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M a y a  W a t a n a b e

Videobrasilは、ブラジル・サンパウロ市で隔年開催されている実験映像の芸術祭です。南米を中心
にいわゆる第三世界とされる国々から先進的な映像作品を選出し、受賞者を世界各国のレジデン

スプログラムへ送り出すといった若手作家へのバックアップが充実していることが特徴です。今回招へ
いするマヤ・ワタナベは、2015年に開催された第19回Videobrasilで京都芸術センター賞を受賞しまし
た。今年の10月末から2017年1月初頭にかけての二ヶ月余り、京都で滞在制作を行います。

日本人の祖父を持つワタナベですが、彼女自身はアジア圏へ来ることは初めてとのこと。日本の映像
業界での関係を築くことも含めて、強い好奇心と熱意を持って日 リ々サーチに励んでいます。構想中の
プロジェクト名『EARTHQUAKES（地震）』とは、自然現象そのものではなく、映像作品内で起きるストー
リーの崩壊や断裂を意味すると彼女は話します。ワタナベの作品に共通するのは、時間軸の存在しな
い、不特定な場所に対する表現の追求です。マルチチャンネルを得意とし、エンドレスな閉じた世界に
よって静謐な心地良さを観客にもたらしてきました。今回新しく挑戦するプロジェクトでは、映像特有の
ループする時間軸を破壊しようと試みます。「地震」という言葉そのものが日本では異なるコンテクスト
を持つため、観客の反応も気になるようです。来日して日が浅いながらも、驚異のスピードで物事を吸
収してゆくワタナベのまなざしが何を映し出すのか、ご期待ください。

Mayaの楽しみは、週１回の京都芸術センターボランティア・スタッフと友の会有志による「茶の湯体験サロンいっぷく」のお稽古。さすがの鋭い観察
眼で、お作法を丁寧に真似ています。京都の和菓子にも興味津 で々、お薦めを待っています！ 平野春菜（アートコーディネーター）

京都芸術センターでは、アーティスト・イン・レジデンス・プログラムとして、異なる文化に触れることで新しい芸術表現を生
み出そうとする新進のアーティストや芸術分野の研究者等を受け入れ、滞在制作の支援を行っています。本年度より新しく
実施するブラジルの映像芸術祭Videobrasilとの連携プログラムでは新進気鋭のペルー人映像作家、マヤ・ワタナベを招
へいします。

アーティスト・イン・レジデンスプログラム2016
京都芸術センター × Res Artis/Videobrasil
Maya Watanabe 成果発表展
日時：2017年1月７日（土）－2月19日（日）
 10:00－20:00
場所：ワークショップルーム2
※入場無料、会期中無休
※関連イベントの情報はウェブサイトにて発表予定
※イベント欄（P2）もご覧ください

Maya Watanabe （マヤ・ワタナベ）

映像作家。リマ（ペルー）出身。マドリッド（ス

ペイン）とアムステルダム（オランダ）を拠点
としている。南米を代表する新進気鋭の
映像作家として、数多くのインディペンデ
ント映画祭やアートフェア映像部門へ出

品。主な展覧会に、個展『El Péndulo』（El Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos、チリ、2016）、グループ展『Do Disturb』（Palais de 

Tokyo、フランス、2015）など。ワークショップや舞台美術も手がける。

PROFILE

Maya Watanabe 《A DESERT》 (2016)

Maya Watanabe 《PENDULUM》 (2013)

Maya Watanabe 《OUTLINES / EL CONTORNO》 (2013)

Maya Watanabe 《SCENERIES》 (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
※各種年齢別・学生料金は要証明書呈示

美術

『肉とヴェール 清田泰寛・神馬啓佑二人展』
会期： 12月3日（土）－25日（日）

 10:00－20:00 ※入場無料・会期中無休
会場： ギャラリー北・南
主催：「肉とヴェール」展実行委員会

［関連企画］

アーティスト・トーク
日時： 12月4日（日）14:00
会場： ギャラリー北・南（集合:ギャラリー南）

料金： 無料
ゲスト：法貴信也（画家）
※事前申込不要

レクチャー「絵画と時間」
日時： 12月17日（土）14:00－16:00
講師： 林道郎（美術史・美術批評）

会場： ミーティングルーム2
料金： 無料
定員： 30名
※要事前申込

アーティスト・イン・レジデンスプログラム2016
Maya Watanabe 成果発表展
会期： 2017年1月７日（土）－2月19日（日）

 10:00－20:00 ※入場無料・会期中無休
会場： ワークショップルーム2
※Topic01もご覧ください 

伝統

ロームシアター京都オープニング事業
五感で感じる和の文化事業 創生劇場

『やわらかなかぐら』
「神楽」をモチーフに現代、古典さまざまな分野
の出演者とつくる「かぐら」。川のほとりのこども
たちだけの村が舞台の、ふしぎな物語。
日時： 11月26日（土）

 受付15:00 開場15:30 開演16:00
会場：ロームシアター京都 サウスホール（左京区）

演出・美術： 杉原邦生（KUNIO）

脚本：いしいしんじ（作家）

脚色：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）

出演：茂山良暢、山口耕道、森田真和、田中真之、
大駱駝艦（我妻恵美子、高桑晶子、鉾久奈緒
美、藤本梓、梁鐘譽、伊藤おらん、齋門由奈）、
岩下徹 ほか

箏曲： 横山佳世子 ほか
能管： 左鴻泰弘
料金： 一般前売2,500円、U25前売2,000円
 高校生以下前売500円（各当日券は500円増）

KAC Performing Arts Program 2016 / 
Traditional Performance
継ぐこと・伝えること57 「浪曲×ブルース」
浪曲師・京山幸枝若と、ブルースバンド「憂歌団」
のリードヴォーカル・木村充揮を迎え、実演とトー
クを通して浪曲とブルースの魅力に迫ります。
日時： 12月3日（土）受付14:00 開場14:30 開演15:00
会場： 講堂
出演： 京山幸枝若、木村充揮
司会： 橋本裕之（追手門学院大学教授）

料金： 前売1,800円／当日2,000円
 高校生以下500円（要証明書提示）

五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ
第3回「舞踊ア・ラ・カルト」
日時： 12月10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（先着順／要事前申込）

素謡の会「世うつしの鏡」 第3回『葵上』
素謡による謡曲『葵上』の上演、および戯曲『近
代能楽集』の「葵上」のリーディング。
日時： 12月14日（水）開場18:30 開演19:00
会場： 大広間（待合：講堂）

出演： 味方玄、吉浪壽晃、味方健、田茂井廣道、
広田ゆうみ、澤雅展、前田愛美 ほか

料金： 前売1,500円／当日1,800円
定員：100名（先着順／要事前申込）

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第42回「踊り念仏を知る」
六波羅密寺で行われる踊り念仏（空也踊躍念仏厳
修）の見学と解説を行います。
日時： 12月21日（水）15:00－17:00
集合：14:50 カフェ ヴィオロン（東山区）

会場：六波羅密寺
講師：相原進（立命館大学産業社会学部、四天王寺

大学人文社会学部非常勤講師）

料金：500円（ドリンク代として）

定員：20名（先着順／要事前申込）

明倫茶会

「遠音にさそわれ竹づくし」
茶道具にも尺八にも欠かせない素材である

「竹」に着目し、竹林の中の野点のような雰囲
気の中、演奏とお茶でお迎えします。
日時： 12月11日（日）13:30／15:30
会場： 大広間
席主： 岡田道明（琴古流尺八奏者）

内容： 抹茶とお菓子
定員： 各席40名（先着順／要事前申込）

料金： 1,000円

音楽

KAC Performing Arts Program 2016 / Music
風水のこえをきく#2
山崎阿弥 『声の徴候 ｜ 声を  声へ  声の  声と』
re:verb
会期： 12月17日（土）－2017年1月22日（日）
 10:00－22:00 ※和室「明倫」は20:00まで
  ※12月28日（水）－１月4日（水）休館
会場： 北館スロープ1階－3階、和室「明倫」
作家：山崎阿弥

re:cite
日時： 2017年1月20日（金）

 開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 山崎阿弥（Vo）、石川高（笙）、森重靖宗（Vc）

料金： 一般前売2,000円／当日2,500円
 学生1,500円（前売・当日共）
※チケット発売開始12月17日（土）
※Topic02もご覧ください 

明倫レコード倶楽部［其ノ62］
「白の会」
日時： 12月18日（日）16:00－18:00
会場： 講堂
講師： いしいしんじ（作家）

曲目： ビング・クロスビー「ホワイト・クリスマス」
ほか

定員： 100名（先着順／要事前申込）

料金： 500円（1ドリンク付）

ダンス

KAC TRIAL PROGRAM Vol.1 DANCE
〜若手振付家による作品創作〜 試演会
日時： 12月4日（日）開演13:30
会場： フリースペース
振付家：アグネス吉井（KEKE・白井愛咲）、ア

ベル・コエリョー、田村興一郎、辻本佳、
橋本匠 

料金： 無料
定員： 80名（先着順／要事前申込）

アフターラウンジ：500円（ドリンク付）
※Topic03もご覧ください

トークイベント

連続講座第3回「プロフェッショナルに聞く！
〜文化庁移転と文化芸術の未来〜」
日時： 12月13日（火）19:00－20:30
会場： 講堂
ゲスト：ディラン・カスバート（有限会社キュー・ゲー

ムス代表取締役）、飯田和敏（立命館大学映
像学部教授）

ファシリテータ―：平竹耕三（京都市文化芸術政策監）

料金： 無料
定員： 200名（先着順／要事前申込）

公益財団法人京都市芸術文化協会
創立35周年記念事業

「京
みやこ

の文化絵巻Ⅱ〜The Talk 〜」
トークイベント第3弾は、1月に展覧会を控えた
作家ふたりの素顔に迫ります。
日時： 12月18日（日）14:00
会場： フリースペース
料金： 無料
出演： 村山明（木工芸家・人間国宝）、伊勢信子

（立体造形作家）

進行： 松尾惠（MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w）

定員： 80名（要事前申込／先着順）

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）
※詳細はウェブサイトをご覧ください

日置あつし「着物の所作体験」
独自の視点で分析した着物と身体の関係性を、
実際に浴衣を羽織って体験する。

日時： 12月1日（木）
 15:00－16:30（着替え時間含む）

会場： 制作室５
定員： 15名
対象： 着物での所作に興味がある方
持物： 浴衣、足袋あるいは親指が分かれた靴下

劇団ショウダウン
「台本交流コミュニケーション講座」
台本を見ながら、役になりきって読み合わせを
行い、芝居を作ります。
日時： 12月3日（土）12:00－14:00
会場： 制作室11
定員： 10名
対象： 中学生以上
持物： 声に出して読んでみたい台本、本など。
 上履き、タオル、飲み物、筆記用具
※動きやすい服装でお越しください

辻本佳「柔道からダンスを見つめる」
「掴む」「投げる」を基本に、柔道の動きからダン
スを探します。
日時： 12月3日（土）15:00-17:00
会場： 制作室6
定員： 10名
対象： 柔道、ダンスの経験不問
※動きやすい服装でお越しください

むらたちひろ
「ロウケツ染め体験ワークショップ」
日時： 12月11日（日）13:00／15:00
  ※各回1時間程度
会場： 制作室２
料金： 800円（材料費）

定員： 各回4名
対象： 中学生以上
持物： エプロン
※汚れても良い服装でお越しください

山／完全版「いきいき影絵」
影絵や映像を作りながら音のセッションをし、身
体のある空間を作ります。
日時： 12月13日（火）19:00-20:30
会場： 制作室12
定員： 10名

林俊作「公開制作 “Painting Animating"」
横10mにおよぶ絵画の作業現場と、同時進行
で制作中のアニメーションを公開します。
日時： 12月18日（日）13:00－15:00
会場： 制作室１
定員： 20名

したため
「北上する前の『棲家』公開通し稽古」
したためが仙台で行うリーディング公演『棲家』

（作：太田省吾／演出：和田ながら）の通し稽古を公開。
日時： 12月18日（日）19:00-20:30
会場： 制作室12
定員： 20名

発表支援事業（共催事業）

映画『躍る旅人-能楽師・津村禮次郎の肖像』
公開記念イベント「越境する身体」
本作の関西上映にあたっての記念トーク・イベント。 
日時： 12月2日（金）開場18:30 開演19:00
会場： ミーティングルーム2
料金： 事前予約500円／当日700円
ゲスト：津村禮次郎、砂連尾理、関典子
ナビゲーター：上念省三、三宅流
主催・問合せ：究竟フィルム 　
　E-mail：info@nagaru-miyake.com

荒木優光『煙にまかれたアーカイブス』
音を主体とした作品群を発表。会期中、イベン
トやパフォーマンスも開催。
日時： 12月8日（木）－11日（日）11:00－21:00
会場： フリースペース
※入場無料

［関連企画］
プレオープニングイベント”NoMC”
日時： 12月7日（水）18:00－
会場：フリースペース
DJ：oboco（ラッパスピーカーDJ）

LIVE：madegg、NEW MANUKE
料金：1,500円（前売・当日共）

予約・問合せ：アーカイブスペイ
　E-mail：archivespay@gmail.com
※その他の関連イベントの詳細は、ウェブサイトをご

覧ください

Gen―はじまりとおわり―
日本画専攻出身の作家10名による展覧会。
会期： 12月16日（金）－25日（日）12:00－20:00
  ※入場無料・会期中無休
会場： 大広間
作家： 川田基寛、後藤吉晃、社本奈美、夛山祐子、

滑川道広、西澤康子、長谷川雄、前田龍一、
山本真澄、山本雄教

［関連企画］
ギャラリートーク
日時： 12月17日（土）14:00－15:30
会場： 大広間

主催・問合せ：Gen
　TEL：080-5350-6032
　E-mail：gen.since2010@gmail.com

状況のアーキテクチャー
リサーチプログラム—Around the Terrace
第一部「芸術と大学の設計」
第二部「アート×教育×コミュニティ」
日時： 12月16日（金）開場18:30 開演19:00
会場： フリースペース

講師： 相馬千秋（アートプロデューサー／NPO法人
芸術公社代表理事）、田中功起（アーティスト）、
橋本裕介（KYOTO EXPERIMENTプログラム
ディレクター）、藤田瑞穂（京都市立芸術大学
ギャラリー@KCUA学芸員）山本麻友美（京都
芸術センター チーフプログラムディレクター）

進行： 高橋悟（美術家／京都市立芸術大学教授）

定員：100名（事前申込不要）

ライブイベント 「ラップ×ケア×アート」
日時： 12月17日（土）開場16:30 開演17:00
会場： フリースペース
出演： Shing02（ヒップホップMC、音楽家）、財団

法人たんぽぽの家、高橋悟（美術家／京都
市立芸術大学教授）、倉智敬子（美術家／京
都市立芸術大学非常勤講師）

料金： 無料
※事前申込不要

問合せ：京都市立芸術大学 教務学生課
　　　　人材育成プログラム担当
　E-mail：art-m@kcua.ac.jp 

夕暮れ社弱男ユニット
『僕たちは、世界を変えることはできない』
「芸術は戦争を変えられるか」に向き合う現代劇。
日時： 12月23日（金・祝）、24日（土）15:00／19:00★

25日（日）15:00
★アフタートークあり

会場： フリースペース
料金： 一般前売3,000円／学生2,500円
 （各当日券は500円増）

主催・問合せ：夕暮れ社弱男ユニット
　E-mail：yowaotoko_unit@yahoo.co.jp

制作支援事業

fullsize『微熱ガーデン』
とある地方都市に住む大学生らの生きていこう
とする切実さを繊細に描きます。
日時： 12月  8日（木）、9日（金）19:15
 10日（土）14:00／18:00
 11日（日）14:00    
会場： スペース・イサン（東山区） 

料金： 一般1,800円／ペア3,200円／U25 1,200円
問合せ：fullsize
　TEL：050-3709-9538（fullsizeまで）　　　　
　E-mail：fullsize.kyoto@gmail.com　

劇団しようよ『CEREMONY』
多田淳之介の作品を原案に、創作に挑戦します。

日時：12月  8日（木）20:00（S）

 9日（金）19:00（F）

 10日（土）15:00（F）／19:00（F）

 11日（日）11:00（F）／15:00（F）

 12日（月）12:00（S）／15:00（F）
  ※F：フルサイズver.／S：ショーケースver.
会場： アトリエ劇研（左京区）　　　
料金： フルサイズver. 2,500円（当日券は500円増）

 高校生500円（前売・当日共）

 ショーケースver. 一律1,000円
 フルサイズ・ショーケースセット3,000円
問合せ：フリンジシアタープロジェクト
　TEL：075-276-5779       
　E-mail：gkd_444@yahoo.co.jp

『繻子の靴―四日間のスペイン芝居』
ポール･クローデル作「禁じられた恋」の壮大な
四部作、日本初演！ 
日時： 12月10日（土）、11日（日）開演11:00
  ※両日とも一挙通し上演
会場： 京都芸術劇場 春秋座（左京区）

料金： 一般6,500円、シニア（60歳以上）6,000円
 U25 3,000円
問合せ：京都芸術劇場チケットセンター　　　
　TEL：075-791-8240　　

セレノグラフィカ「やまめとまんてんvol.3
〜星空カーニバル〜」
セレノグラフィカの新作、地元小学生のダンス、ワー
クショップ参加者のダンスの三本立ての公演。
日時： 12月10日（土）開場13:30 開演14:00   
会場： 川根本町文化会館(静岡県榛原郡川根本町)

料金： 大人1,000円／小中高生500円　
  ※未就学児無料
問合せ：川根本町文化会館
　TEL：0547-59-3106

ソノノチ『絵本から演劇をつくる』プロジェクト
『２人の「つながせのひび」』
ソノノチがオリジナル絵本の制作と、それを原
作とした舞台作品を上演します。
日時： 12月14日（水）－25日（日）
 （月曜休館／延べ11日間17ステージ）

※各開演時間はウェブサイトでご確認ください
※期間中、絵画展示も同時開催

会場： gallery make［つくるビル] （下京区)

料金： 観劇チケット2,000円（前売・当日共）

 絵本付きチケット3,000円（前売のみ）

問合せ：ソノノチ
　TEL：090-9610-9129　　　　　
　E-mail：info@sononochi.main.jp

京都市交響楽団×京都芸術センター
「Kyo×Kyo Today vol.7」
日時： 2017年2月1日（水）

会場： 講堂
曲目：サラサーテ「チゴイネルワイゼン」
 ブラームス 「ハンガリー舞曲 第1・5・6番」
出演： 中野志麻、片山千津子、小田拓也、

渡邉正和、出原修司、筒井祥夫、中野
陽一朗、ハラルド・ナエス、中山航介

料金： 一般前売1,800円／当日2,000円
 学生1,000円（前売・当日共）
チケット取扱：京都芸術センター、チケッ

トぴあ（Pコード：314-967）

第244回 市民狂言会
茂山千作・千五郎、襲名おめでとう！ 公演
日時： 12月2日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）

演目： 鎌腹、合柿、祐善、伯母ヶ酒
出演： 茂山七五三、あきら、千三郎、
 千五郎（正邦改メ）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：453-105）

※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

※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

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

テーマ：「アジア回廊」、「驚愕と陶酔」
募集分野：ダンス、演劇、音楽、美術、

伝統芸能、その他

「冬休み芸術体験教室」参加者募集
「写真をとって、俳句をつくる教室」
講師：［写真］小林達也、木村充宏
　　　［俳句］岡村美江
日時： 1月5日（木）、7日（土）14:00－16:00
会場： 講堂
受講料：無料
対象： 京都市内に在住又は京都市内の学

校に在学する小学１年生～中学３年生
（両日参加できる方）

定員： 20名
※経験の有無は問いません
※応募多数の場合は抽選
※制作した作品を館内で展示予定
申込方法：往復はがきに、教室名、住所、氏名・

ふりがな、学校名・学年、電話番号、保
護者名を明記の上お申し込みください

締切： 12月10日（土）〔消印有効〕

アートマネージメント研修プログラム
2016 〜古典芸能編〜
多領域にわたる文化・芸術の意義や必要性
を理解し、多様な切り口で企画・運営するた
めの人材を育成することを目的とした研修
プログラム。初回となる今回は、能楽、茶道、
いけばなについての講座、ワークショップ、
ディスカッションを行います。
対象： 全国の美術館、博物館、ギャラリー、

劇場等文化施設に勤務する担当職
員、制作者、研究者あるいはアートマ
ネージメントを学んでいる人

期間： 11月30日（水）－12月3日（土）

申込締切：11月25日（金）〔必着〕

定員： 20名
※参加無料
※一部のみの参加も可

KAC TRIAL PROJECT 2017
Co-program ｜ 共同制作・共同開催・
共同実験 プラン 募集
企画内容から広報、運営、発表まで京都芸
術センターと共同で行う先駆的かつ実験的
なプランを募集。支援内容や分野に応じて4
つのカテゴリーから選んで応募してください。
応募期間： 11月15日（火）－12月15日（木）

　　　　　20:00〔必着〕

事業実施期間：2017年4月1日（土）－
　　　　　　　2018年3月31日（土）

詳細は京都芸術センターで配布中の募
集要項および応募用紙をご確認くださ
い。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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［明倫WS］山／完全版「いきいき影絵」

［共催］Gen—はじまりとおわり— ［関連企画］ギャラリートーク

明倫茶会「遠音にさそわれ竹づくし」

［共催］『肉とヴェール 清田泰寛・神馬啓佑二人展』

［共催］『肉とヴェール 清田泰寛・神馬啓佑二人展』
［関連企画］アーティスト・トーク

KAC Performing Arts Program 2016 / Traditional Performance
継ぐこと・伝えること57 「浪曲×ブルース」

五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ 第3回「舞踊ア・ラ・カルト」

KAC Performing Arts Program 2016 / Music 風水のこえをきく#2
山崎阿弥 『声の徴候 ｜ 声を  声へ  声の  声と』（12/17－2017/1/22）

明倫レコード倶楽部［其ノ62］ 「白の会」

公益財団法人京都市芸術文化協会 創立35周年記念事業
「京の文化絵巻Ⅱ～The Talk ～」

連続講座第3回「プロフェッショナルに聞く！
～文化庁移転と文化芸術の未来～」

KAC TRIAL PROGRAM Vol.1 DANCE ～若手振付家による作品創作～ 試演会

［明倫WS］日置あつし「着物の所作体験」

［明倫WS］辻本佳「柔道からダンスを見つめる」

［共催］映画『躍る旅人-能楽師・津村禮次郎の肖像』公開記念イベント「越境する身体」 ［共催］状況のアーキテクチャー リサーチプログラム —Around the Terrace

［共催］Gen—はじまりとおわり—

［共催］夕暮れ社弱男ユニット 『僕たちは、世界を変えることはできない』

［共催］荒木優光『煙にまかれたアーカイブス』
［関連企画］プレオープニングイベント”NoMC”

［明倫WS］むらたちひろ 「ロウケツ染め体験ワークショップ」

［明倫WS］したため 「北上する前の『棲家』公開通し稽古」

素謡の会「世うつしの鏡」
第3回『葵上』

五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ
第42回「踊り念仏を知る」

［共催］『肉とヴェール 清田泰寛・神馬啓佑二人展』
［関連企画］レクチャー「絵画と時間」

［共催］状況のアーキテクチャーライブイベント
「ラップ×ケア×アート」

［明倫WS］林俊作「公開制作 “Painting Animating"」［明倫WS］劇団ショウダウン「台本交流コミュニケーション講座」

［共催］荒木優光『煙にまかれたアーカイブス』
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本展覧会は、文化庁の新進芸術家海外研修制度を

利用して国外に滞在し、研鑽を積んだアーティストた

ちの成果発表展という形式であった。と、このような事

前情報を得ると、彼らの作品の中に見出されるであろ

う「海外経験」の痕跡や「異国情緒」を、鑑賞者は無意

識のうちに期待してしまうかもしれない。しかしながら、

この展覧会の出展作品においては、単なる「異国風」

の主題や制作手法が前景化されることはなかった。む

しろ、作者と鑑賞者双方にとっての「ここではないどこ

か」の影が、明示的ではない仕方で見え隠れするので

ある。これによって、一般的に私たちが他者と相対する

ことのリアリティーが、かえって濃密に示されていたよ

うに思う。

その象徴的な作品が、ギャラリー南に展示されてい

た小金沢健人の映像《Lost in Delhi》であった。本作

品において小金沢は、インドの街路を徒歩や車で移動

しながら、雑誌か広告の切り抜きと思われる顔写真を、

道行く人びとの顔にはめ込むようにかざしていく。ある

人は好奇の目を向け、ある人は怪訝な顔でこちらを見

つめる。作家が「街を撮影しながら歩くためのペラペラ

なバリヤー」と呼ぶこの即興的遊戯によって映し出され

るのは、自分の手持ちの／既知のイメージを相手に当

てはめ、理解や交流ができたかのような錯覚に陥る私

たちの姿であるだろう。その映像の傍らでは、鬼頭健

吾による立体作品《Interstellar》を見ることができた。

白塗りの少年たちが登場し、深く息を吸う。客席は静

まり、それまで意識していなかった風景に気づく。子供の

遊ぶ声。近鉄電車の通過音。モズの高鳴き。前方には生

駒山。開演前に降り出した雨もどうやら止みそうだ。劇

団維新派の上演では、いつも舞台となる「今・ここ」が自

然と立ち上がる。それは、松本雄吉亡き後も同じだった。

維新派特有の世界だ。

やがて辿り着くのは東南アジアの島々。南洋開拓を夢

見た日本人たちの姿が描かれる。フィリピン・ベンケット

で道路を建設する者。マニラ麻を栽培する者。鳥の密猟

を企て、サイパンに店を構えた者。彼らの見た夢は、自

分たちにとって住みよい「ここ」を建設する試みでもある。

しかし、彼らが30年かけて造り上げた夢も、第二次世界

大戦においてすべて無に帰してしまう。彼らがたびたび

用いる「ここはどこですか」という言葉は、居場所を失っ

た人々の苦悩の叫びへと代わってしまう。

私たちはどこから来てどこへ行くのか。維新派は舞台

となる土地の謂れをなぞりながら、広大な地図を描き私

たちを圧倒させてきた。しかし、彼らの旅に終わりはあ

るのだろうか。死後の生まれ変わりを示唆させるラスト

の場面。「覚えている。覚えていて」という女性たちの言

葉に亡き松本とこれが最後となる維新派の姿を重ねる。

「おーい」と彼方へ叫ぶ維新派の役者たち。万物が流転

するように旅の終点はまだ先なのかもしれない。照り映

えたススキを海原に見立て、航海は続く。

この維新派の最終公演は松本が長らく待望していた

奈良・平城宮跡で行われた。これまでの作品においても、

維新派は「ここ」を起点としながら「いつか・どこか」へと私

たちをいざなった。『アマハラ』は、岡山県・犬島で2010

年に行われた『台湾の、灰色の牛が背のびをしたとき』を

再構成した作品である。観客は西へと向けられた巨大な

廃船の乗組員となりながら、彼らとともに旅をする。しか

し、様 な々潮の流れのある瀬戸内の島に対して本作は海

のない奈良。おなじみの変拍子に挟まれた「もっとずっと

ずっと遠く」という言葉が印象に残る。どこかへ向かおう

とする意志は、これまでの作品よりも強く感じられる。

流木でリズムを刻む。砂浜に打ち上げられた貝や手

紙の瓶、ハングルや中国語で書かれた漂着物。はるか

彼方からやって来たモノによって、この場所が様々な文

化の渡来したシルクロードの終着点であることが示され

る。平城宮跡からはるか4500キロ南へ向かうシーンは

見応えがあった。星をたよりに島から島へ。ツバメの渡

りや漂着物であるモノの移動に、帆船に乗った人間たち

の姿が重ねられる。人間やモノ、自然が等しく扱われる

維新派は日本の演劇史においても稀有な劇団であ

る。釘ひとつ残さずに去る維新派のこと、上演もまた束

の間の夢のようなものだ。しかし、広大な地図を道標に、

つま先と踵で力強く地面を踏みしめる役者たちの姿を私

はこれからも覚えている。 （10月16日、20日観劇）

DOMANI・明日展 PLUS×京都芸術センター
―文化庁新進芸術家海外研修制度の成果

『ワームホール・トラベル―ゆらぐ時空の旅―』
9月17日（土）－10月16日（日）

京都芸術センター（中京区）

維新派『アマハラ』
10月14日（金）－24日（月）

平城宮跡（奈良県奈良市）

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　12 / 1 ▲ 12 / 31

図書室休室日：12月27日（火）

他者と出会いそびれること

広大な地図の向こうへ 

美術

演劇

雁木聡

須川渡

アクリル絵の具に覆われた巨大なカンバスの上で、誘

惑的に光を放つ輪っか状のLEDライトは、どこかへと通

じる穴のようでもあり、小金沢の作品世界との奇妙な

呼応を見せていた。

もう一方の会場・ギャラリー北でまず目を引いたの

は、長坂有希《手で掴み、形作ったものは、その途中で

崩れ始めた。最後に痕跡は残るのだろうか。01_アン

ガス》であった。作家自身がパブで出会った写真家を

回想する語りの中で、歴史上様々な形で姿を現してき

た「アンガス」の物語が紡がれる。ケルト神話の登場人

物から海底探査装置、そして牛の品種に至る「アンガ

ス」と名付けられたものたちについての作家の語り口

は、しかしながら、よく訓練された朗読者のそれではな

い。淡 と々した口調の中に表れる、言い間違えや言い

よどみが、ほどよい現実感を作品に付与していた。

最後に触れたいのが宮永愛子である。彼女の代

表的作品とも言えるナフタリン製のトランク型オブジェ

《手紙》はさることながら、ここでは《はじまりの景色》

も注目に値する。反転された文字と異国の風景写真

が、旅行日記のように壁面に貼り付けられたこのシリー

ズは、「グローバル化」の喧しい大合唱から一歩身を引

いた芸術のあり方を提示している。

こうした4人の作品を通して、他者と出会うこと／出

会いそびれることの生 し々さへと鑑賞者を誘う本展は、

静かな成功を収めていたとは言えないだろうか。

かりき さとし／高等学校教員●来年2月に京都・ARTZONEにて開催予
定の韓国人作家の展覧会に向け、準備を進めている今日この頃。英語
を教える立場にありながら、コミュニケーションを取るための悪戦苦闘は
相変わらず、まだまだ英語に翻弄される日 は々続きそうです。

すがわ わたる／大阪大学招へい研究員●維新派の作品にたびたび登場
する主人公と同じ名前だったのは、気恥ずかしくも嬉しい思い出となりま
した。公演のたびに一緒に旅をさせてもらったと思っています。本当にあ
りがとうございました。

撮影：木奥惠三

撮影：井上嘉和

きっと“表現”を突き詰めるとシンプルへと帰結す

る。その行程において、意図や文脈は多層的になり、

複雑に入り組んだりもするが、それらを受け止めた上

でシンプルへと向かうことになる。例えば、今年10月

に発表されたボン・イヴェールの新作は、フォークや

カントリーなどアメリカのトラディショナルな音楽を出

発点としながら、現行の電子音響～アンビエント／ド

ローンの創造性も平行していて、という多重構造であ

りながら純化された、まさに更新された音楽となって

いる。そういえば、今年のフジロックで目撃したボア

ダムスのステージもまた、肉体的な動きがそのまま音

楽へと向かう、という原初的な部分とジューク／フット

ワークの流れを汲むエレクトロニック・ミュージックの

最新型とが調和された体験だった。ここにもまたシン

プルな昂揚がみなぎっていた。

このボアダムスのコアメンバーであるYOSHIMIOの

リーダーバンドがOOIOOだ。ここ数年は、滞空時間の川

村亘平斎、濱元智行という二名をガムラン隊に迎え、民

族音楽のミニマルな連なりとアヴァン・ロックが複雑な

アンサンブルのうちで溶け合う、というオルタナ・エスノ・

ミュージックを推し進めていたが、その体制をリセットする

ことで得たものは、直線的な鋭利さを持った心地だった。

IT RUNS ON LOVE AND OOIOO ON 2O16
10月7日（金）

シャングリラ（大阪市北区）

この潔さは、諦観だろうか

音楽

中谷琢弥

この秋からドラマーが新しくなったことで（このメン

バーでライブを行うのはこの日で2度目）、その音楽は、同

じ曲ではあるものの、表情すら改まっていた。新メン

バーのMISHINAはジャズドラム出身とのことで、その

ストイックな、乾いたドラム音が一因か。それにしては

全体の鳴りも如実に変化していて、言うなればこれま

であったようなトランス感やサウンドジャーニーといっ

た、ある種わかりやすさのある（没頭の装置としての）音楽

体験ではなく、その場そのもの、音楽そのものと向き合

うという試みだ。多くの音楽は聴く側のパーソナルな

思いと呼応することでさらに輝きを増すものだが、今

のOOIOOにはそれすらない。オーディエンスと一体に

なったり、相互のエネルギーの行き来があったり、そう

いったものは、極力ない。熱量は増大していくのに平

熱なものとして進む、そこには純粋に音楽があるのみ。

この潔さは、諦観だろうか。

根源的な部分を凝視しながら、時代の潮流のなかで

アップデートさせていくと、いつしかそれは音楽そのも

のへと到達していた。物語（ストーリー）が殊更に強調さ

れる最近だけど、だからこそか、それを超えてくるシン

プルな瞬間と対峙する興奮は、計り知れない。

なかたに たくや／ライター●維新派、見届けてきました。千秋楽に駆け
つけることができてよかった。息を飲む、素晴らしい時間の連続でした。

年末年始休館のお知らせ
期間：12月28日（水）－2017年1月4日（水）
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声のアーティストであり美術作家でもある山崎阿弥は、空間に眠る

もの、見えない／聞こえないものたちの気配を声によって捉えま

す。山崎にとって、声とは言葉の意味を伝達する音であるだけでなく、光

や色、香り、温度、味といったものと同様に人に直截に働きかけるもので

あり、時間を越えて残響するメディウムでもあります。

「声の徴候 ｜ 声を  声へ  声の  声と」では、「re:verb」と「re:cite」と題

して、2つの異なるフォームの音空間を形作ります。「re:verb」は、声に触

れる／触れられるような響きと感触を山崎の声（録音）で作り出すインスタ

レーションです。「re:cite」では、山崎阿弥（声）・石川高（笙）・森重靖宗（チェ

ロ）の３者が、世界を巡り漂うものを「結露」させるように音を奏で、私たち

と時空を共有するパフォーマンスを行います。

声を媒介として空間と人間を溶け合わせ、存在や感覚の裸型を兆すこ

とを試みます。

若手芸術家が創作過程を「試演」というかたちで
公開し、観客とともに作品を育てていく「KAC 

TRIAL PROGRAM」。初めての開催となる今回は、ダン
ス（身体表現）作品の公募を行い、全国各地から集まった
作品プランから、以下の5組による作品を選出しました。

橋本匠は演劇、美術、ダンス、あるいはラップな
どの多様な表現を、独自のセオリーに基づき変形
展開しています。今回は「ひらがな」の成立に焦点
をあて、文字による表現と身体性について、ユーモ
アと意外性にあふれる探求を行います。

京都を拠点に活動し、2016年にはやなぎみわス
テージトレーラープロジェクト『日輪の翼』にも出演し
て注目を集める辻本佳。柔道経験からくる身体操作
法を発展させてきた彼は、フィールドワークをもとにし
た自然信仰について行ってきた、これまでの継続的
な試みを短編に凝縮して上演します。

同じく京都を拠点とする田村興一郎は、様 な々施
設やイベントでダンスの楽しみを伝える活動と並行
し、横浜ダンスコレクション等では振付家としても
成果を挙げています。今回は「庭」をテーマに、身
体の実感とそれを俯瞰する視点から、現代社会に
漂う虚無にアプローチします。

東京の新進ユニット「アグネス吉井」の白井愛咲と
KEKEは、既存の美的尺度におもねることない不思議な
味わいのデュオ作品を構想。新種の生物に出会ったと
きのような、微細な感覚を際立たせる踊りを試演します。

ブラジルからハワイに渡り身体表現を学んだアベ
ル・コエリョーは、音楽家・藤家渓子とのコラボレー
ション作品を制作。ハムレットのモノローグを手掛か
りに、ダンスと発話にかかわる多層性に注目し、多

面的な身体と声を現前させようとしています。
試演会では、上演終了後に感想をシェアします。

観客のみなさんの感想や意見を交換することで、
作品の可能性を探り、気付かなかった作品の魅力
や、新たな方向性を展望します。ドリンクを片手に
作家と、あるいは観客同士で気軽に交流できる場
をご用意しています。

試演する作家は、それぞれの問題意識をもとに、
観客の率直な感想を期待しています。難しい意見や、
専門的である必要はありません。まだ発展途上の作
品をみて、観客のみなさんが感じた空気、味わった感
触、想像した出来事や思い出した記憶……それらの
声を受け止め、作品は育っていきます。作家たちの試
みと、観客のみなさんの視線と声の混じり合うところ
から、新たな「ダンス」が大きく渦巻き始めます。
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声の徴候 ｜ 声を  声へ  声の  声と

KAC TRIAL PROGRAM Vol.1  DANCE
〜若手振付家による作品創作〜 試演会

KAC Performing Arts Program 2016 / Musicのテーマは「声」と「風水」。昨年度の
音楽事業では「吹く」「叩く」「撥く」という「演奏行為」をキーワードに、音楽と身体性の
関係をさまざまな角度から提示しましたが、今年度はその延長として人間の最も原初
的な演奏行為である「声」に焦点を当てた3つの企画をお届けします。それぞれの公
演では、風水の基盤となる時間と空間の秩序に基づいてプログラムが構成されます。

TO P I C  03

KAC Performing Arts Program 2016 / Music
風水のこえをきく#2  山崎阿弥

今回の音楽はインスタレーションとパフォーマンスの２本立て。いままで聞いたことのない声。感
じたことのない気持ちや不思議な感覚。京都芸術センターの空間ならではのイベントです。

古川真宏（アートコーディネーター）

予想を上回る応募件数で、それぞれ多彩な魅力に富んだ作品プランが
集まりました！ 今回は、試演を経て大きな展開が期待できるもの、そし
て新鮮な驚きをもたらしてくれそうなものを中心に採択されました。こ
のラインナップが並んで観られる機会は、そうそうないのでは？

谷竜一（アートコーディネーター）

KAC Performing Arts Program 2016 / Music
風水のこえをきく#2 山崎阿弥

『声の徴候 ｜ 声を  声へ  声の  声と』
re:verb
会期：12月17日（土）－2017年1月22日（日） 10:00－22:00
 ※和室「明倫」は20:00まで
 ※12月28日（水）－1月4日（水）休館
会場： 北館スロープ1階－３階、和室「明倫」
作家：山崎阿弥

re:cite
日時： 2017年1月20日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 山崎阿弥（Vo）、石川高（笙）、森重靖宗（Vc）

料金： 一般前売2,000円／当日2,500円、学生1,500円（前売・当日共）
※チケット発売開始12月17日（土）

※イベント欄(P2)もご覧ください

KAC TRIAL PROGRAL Vol.1 DANCE
〜若手振付家による作品創作〜 試演会
日時： 12月4日（日）開演13:30
会場： フリースペース
振付家：アグネス吉井（KEKE・白井愛咲）、アベル・コ

エリョー、田村興一郎、辻本佳、橋本匠 
料金： 無料
定員： 80名（先着順／要事前申込）

アフターラウンジ：500円（ドリンク付）
※イベント欄（P2）もご覧ください

山崎阿弥 （やまさき あみ）

声のアーティスト、映像・造形作家。声で空間の音響的な陰影を感得し、パフォーマンスやインス
タレーションによってその影や光を引き出す／失わせることを試みる。「世界は、私は、どのよう
にして出来ているのか？」という問いをもち、作品制作や歌唱をこの問いへのアクションと位置付
ける。生西康典演出《火影に夢を見る》への出演、灰野敬二、坂田明、外山明、鈴木昭男、飴屋
法水らとのデュオ、伊勢神宮での歌唱、中山晃子や七里圭、ドローイングアンドマニュアルら映
像作家との共作、沢口真生とのサラウンド音楽制作など分野を亘る。2017年4月からはACCグ
ランティとしてNY市で滞在制作を行う。http://amingerz.wixsite.com/ami-yamasaki

PROFILE

アベル・コエリョー　photo by Luis Antonio

アグネス吉井　photo by bozzo

辻本佳　photo by Tetsuya Hayashiguchi

田村興一郎

橋本匠

「風水のこえをきく」について
風水はかつて「天体」と「地理」を意味する2つの漢字を組み合わせた
「堪輿（かんよ）」という名で呼ばれていたように、星の動きで時を知り、
地形から気の流れを読むことで風水の思想がかたちづくられていきま
した。今年度の音楽事業は、このように時間と空間に対する考え方を
体系化した風水に着想を得て、それぞれの公演ごとに一年の内にこ
の季節のこの場所でしか味わえない「タイム／サイトスペシフィック」な
作品を発表します。
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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


