
長唄三味線、二胡、大
テグム

芩という、日中韓の（発音原理の異なる）三種の楽器に韓国舞踊（＋打楽器）が加わり、
それらを統合するピアノと彩りのソプラノを交えて、渾然一体となった東アジアの音舞台を現代の作品でお届
けします。それぞれの楽器は、音に強い文化性とキャラクターを備えながらも、驚くほど自然に心地よく溶け合
います。まさに楽器と音色による多文化共生の体現です。
今回は、私の作品の中でも特に東アジア色が濃く、親しみやすい曲をピックアップし、東アジアをテーマとし

た楽器群で編成を組み直してリメイクしました。そして、今回のタイトル曲にもなっている新作『古木參天さん
ざめき』はこの「The 饗宴」のための書き下ろしで、上記全ての楽器を使用します。「古木参天」（こぼくさんてん）
とは古事成語で、古い大木が天高く突き抜けている様を表します。また、參天の「參」は大字（壱・弐・參…）で
も知られる様に、3（つの文化都市）を表し、この漢字自体には「目的を持って集う」という意味があります。古木、
つまり、それぞれの文化的音楽的伝統に根ざした3つの楽器達が、新たな東アジアの芸術創造の為に高い
次元での融合を目指すために、ここ京都の饗宴にて、歌えや踊れやとさんざめくイメージで作曲しました。

朴守賢

The 饗宴
東アジア文化都市2017 京都オープニング事業の一環として、日

中韓のコラボレーション作品を京都芸術センターで上演します。
第一部 音×舞「古木參天さんざめき」では、東アジアや欧米を中心

に作品を発表する作曲家、朴守賢の作品を、長唄三味線や韓国舞踊
／打楽器、大

テ グ ム

芩、二胡など、日中韓の伝統を継承する楽器で演奏する
ほか、日中韓の小オーケストラ編成の新作も発表します。

第二部 狂言×中国変面「からくり人形」では、日本の喜劇である狂言
と、中国・四川省に伝わる伝統芸能「川劇」の一技「変面」をあわせた創
作作品「からくり人形」（村上慎太郎 作・演出）を上演。平成から江戸時代へ
と遡り、からくり人形をめぐる大名と詐欺師の物語です。
「The 饗宴」は、日中韓の文化・芸術の融合による「おもてなし」の舞

台（饗宴）です！

東アジア文化都市2017  京都
オープニング事業

狂言×中国変面 「からくり人形」

TO P I C  01

東アジア文化都市2017 京都 オープニング事業 『The 饗宴』
日時：3月19日（日）開演15:00（開場14:30）

会場：講堂　
料金： 一般前売2,500円／当日3,000円、学生1,000円（前売・当日共）

※全席自由席 ※小学生以下は保護者の同伴が必要

第一部 音×舞 「古
こ

木
ぼく

參
さん

天
てん

さんざめき」
作曲： 朴守賢
出演： 金一志（舞踊／韓国打楽器）、杵屋浩基（三味線）、李在洙（大

テグム
芩）、清水

久恵（二胡）、片山賀子（ソプラノ）、崔理英（ピアノ）

第二部 狂言×中国変面 「からくり人形」
作・演出：村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット主宰）

出演： 茂山千五郎（狂言師）、茂山茂（狂言師）、姜鵬（中国変面王）、中村壽慶
（邦楽囃子方）、井口竜也（狂言師）

主催：東アジア文化都市2017 実行委員会、京都市、文化庁 
企画制作：京都芸術センター
※イベント情報欄（P2）もご覧ください

「東アジア文化都市」とは
　「東アジア文化都市」は、日中韓文化大臣会合での合意に基
づき、日本・中国・韓国の3か国において、文化芸術による発展
を目指す都市を選定し、その都市において、現代の芸術文化や
伝統文化、また多彩な生活文化に関連する様 な々文化芸術イベ
ント等を実施するものです。これにより、東アジア域内の相互理
解・連帯感の形成を促進するとともに、東アジアの多様な文化の
国際発信力の強化を図ることを目指します。また、東アジア文化
都市に選定された都市がその文化的特徴を生かして、文化芸
術・クリエイティブ産業・観光の振興を推進することにより、事業
実施を契機として継続的に発展することも目的としています。
　2017年8月から11月にかけて、京都市内（二条城、京都芸術
センターほか）で、現代美術展や舞台芸術の上演など多彩な
イベントを開催します。

姜鵬茂山茂茂山千五郎

村上慎太郎

朴守賢

清水久恵李在洙金一志

片山賀子

杵屋浩基

崔理英

音×舞 「古
こ

木
ぼく

參
さん

天
てん

さんざめき」第一部

第二部

東洋と西洋の融合というテーマでは右に出るものがいない作曲家 朴守賢による日中韓の伝統楽
器のアンサンブル「古木參天さんざめき」と、狂言というコメディの古典形式の魅力と変面のエン
ターテイメント性を掛け合わせた「からくり人形」。いずれも伝統から新たな創作の萌芽を兆す舞
台です。人々に根付き生き続ける伝統は常に最新のものに他なりません。

古川真宏（アートコーディネーター）

「またこの座組みで上演したい。」2016年、新作狂言として作・演出をさせていただいた『からくり人形』初演
後の正直な気持ちでした。この作品は「お子さまにも観て楽しんでいただける《中国変面》を取り入れた《新作
狂言》を」という京都芸術センターからの依頼で作ったものです。そこでまずは長崎へ中国変面ショーの取材に
いき、茂山家の狂言を観れる限り拝見した上で台本を執筆し、さらに茂山千五郎氏にリライトしていただいてよ
うやく完成することができました。その初演の感動とご来場頂いた方 の々反応に手応えを得られたことから、また
上演できたらという気持ちでおりました。
今回、東アジア文化都市２０１７のオープニング事業で再び上演できる事になり大変光栄に思っております。

特に「東アジア」の伝統文化の交流という点において狂言の「笑い」を通して届けられるということがとても重要
だろうし、狂言師と中国変面王が同じ舞台に立つという稀有な機会にも、より深みが出てくるハズです。なによ
り難しそうなことはわかりやすく、わかりやすいことは深く、そして「笑い」へと変えてくれる伝統芸能の狂言と、「拍
手」をせずにはいられない迫力の中国変面で、大いに笑って愉しんでいただけますよう意気込んでおります。

村上慎太郎
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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

キュレータードラフト2017
『スポンテイニアス・ビューティー
－作

アーティスト

家のいない展覧会－』
（キュレーション：笹原晃平）
会期： 2月18日（土）－3月26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］ WALK
笹原晃平が展覧会を立ち上げるために関わった
人 を々招いて、ガイドツアーを行います。
※詳細スケジュールはウェブサイトで発表
　http://spontaneous.sasahara.info

伝統

五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ 第6回「妹背山女庭訓」
文学や歌舞伎で名作の誉高い「妹背山女庭訓」
についての解説。
日時： 3月5日（日）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）

謡曲ひとめぐり 第三回 『草子洗小町』
「素謡の会」の関連企画。小野小町ゆかりの寺
「隨心院」を散策し、お弁当や法話とともに、素
謡をお楽しみいただきます。
日時： 3月7日（火）
 受付17:20（散策・法話） 開演19:00
会場： 隨心院（山科区）

出演： 河村和重、河村晴道、分林道治、田茂井
廣道、河村和貴、河村梓姫

料金： 3,500円（弁当付）

定員： 60名（先着順／要事前申込）

※チケット取扱は窓口のみ。3月5日（日）まで

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第45回「発酵を知る」
3月は、古来の食物保存・加工方法である「発
酵」に着目します。
日時： 3月10日（金）15:00－16:30
会場： 招德酒造株式会社(伏見区)

  ※14:50に招德酒造前に集合（時間厳守）

講師： 佐藤健司（京都大学大学院農学研究科教授）

料金：無料
定員： 20名（先着順／要事前申込）

五感で感じる和の文化事業
先覚に聴く
ひとつの道を究めるために研鑽を積んでこられ
た方をゲストに招いたトーク。 
日時： 3月25日（土）15:00－17:00 
会場： フリースペース 
ゲスト：本阿彌光州（刀剣研師）ほか 
進行： 小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授） 

料金： 1,000円
定員： 50名（先着順／要事前申込）

音楽

明倫レコード倶楽部［其ノ63］「赤の会」
日時： 3月5日（日）16:00－18:00
会場： 講堂
講師： いしいしんじ（作家）

曲目： ペレス・プラード楽団「バラ色の桜と白い
林檎の花」ほか

料金： 500円（1ドリンク付）

定員： 100名（先着順／要事前申込）

演劇

KAC Performing Arts Program 2016 / 
Contemporary Theater

古典戯曲連続講座
研究、翻訳、劇作家、演出家、ドラマトゥルクなど、
様 な々立場の視点から、古典戯曲を読みとく講座。
第1回 シェイクスピア
日時：3月5日（日）13:00－17:30
ゲスト：桑山智成（京都大学大学院人間・環境学研

究科准教授）、本間広大（ドキドキぼーいず主
宰、演出家）

第2回 チェーホフ
日時：3月12日（日）13:00－18:00
ゲスト：沼野充義（東京大学大学院人文社会系研究

科・文学部教授）、三浦基（地点代表、演出家）

第3回 イプセン
日時： 3月20日（月・祝）13:00－18:00
ゲスト：毛利三彌（演出家、イプセン研究者）、長島確

（ドラマトゥルク）

会場：ミーティングルーム2
料金： 無料
定員： 30名（先着順／要事前申込）

演劇計画Ⅱ －戯曲創作－
「S/F －到来しない未来」
キックオフシンポジウム
日時： 3月22日（水）18:00－21:00
会場：フリースペース
登壇者：松原俊太郎（作家）、山本健介（The end 

of company ジエン社主宰、脚本家）、松葉祥一
（神戸市看護大学教授）、伊藤亜紗（東京工業

大学リベラルアーツセンター准教授）

料金：無料
定員：120名（先着順／要事前申込）

※Topic02（P4）もご覧ください

ダンス

アーティスト・イン・レジデンス プログラム2016
Kyoto AIR Alliance Program
Michael Maurissens 『Selfhood』
日時： 3月18日（土）14:00

19日（日）19:00
会場： フリースペース
振付・映像：ミカエル・モーリッセン
出演： 村上渉、竹之内芙美、小倉笑、合田有紀、

野村香子
音響： 荒木優光
料金： 一般前売1,500円／当日1,800円
 学生1,000円（前売・当日共）

※Topic03（P4）もご覧ください

トークイベント

京都文化芸術コア・ネットワーク例会
「大ボランティアの会」
京都市内の文化芸術に関わるボランティアス
タッフや関係者による意見交換会。
日時： 3月3日（金）14:00－18:00
会場： フリースペース
※入場無料、事前申込不要
※途中入退場自由

明倫アワー#4 豊竹英太夫
ゲストをお招きし、旬なトピックでお話しいただく
企画の第4弾。飲み物片手にお話を聞きましょう。
日時： 3月7日（火）16:00－17:30
会場： ミーティングルーム2
ゲスト：豊竹英太夫（人形浄瑠璃文楽）

ホスト：建畠晢（京都芸術センター館長、詩人、美術

評論家）

料金： 1,000円（ドリンク付）

定員： 50名（先着順／要事前申込）

東アジア文化都市2017 京都

東アジア文化都市2017 京都
オープニング事業 『The 饗宴』
日中韓の3都市が文化交流を行うことにより、東
アジアの相互理解と連帯感の形成を促進する

「東アジア文化都市」がいよいよ開幕。オープ
ニング事業の一環として、日中韓のコラボレー
ション作品を京都芸術センターで上演します。
日時： 3月19日（日）開場14:30 開演15:00
会場： 講堂

第一部 音×舞 「古
こ

木
ぼく

參
さん

天
てん

さんざめき」
出演： 朴守賢（作曲）、金一志（韓国舞踊）、杵屋

浩基（三味線）、李在洙（大
テグム
芩）、清水久恵（二

胡）、片山賀子（ソプラノ）、崔理英（ピアノ）

第二部 狂言×中国変面 「からくり人形」
作・演出：村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット主宰）

出演： 茂山千五郎（狂言師）、茂山茂（狂言師）、
 姜鵬（中国変面王）、中村壽慶（邦楽囃子方）、

井口竜也（狂言師）

料金： 一般前売2,500円／当日3,000円
 学生1,000円（前売・当日共）

定員：200名
※小学生以下は保護者の同伴が必要
※Topic01（P1）もご覧ください

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）

※詳細はウェブサイトをご覧ください

男肉 du Soleil 「こういう作り方で普段舞台
やってますよ一日限りのワークショップ公演」
日時： 3月2日（木）19:00－21:30
会場： 制作室12
定員： 10名
持物： 飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しください

劇団ショウダウン「テキストを用いた簡単な
役作りとシーン稽古」
日時： 3月3日（金）19:00－21:00
会場： 制作室12
定員： 10名
持物： 飲み物
※動きやすい服装でお越しください

トリコ・Aプロデュース「サファリ・P『悪童日記』
公開稽古」
日時： 3月3日（金）19:00－21:00
会場： 制作室6
定員： 12名

てんこもり堂「シェイクスピアを旅する」
日時： 3月4日（土）14:00－17:00
会場： 制作室3
定員： 8名
※動きやすい服装でお越しください

ヨーロッパ企画「なにげない日常を面白く
みせるワークショップ」
日時： ①3月4日（土）14:00－17:00
 ②3月11日（土）14:00－17:00
※①②とも同じ内容です。いずれか1回のみご参加ください
会場： 制作室12
定員： 10名
※演劇経験者歓迎
※動きやすい服装でお越しください

MuDA「整体と運動」
日時： 3月7日（火）19:00－20:30
 3月14日（火）19:00－20:30
会場： 制作室10
定員： 10名
持物： 水、タオル等
※動きやすい服装でお越しください

京都フィロムジカ管弦楽団
「アンサンブルコンサート」
日時： 3月12日（日）13:00－14:00
会場： 制作室12
定員： 20名

劇団飛び道具「『アルト 旧蛍編』公開稽古」
日時： 3月14日（火）19:00－21:00
会場： 制作室3
定員： 15名

三原聡一郎「オープンスタジオ兼バード
コール制作ワークショップ」
日時： 3月15日（水）18:00－20:00
会場： 制作室１
定員： 10名
対象： 小学生以上

正直者の会「声に出して読んでみる」
日時： 3月18日（土）14:00－17:00
会場： 制作室6
定員： 10名
持物： 声に出して読んでみたい本、記事など

渡邉野子
「私だけの美しい世界を描く〜2017春」
日時： 3月18日（土）14:00ー16:00
会場： 制作室4
定員： 14名
料金：300円（材料費）

※汚れてもよい服装でお越しください 
※完成した作品はお持ち帰りいただけます

シアターリミテ「はじめての“群読”」
日時： 3月25日（土）10:30－12:30
会場： 制作室5
定員： 10名
対象： 高校生以上
持物：タオル
※動きやすい服装でお越しください

烏丸ストロークロック
「えんげきの庭〜こども編〜&〜おやこ編〜」
日時： 3月27日（月）

 こども編　13:00－14:00
 おやこ編　15:00－16:00
会場： 制作室6
定員： 10名
対象：こども編　小学1～6年生
 おやこ編　3歳以上～小学6年生と保護者
持物： 筆記用具、水筒
※動きやすい服装でお越しください

ZERO ONE/余越保子
「『Hangman Takuzo』上映」
日時： 3月31日（金）18:00－19:15
会場： 制作室７
定員： 30名

発表支援事業（共催事業）

Monochrome Circus + Kinsei R&D
『T／IT : 不寛容について』
振付・演出家の坂本公成と照明家の藤本隆行に
よる新作。最先端のメディアとダンスを融合し国際
社会がかかえる問題を「Tolerance／Intolerance

（寛容／不寛容）」という切り口から考察します。
日時： 3月10日（金）20:00
 11日（土）15:00／19:00
 12日（日）15:00
会場： 講堂
出演： 田中遊（正直者の会）・長良将史、森裕

子*、合田有紀*、野村香子*、小倉笑* 
（*Monochrome Circus）

音楽： 山中透
ドラマトゥルク：Shinya B
料金： 一般前売3,000円／当日3,500円
 学生前売2,500円／当日3,000円
主催・問合せ：一般社団法人ダンスアンドエン

ヴァイロメント
　TEL：070-6500-7242 

踊りに行くぜ！！Ⅱ（セカンド） vol.7 京都公演
JCDNダンス作品クリエイション＆全国巡回
プロジェクト
全国公募から選出された新作の3つのアイデア

トラディショナル・シアター・トレーニング
（T.T.T.）2017 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18日（火）－8月8日（火）

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90,000円／学生85,000円
  ※その他割引あり
締切： 4月30日（日）〔必着〕

アーティスト・イン・レジデンス プログラム2018
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。2018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：2018年4月1日（日）

　　　　　　－2019年3月31日（日）（3ヵ月以内）

応募資格：
・ パフォーミング・アーツ分野の新進芸術

家または研究者で、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ヵ月以内）の宿泊場所の提供
・ 制作場所の提供
・ 居住地から関西国際空港または大阪国

際空港までの往復航空券
・ 制作費として1件につき（個人・グループ問

わず）10万円（内税）の補助
・ 広報協力
・ アートコーディネーターによるサポート
応募受付期間：4月1日（土）－6月30日（金）〔必着〕

KAC Performing Arts Program 
2016 / Contemporary Dance
素我螺部ワークショップ参加者募集
ダンスグループ「素我螺部」によるワーク
ショップ。ショーイング形式で成果発表。
日時： 3月27日（月）17:30－21:30
会場： 講堂
講師： 素我螺部 ほか
料金： 予約2,000円／当日2,500円
定員： 30名
対象： 年齢、経験不問

第36期制作室使用者募集
若手芸術家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：10月1日（日）

　　　　　－2018年3月31日（土）

使用料：無料
条件：
・ 1申請につき使用期間は最大3ヵ月
・ 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
・ 明倫ワークショップの実施
・ 毎月実施の制作室連絡会への参加
締切： 3月31日（金）〔必着〕

京都国際ダンスワークショップフェス
ティバル 2017 受講者募集
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。
日時： 4月14日（金）－5月7日（日）

会場： 講堂 ほか
※ワークショップ各クラスの詳細と日程、料金

については、京都芸術センターのウェブサイ
トをご覧ください

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）。

と京都地元枠として若手振付家の作品を加えた
４作品上演。
日時： 3月25日（土）18:00
 26日（日）15:00
会場： 講堂
振付・演出： 岩渕貞太、山下残、黒田育世、

田村興一郎
料金： 一般前売3,300円／当日3,800円
 早割20 2,600円

※京都芸術センター窓口にて3月6日まで販売

問合せ：「踊りに行くぜⅡ」事務局 
　TEL：080-8942-2294

制作支援事業

シアターリミテ『あかるい牧場』
日時： 3月3日（金）19:00
 4日（土）14:00／19:00
 5日（日）14:00
会場： P-act（上京区）

料金： 一般前売2,000円／当日2,500円
 高校生以下1,000円（前売・当日共）

問合せ：シアターリミテ
　TEL：090-3615-3934（本庄）

　E-mail：shizuru.ltd@zpost.plala.or.jp

劇団ショウダウン『ドラゴンカルト』
日時：3月23日（木）19:30 
 24日（金）14:30／19:30 
 25日（土）14:30／19:00 
 26日（日）12:00／16:30   
会場： 大阪市立芸術創造館（大阪市旭区）

料金： 前売3,800円／当日4,000円
問合せ：劇団ショウダウン　　　　　
　E-mail：tiketike3@gmail.com 　
　WEB：http://www.showdown.biz/

第245回 市民狂言会
日時： 3月3日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）

演目：子の日、子盗人、地蔵舞、空腕
出演： 茂山七五三、千五郎、茂、逸平 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：455-010）
※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン

ターにて取扱
※当日会場にて平成29年度市民狂言会の年間席

札を先行販売

※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
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五感で感じる和の文化事業
先覚に聴く

明倫レコード倶楽部［其ノ63］「赤の会」

［明倫WS］ZERO ONE/余越保子 「『Hangman Takuzo』上映」［明倫WS］MuDA「整体と運動」②

［明倫WS］ヨーロッパ企画
「なにげない日常を面白くみせるワークショップ」②

［明倫WS］ヨーロッパ企画
「なにげない日常を面白くみせるワークショップ」①

［明倫WS］MuDA「整体と運動」①

キュレータードラフト2017 『スポンテイニアス・ビューティー －作
アーティスト

家のいない展覧会－』（2/18－3/26）

五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ 第6回「妹背山女庭訓」

KAC Performing Arts Program 2016 / Contemporary Theater
古典戯曲連続講座  第1回 シェイクスピア

KAC Performing Arts Program 2016 / Contemporary Theater
古典戯曲連続講座 第2回 チェーホフ

KAC Performing Arts Program 2016 / Contemporary Theater
古典戯曲連続講座 第3回 イプセン

第三回 謡曲ひとめぐり 『草子洗小町』

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ 第45回「発酵を知る」

明倫アワー#4 豊竹英太夫京都文化芸術コア・ネットワーク例会
「大ボランティアの会」

東アジア文化都市2017京都 オープニング事業 『The 饗宴』

演劇計画Ⅱ －戯曲創作－ 「S/F －到来しない未来」
キックオフシンポジウム

KAC Performing Arts Program 2016 /
Contemporary Dance
素我螺部ワークショップ

［明倫WS］男肉 du Soleil 「こういう作り方で普段舞台やってますよ一日限りのワークショップ公演」

［明倫WS］劇団ショウダウン「テキストを用いた簡単な役作りとシーン稽古」 ［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」

［明倫WS］シアターリミテ「はじめての“群読”」

［明倫WS］烏丸ストロークロック
「えんげきの庭～こども編～&～おやこ編～

［明倫WS］劇団飛び道具「『アルト 旧蛍編』公開稽古」

［明倫WS］三原聡一郎「オープンスタジオ兼バードコール制作ワークショップ」

［明倫WS］トリコ・Aプロデュース「サファリ・P『悪童日記』公開稽古」

［明倫WS］てんこもり堂「シェイクスピアを旅する」

［明倫WS］正直者の会「声に出して読んでみる」

［明倫WS］渡邉野子 「私だけの美しい世界を描く～2017春」

［共催］踊りに行くぜ！！Ⅱ（セカンド） vol.7　京都公演
JCDNダンス作品クリエイション＆全国巡回プロジェクト［共催］Monochrome Circus + Kinsei R&D 『T／IT : 不寛容について』

アーティスト・イン・レジデンス プログラム2016
Kyoto AIR Alliance Program  Michael Maurissens 『Selfhood』
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バンド・空間現代が活動の拠点を東京から京都に移

し、自らの運営するスタジオ／ライブハウスとして2016

年9月にオープンさせた外
そと

。錦林車庫前の静かな街角

にぽつんと現れるこの場所では、国内外問わずさまざ

まなアーティストの招聘プログラムが行われ、驚きに満

ちた音楽が生まれている。

この日は、定期的に行われている空間現代のワンマ

ンライブ。フロアには椅子が並べられ、音楽とじっくり

対峙することのできる環境だ（公演内容によって座席かスタ

ンディングかは変化する）。メンバーそれぞれの機微も感じ

とれるほどの至近距離のため、観ているほうも少しも

油断できなくて、張りつめた緊張感のなかで演奏者や

音楽そのものと向き合わざるを得ない。京都を拠点と

する劇団・地点の音楽を担当するなど、舞台芸術との

関わりが深いのも関係してか、彼らが「観る」という部

分に意識的なのが伺える。

三者が向き合うように立ち、演奏がはじまる。キャプ

テン・ビーフハート直系の変拍子と変則的な曲展開、そ

こに時折、差し込まれる歌。「貨物列車」「飛び乗る」と

いった印象的な言葉の断片がふいに飛び込んできて、

こちらはその情景を想起しようとするものの、音楽自体

はそれを置き去りにするようにまた違った場所へと移

行していく。ギター、ドラム、ベースと複雑に絡まりなが

開演前から女性（藤谷以優）が窓の外を眺めている。会

場となる講堂は、特に舞台美術のようなものは存在せ

ず、ほぼそのまま使用された。講堂の中央に客席が設え

られ、客席後方にかなり広いスペースが取られている。

私の見た回は、窓から自然光が差し込み、照明は利用さ

れなかった。天気や昼夜の変化、ちょっとしたハプニン

作者の久野那美は小説というフィクションの世界を再

規定し、軽妙に解きほぐす。喪服姿の人物たちによる言

葉の応酬は点のように配置され、この競技のモチーフと

なった囲碁のように連なっていく。「人生の練習問題」に準

えられる点転はやり直しがきかない私たちの「終わりの作

法」を示した競技でもある。窓の外を眺める女性もまた「仲

間を弔う宇宙船がふるさとの星に帰っていく」という男の

小説を追体験し、やり場のない気持ちを治めようとする。

不特定多数には伝わらなくても、作者と読者というき

わめて限定された関係において、フィクションは現実に

浸透し誰かを救う。現実とフィクションが往還する関係

こそ、この劇の妙であるように思える。劇の世界はまた、

私たち観客の日常とも接続する。終盤、客席後方から白

靴下の男が台詞を発し、講堂のあちこちに点の打たれ

る音がする。盤の大きさに規定のない点転のこと、私た

ちもきっと広大な点転の盤上を生きているのだろう。

しかし、講堂の反響音が彼らの構築するフィクション

の世界を曖昧にしてしまったのは残念だった。くぐもった

台詞で、肝心の劇世界を捉えることが初見では難しい。

グなど、上演を規定する要素は様々に変化する。観客は

自分しか立ち会えなかったことに価値を見出そうとする

一方、上演するたびに異なるため作品の全体像を捉え

るのが困難な時もある。点の階による『・・・』も私にはそ

のように感じられた。

囲碁をモチーフにした「点転」という架空の競技をめぐ

るこの作品は、古い知人の女性の葬儀に訪れた、紙袋

をもつ小説家の男（七井悠）を軸に展開する。紙袋には彼

の書いた小説が入っている。生前に故人の女性は、彼の

小説を様々な人に貸していた。白靴下の男（三田村啓示）

らが、彼女から借りていた男の小説を、実際に書いた本

人のもとへ返しにやってくる。彼の小説は奥行きと深み

がないと言われ、これまでずっと読者には受けなかった。

しかし、男が小説の中で書いた実在しない競技「点転」

は、知らない間に一人歩きし、点転を志す男（佐々木峻一）

の経典になっている。実際の試合場面は描かれず、ス

ケールの大きさだけが際立つ謎の競技だ。古い知人の

女性は、彼の知らない間に点転を広め、頂点を極めて亡

くなったらしい。

照明の備えられた夜の回ならよりドラマに没入できたの

か。それとも雪景色を堪能できる次の日がベストだった

のか。現実とフィクションの往還を楽しむには、あまりに

も講堂という場所のウエイトが重い。演劇の一回性を強

調することの難しさを感じた公演だった。
（1月14日11:30の回観劇）

空間現代ライブ
1月26日（木）－27日（金）

外（京都市左京区）

点の階『・・・』
1月12日（木）－15日（日）

京都芸術センター 講堂（京都市中京区）

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　3 / 1 ▲ 3 / 31

図書室休室日：3月31日（金）

センターがマルチに存在する

現実とフィクションの往還

音楽

演劇

中谷琢弥

須川渡

ら、どれも自己主張は強く、安易なアンサンブルはな

い。それは、「アンサンブルへの疑念というのはある。

三つの音がすべて拮抗しつつ、フラットになるような作

り方をしている」と野口順哉（ヴォーカル、ギター）が話

すように、中心点がない、というよりはマルチにある状

態だ。（野口のコメントはライブ後に行ったインタビューより）

三者の異なるリズムが平行して進んでいくなかで、

それがカチッと重なる瞬間もありそうで…いやそうでは

なく、それを聴き手側が望んでいるから勝手にそう位

置づけるだけなのかもしれない。野口はこうも話す。

「言葉にせよ、メロディラインにせよ、人は『理解』をし

たい。でもそれって実は、わからないものをわかりたい

んじゃなくて、知っているものと結びつけたいだけ。自分

の知っている領域に、未知なるものを取り込むというか、

奪っていく。所有願望ですよね。だけど、それをやってい

る限り音楽は消費される一方。鑑賞ではなくなっている。

鑑賞って大事な文化で、その行為が芸術を支えていると

いうことを、外での経験から身をもって知ったので。」

中心点＝センターは演奏者にも鑑賞者にも、マルチ

に存在するということ。それぞれは相互依存しながら、

共犯めいた形でひとつの作品を作り上げていく。それ

はなんともエモーショナルな体験だ。
（1月27日の回鑑賞）

なかたに たくや／ライター●これまでCDやレコードなどフィジカルでしか
購入していなかったけれど、（デジタル配信のみでリリースする）フランク・
オーシャンやカニエ・ウェスト、チャンス・ザ・ラッパーあたりを聴くためには
そっちにも対応しないと、という近頃です。

かりき さとし／高等学校教員●Part-time Suite個展『不動産のバラー
ド』にお越しくださった皆さまへ、この場を借りて御礼申し上げます。本
号が発行される頃には、ドキュメント制作に追われていることでしょう。
未来の自分の働きに期待して…。

すがわ わたる／大阪大学招へい研究員●最近、電車内で数独をする老
若男女をよく見かけるので挑戦してみました。普段の要領の悪さが手にと
るように分かりました。

「テレビの終焉」が語られ出したのは、いつの頃からだ

ろうか。その真偽はさておき、テレビがひとつのメディア

として人々の想像力を規定していた時代は、もはや懐古

趣味的に語られつつある。この代償として、我 は々何を忘

れ去ろうとしているのか。そして我々は、どこへ向かうの

か。カワイオカムラの回顧展である『ムード・ホール』は、こ

うした問いの深部へと鑑賞者を誘っているように思えた。

本展では映像作品が多くを占めていたが、その幾つ

かは「ヘコヒョン（ficfyon）」と題されたシリーズであり、

それらの作品中において、フィクション（fiction）に由来

するこの語への言及がなされる。ナレーションの声は

語る。「昔はヘコヒョンしかなかった。今は何でもあるか

ら、それの存在を意識させることが難しい」のだ、と。こ

うした、かつて存在したものが、微妙に見慣れぬ姿で

現れるという「ヘコヒョン」的なる特質は、カワイオカム

ラの映像世界全体を貫いていた。

彼らの短編映像《コロンボス》も、そうした「ヘコヒョ

ン」的な質を示す好例である。最初のシーンに登場す

るのは、地面に横たわる女性の死体と、それを見下ろ

す二人の男。かつて流行した探偵物のドラマよろしく、

殺人事件の謎解きが始まるのかと期待させながら、し

かし作品は別の方向へ進む。ほどなくして場面転換の

後、眼鏡・禿げ頭の男性が狙撃されるシーンのスロー

再生があり、また別の部屋では探偵風の人物が男の死

体を空中浮遊させる。それらの異なる時間と空間のあ

いだを、水玉模様のスーツの男が自在に行き来する。

カワイオカムラ『ムード・ホール』
2016年12月17日（土）－1月22日（日）

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（京都市中京区）

テレビが終わった後で

美術

雁木聡

鑑賞者である我々は、ストーリーの解読に頭を捻る

のではなく、宙吊りになったクレイ人形と、原摩利彦に

よるサウンドとが生み出す、緊張を伴った浮遊感に身

を委ねたい。ここでぼんやりと輪郭を現すのは、見慣

れた表現形式の中に仕組まれた、微妙なズレの重なり

合いである。

同様のことは、他の作品群においても認められる。

たとえば、関西弁で虚勢を張る男の頭部と、厚化粧の

男の頭部が繰り広げるプロレス。あるいは激しい雷雨

の中、理解不能な言語で漫才をする芸人。そしてたび

たび言及される、80年代の「としちゃん」なる人物。い

ずれも、かつて確かに存在したはずの事物について、

いびつにしか思い出せないむず痒さを、ある種の心地

よさへと昇華させてくれる。

最後の部屋で我々は、最新作《ムード・ホール》を目

にすることとなる。そこではギャラリーの空間を囲むよ

うに、異なる4つの映像が上映され続ける。ニュースや、

プロレスや、お笑い番組を皆で見ていた時間は終わっ

た。今や眼前に提示されるのは、夢遊病者のように足

踏みを続ける人びとや、空をつかむような奇怪な運動

を繰り返す小人たちのＣＧである。本作品の映像表現

を、個がバラバラになった時代のメタファーとして解釈

することは容易い。しかし、そうした「昔は良かった」と

いう思いを脇に置いて、彼らの怪しい手招きに応じて

みるのも一興だろう。

Photo by Katayama Tatsuki

カワイオカムラ『ムード・ホール』より 《コロンボス》展示風景
撮影：市川靖史

撮影：紅たえこ
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ベルギー出身のミカエル・モーリッセンは、現在はケルンを

拠点とし、ダンサーとしてヨーロッパを中心に国際的に

活躍しています。また彼は、大学で舞台美術や映像について学

びました。ダンサーとしての活動と並行して、身体の記憶はど

こに、どのようなかたちで宿るのかという普遍的なテーマに基

づき、ヨーロッパのバレエ団、中国のコンテンポラリーダンスグ

ループ、ドイツのダンスを学ぶ学生たちのプロジェクトなど、ダ

ンスにまつわるドキュメンタリー映像を記録し続けています。

今回の京都での滞在では、この問題意識を更に展開させた

舞台作品を制作し、発表します。タイトルは『Selfhood』。「私自

身であること」を意味するこのタイトルから、モーリッセンはさら

に「I must be the same self that I was born as, how can 

that not be the case? （わたしは生来のわたしと同じであるに違いな

いのに、どんなふうにそうではないのだろう？）」という問いを投げかけ

ます。身体を構成する細胞は日々入れ替わっていますが、わた

しはわたし自身であると認識しつづけることができるのはどうし

てなのでしょうか。また、記憶や、身体に染みついた技術が自

分の経験であると感じられるのは、どういうことなのでしょうか。

この身体の謎に、モーリッセンは村上渉、竹之内芙美、小倉

笑ほか多彩なダンサーたちとともに取り組んでいます。また、

コラボレーターに音響作家の荒木優光を迎え、音による身体の

記録を行い、これを活かした立体的な音響空間を構築します。

映像、生身の身体、音など、いくつもの観点から描き出され

る身体は、わたしたちにどのような記憶を呼び起こしてくれる

でしょうか。

TO P I C  02

古典戯曲連続講座
「S/F ―到来しない未来」

演劇計画Ⅱ ―戯曲創作―

京都市の姉妹都市であるドイツ・ケルン市の芸術団体、KYOTO.KÖLNと
QUARTIER AM HAFENの連携プログラムにて招聘し、京都芸術センター
にて滞在制作を行っているダンサーのミカエル・モーリッセン。2016年6月
のリサーチを経て、2017年2月から再度滞在、3月にいよいよ成果作品の
ショーイングを行います。

本講座では、3人の劇作家を取り上げ、知識と

実践の両側面からゲストがどのように戯曲

を視たのか、戯曲を演劇に仕立てていくなかでの

思考やその方法に迫ります。たとえばシェイクスピ

アを取り上げる初回は、桑山智成氏に戯曲が書か

れた当時の劇場の上演環境について資料を通して

紹介していただき、本間広大氏にシェイクスピア作

品を原案として選んだことが自作へどのような影響

があったのか、その経験を話していただくことで、

両者の戯曲との関わりを思考します。第2回以降

は、文学史における劇作家の果たした役割や、戯

曲を上演台本にする過程、翻訳やドラマトゥルクの

作品との関わり方など、多様なゲストを迎えて戯曲

との関係性を紹介します。

京都芸術センターでは、古典戯曲をテキストに、全3回の
古典戯曲連続講座を開催します。各回、第一線で活躍す
る研究者と演出家またはドラマトゥルクをゲストに迎え、
それぞれによる講義の後、対談を実施します。古典戯曲を
通して、自身の演劇表現へ落とし込むまでのプロセスを、
講義と対談を通して共有することを目指します。

「戯曲」も「古典」も小難しい印象を持たれるかもしれませんが、い
わゆる勉強ではないのでご安心を。私は一筋のセリフの意味が知
りたくて、作家の性格や書かれた言語、当時の時代背景まで芋づ
る式に興味が深まっています。

堀越芽衣子（アートコーディネーター）

劇作家が長期間にわたり戯曲を執筆するプログ

ラム「演劇計画Ⅱ―戯曲創作―」。2013－2015

年度は柳沼昭徳と山崎彬が「二幕の悲劇」をテーマに

新作戯曲を創作上演し、大きな成果を挙げました。

新たなタームとなる2016－2018年度は、「S/F－

到来しない未来」をテーマに、松原俊太郎と山本健

介が執筆します。松原は昨年度、第15回AAF戯曲

賞を受賞した京都の新星です。東京を中心に活動

してきた山本は、京都に定期的に滞在し執筆を進

めていきます。今回は戯曲創作と並行し、独立した

研
ラ ボ

究室「KAC S/F Lab.」を開設、サイエンスとフィ

クションについて多様なジャンルの専門家による

シンポジウムやワークショップを定期的に展開しま

す。劇作家を含めた来場者のみなさんに、広く新た

な知に触れる機会を創出します。

劇作家は自身の想像力に加えて、ラボでの科

学的な知識や経験、専門家との議論を糧として、

戯曲を成長させていきます。また同時に、劇作家

独自の問題設定や、定期的に公開される戯曲を

踏まえて、ラボでの議論は発展していくことでしょ

う。科学と虚構、研究と創作、そして現実と演劇。

ふたつの軸の相互作用は、どのような未来を描き

出すのでしょうか。

演劇計画Ⅱは、2名の作家が3年間かけ、作品のためのリ
サーチやその経過報告を行い、新たな戯曲を創作するプ
ログラムです。

SFと一口に言ってもその幅は広く、その作者や時代の未来への課題
と希望が詰まったジャンルであるように思えます。現代だからこそ想
像可能な虚構を、劇作家たちはきっと生み出してくれることでしょう！

谷竜一（アートコーディネーター）

第1回 シェイクスピア　
日時： 3月5日（日）13:00－17:30
ゲスト：桑山智成（京都大学大学院人間・環境学研究科准

教授）、本間広大（ドキドキぼーいず主宰、演出家）

第2回 チェーホフ
日時：3月12日（日）13:00－18:00　
ゲスト：沼野充義（東京大学大学院人文社会系研究科・文

学部教授）、三浦基（地点代表、演出家）

第3回 イプセン　
日時：3月20日（月・祝）13:00－18:00
ゲスト：毛利三彌（演出家、イプセン研究者）

長島確（ドラマトゥルク）

会場：ミーティングルーム2
料金：無料
定員：30名（先着順／要事前申込）

対象： 劇作家、演出家、古典戯曲に関心のある方（演

劇経験不問）

※連続しての参加を推奨しますが、単独での受講も可能です

KAC Performing Arts Program 2016 / Contemporary Theater
古典戯曲連続講座

演劇計画Ⅱ －戯曲創作－ 「S/F －到来しない未来」 キックオフシンポジウム
「演劇計画Ⅱ」始動に先駆け、委嘱劇作家とラボの常任研究員がテーマについて語ります。
日時： 3月22日（水）18:00－21:00　 会場：フリースペース
登壇者：松原俊太郎（作家）、山本健介（The end of company ジエン社／脚本家）、松葉祥一（神戸市看護大学教授）、
　　　　伊藤亜紗（東京工業大学リベラルアーツセンター准教授）

料金：無料　 定員：120名（先着順／要事前申込）　※イベント情報（P2）もご覧ください
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Michael Maurissens 『Selfhood』

アーティスト・イン・レジデンス プログラム 2016
Kyoto AIR Alliance Program　

アーティスト・イン・レジデンス プログラム 2016
Kyoto AIR Aliance Program
Michael Maurissens 『Selfhood』
日時：3月18日（土）14:00、19日（日）19:00
会場： フリースペース
料金： 一般前売1,500円／当日1,800円、学生1,000円（前売・当日共）

振付・映像：ミカエル・モーリッセン
出演： 村上渉、竹之内芙美、小倉笑、合田有紀、野村香子
音響： 荒木優光
※イベント情報（P2）もご覧ください

クリエイションでは早速「自分であること」をめぐって、五行思想や禅の思想など、日
本ならではの新たな情報交換が展開しています。それぞれの身体に刻み込まれて
いる京都という土地の記憶もまた、ショーイングでは蘇ってくるのでしょうか。

谷竜一（アートコーディネーター）

ミカエル・モーリッセン
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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


