画のためのドローイング
集』より
刊行年：１９０６年（初版：

１８９４年）
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展覧会企画のプロフェッショナルと聞けば、美術館や

博物館で働く学芸員がまず思い浮かぶのでは。そ

の職業は近年『学芸員を展示する』(栃木県立美術館、2016)と

いう企画展が開催されるほど注目されています。一方でそ

の職業をキュレーターと呼ぶ場合には、より広義に展覧会

を企画運営するものとして一般に認識されています。

そこで、「キュレータードラフト2017」はキュレーションの

役割が多様化し、キュレーターの活動の場も拡張する現

在、改めて現代美術のキュレーターを育成・支援したいと

考えます。今回は審査員にキュレーターの難波祐子氏を迎

えます。同氏は近著の中で現代美術のキュレーションを、

自身の経験を基に実務的な面を中心に仔細に紹介してい

ます。応募期間中に開催する関連企画では、難波氏から

キュレーターが展覧会というメディアを通して何を伝える

のか、というキュレーションの軸について、原久子氏（アー

トプロデューサー、大阪電気通信大学教授）をファシリテーターと

してお話しいただきます。審査を経て選出された展覧会案

は難波氏がアドバイザーとして実施に至るまでをフォロー

します。アーティスト・ランの潮流に対し、キュレーターによ

る企画の魅力を最大限に伝えることのできる、実験的かつ

先駆的な展覧会案をお待ちしています。

作品そのものではなくキュレーションに焦点を当てる珍しい公募展です。予
算書が必須というリアリティある条件に、応募者の手腕が問われています！ 
どのような案が届くのか非常に楽しみです。

平野春菜（アートコーディネーター）
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キュレータードラフト2017
募集開始：5月20日（金）　募集締切：6月6日（月）〔必着〕
審査：［一次審査］ 書類審査（6月上旬）  ［二次審査］ 面談（6月下旬）を経て入選者1名（組）を決定
審査員：難波祐子（キュレーター）
一次審査結果通知：6月中旬 ※二次審査日程は一次通過者に通知します
展覧会開催日程：2017年2月−3月の約1ヶ月間
展覧会会場：ギャラリー北・南
※詳細は募集要項・ウェブサイトをご覧ください ※イベント情報（P2）もご覧ください

［関連企画］トークイベント
「展覧会の作り方：キュレーションが伝えること」
日時： 5月29日（日）14:00−15:30　会場：ギャラリー南
出演： 難波祐子（審査員、キュレーター）、原久子（アートプロデューサー、大阪電気通信大学教授）
定員：30名
※入場無料・事前申込不要 ※トークイベント終了後、会場見学と応募についての質疑応答を行います

Seoul Dance Centerスタジオ（ソウル、韓国）

A4 Arts Center（成都、中国）

京都芸術センターが隔年で開催してきた公募企画「展覧会
ドラフト」を、今年度は若手キュレーターの発掘・支援を目
的とした「キュレータードラフト」としてリニューアルしました。
2017年2月に京都芸術センターのギャラリー北・南で開催す
る意欲的な展覧会案を募集します。

2 014年にスタートし、初年度は横浜市、泉州市、光州広

域市、2015年は新潟市、青島市、清州市、2016年は

奈良市、寧波市、済州特別自治道が選ばれました。そして、

2017年は京都市が内定しており、この3月に京都市は準備

委員会を立ち上げ、計画を進めています。現代美術、演劇、

舞踊、音楽、マンガ、アニメ等、多彩なプログラムで構成さ

れており、会場は、京都芸術センター、ロームシアター京都

など、京都市内各所を予定しています。

東アジア文化都市のモデルとなったのが、欧州文化首都

です。EU加盟国の中から選ばれた都市で年間を通してさま

ざまな芸術文化の行事が集中的に実施されています。京都

芸術センターが2014年に行った、3ヵ国の学生30名による

共同制作プロジェクト「フェルトシュテルケ・インターナショナ

ル」では、この欧州文化首都に選ばれたエッセン（ドイツ/2010

年）とマルセイユ（フランス/2013年）の2都市と連携しました。ど

ちらの都市も欧州文化首都事業の経験から文化芸術の素地

が厚くスムーズに協力体制をつくることができました。京都

芸術センターでは、東アジア文化都市に合わせ、「フェルト

シュテルケ・インターナショナル東アジア版（仮称）」の実施に

むけて新たな挑戦を始めます。

また、アーティスト・イン・レジデンス・プログラムでも、東ア

ジア文化都市にあわせた内容を予定しています。韓国のソ

ウル・ダンス・センターと、また中国・成都のA4コンテンポラ

リー・アーツ・センターとのエクスチェンジ・プログラムを計画

し、鋭意調整中です。

政治的に厳しい状況にある今日だからこそ、芸術や文化

を通して可能になることがあるのではないでしょうか。また東

アジアに焦点を置いてはいますが、グローバルな活躍をす

るアーティストが多いなか、そこから広く世界に目をむける

機会にもなるでしょう。今後の展開にご期待ください。

3月にレジデンス・プログラムの打合せとリサーチを兼ね中国・成都に行きま
した。黄砂の影響か空には靄がかかっていましたが、出会った人たちはみな
おおらかで優しかったです。 山本麻友美（チーフプログラムディレクター）

ユーラシア大陸の東の端、歴史的、地理的、文化的にも近く
て遠い3ヵ国、日本、中国、韓国。東アジア文化都市は、この
3ヵ国からそれぞれ一つの都市が選ばれ、三都市を中心に文
化芸術を通して友好的な関係を築くことを目指して行われる
文化事業です。現代の芸術文化や伝統文化のみならず、多
彩な生活文化に関連する様 な々事業が行われます。

若手キュレーターによる展覧会企画を募集!

東アジアでの相互理解を目指した
文化事業が始動

キュレータードラフト2017

東アジア文化都市2017

難波祐子 （なんば さちこ）
キュレーター。東京都現代美術館学芸員を経て、展
覧会などの企画運営をおこなうI plus Nを設立。著
書に『現代美術キュレーター・ハンドブック』『現代美
術キュレーターという仕事』（ともに青弓社）。企画した
主な展覧会に、『こどものにわ』（東京都現代美術館、
2010）、『呼吸する環礁―モルディブ−日本現代美
術展』（モルディブ国立美術館、マレ、2012）など。
札幌国際芸術祭2014プロジェクトマネージャー（学芸
担当）、ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014キュレーター、『“TOKYO”―見え
ない都市を見せる』共同キュレーター（東京都現代美術館、2015）。

PROFILE

撮影：Kenichi Aikawa

「展覧会ドラフト2015」 川村麻純『鳥の歌』　撮影：守屋友樹
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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

アーティストインタビューやイベント情報など
トピックが満載！


