
日常とは少し違った経験をしたり、挑戦したりす
ることができる夏休み。そんな真夏に、京都

芸術センターでの展覧会を通して想像の旅に出てみ
ませんか。
日々の暮らしの中で、私たちはたくさんのものに
出会います。その中で、感動や驚き、快・不快などの
感情を揺さぶられるものに出会った時、あるいはそ
れらがゆっくりとでも積み重なってゆくことで、何か
新しいことをはじめてみたくなったり、何かを作って
みたくなったりするのは何故でしょうか。この展覧会
では、人と人、作品と作品の間で往還と連鎖で生み
出される「創造」の面白さを伝えることを試みます。
今回の出展作家の井上大輔、牛島光太郎、濱口
直巳は、これまでも繊細でナラティヴな作品を発表
しています。井上大輔の作品は、目には見えないけ
れど確かに存在する関係性を意識させてくれます。
今回展示される水を使った立体作品は、刻 と々変容
する時間や空間の不思議を感じさせてくれます。牛
島光太郎は、身近にある「モノ」やその欠片から物語
を紡ぎ出し、その物語を刺繍した布とイメージの元
となった「モノ」で再構成する作品を発表してきまし
た。現実と空想が溶け合う「物語」は、「モノ」と関連
づけられることで、逆にその世界を広げていきます。
また、濱口直巳は今回、これまでも手掛けてきた「音
景」のインスタレーションを新たに展開します。空間
を構成するシンプルな垂直の線から、多彩な音やリ
ズムを体感することができるでしょう。
彼らの作品には、「何か」から影響を受けた痕跡

と、さらにそこからまた別の「どこか」へつながってい
く空気感が漂います。それは、作品を見て、また別

の何かを想像することへの道筋となって、私たちを
楽しませてくれます。
何かを「想像する」ということは、単に空想をふくら

ませる楽しいことばかりではなくて、時には辛いこと
であるかもしれません。でも、想像することなくして、
豊かな世界は得られない。この展覧会が、そんなこ
とを考える機会になればと思います。

3人の出展作家さんと集まった時に、洗濯機の話になりました。ずっと
回っているものを見ている時の安心感、単純作業の心地よさ。それを
知っているからこその怖さとか勇気とか。そんなことを考えました。

山本麻友美（プログラム・ディレクター）

夏休み企画展
『イマジネーション・スーパーハイウェイ』
会期： 7月12日（土）－8月17日（日）
 10:00－20:00　

※7月14日-16日は祇園祭のため入廊は16:30まで
　閉館17:00　

  ※入場無料・会期中無休
会場： ギャラリー北・南
出展作家：井上大輔、牛島光太郎、濱口直巳

［関連企画］

アーティスト・トーク
出展作家3名によるトークです。
日時：7月12日（土）16:00－17:30
会場：ミーティングルーム2

対談 「Art & Music」
藤本由紀夫（アーティスト）をゲストに招き、濱口直巳とと
もに、音や音楽とアートの関係について考えます。
日時：7月13日（日）16:00－17:30
会場：ミーティングルーム2

井上大輔 （いのうえ だいすけ）
金沢美術工芸大学博士後期課程美術研究領
域（彫刻分野）修了、博士号取得。風や水、光と
いった日常的な現象に目を向け、物や事の関係
性を顕在化させる作品制作を行う。主な個展に
『Light in the Dark』（金沢アートグミ、金沢、2012）

など。主なグループ展に、『拡張する地平』（53美
術館、広州〔中国〕、2014）、『物語の伏線』（GALLERY 
MoMo Ryogoku、東京、2010）など。

PROFILE

牛島光太郎 （うしじま こうたろう）
成安造形大学彫刻クラス研究生修了。言葉を
含んだインスタレーションを用いて物語を生み
出す作品を創作する。主な個展に、『意図的な
偶然 /intentional accident』（LIXILギャラリー、
東京、2012）、『意図的な偶然』（三菱地所アルティア
ム、福岡、2010）など。主なグループ展に、『Ich 
sehe was, was du nicht siehst』（Künstlerhaus 
Dortmund、ドルトムント〔ドイツ〕、2007）など。

濱口直巳 （はまぐち なおみ）
チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ彫刻科卒
業。空間そのものをキャンバスに見立てた
インスタレーションや立体作品を創作する。
主な個展に、『音景 no. 7－APMoAの場合』
（愛知県美術館、名古屋、2013）、『濱口直巳展』
（VOICE GALLERY pfs/w、京都、2008）。主なグ
ループ展に『六甲ミーツ・アート 芸術散歩
2011』（六甲山ホテル、神戸、2011）など。

牛島光太郎「意図的な偶然 」（LIXILギャラリー、2012）　撮影：白石ちえこ

井上大輔「Discontinuously Difference」（GALLERY MoMo Ryogoku、2010）

濱口直巳「音景」（愛知県美術館、2013）　撮影：林育正

イマジネーション・スーパーハイウェイ
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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

展覧会

夏休み企画展
『イマジネーション・スーパーハイウェイ』
考えることや想像することの大切さをテーマにした
企画展。出展は井上大輔、牛島光太郎、濱口直巳。
会期： 7月12日（土）－8月17日（日）
 10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
 ※7月14日－16日は、入廊16:30まで。閉館17:00
会場： ギャラリー北・南

［関連企画］
アーティスト・トーク
出展作家3名によるトークです。
日時： 7月12日（土）16:00－17:30
会場： ミーティングルーム2
料金：無料
※事前申込不要

対談「Art & Music」
藤本由紀夫（アーティスト）をゲストに招き、濱口直巳と
ともに、音や音楽とアートの関係について考えます。
日時：7月13日（日）16:00－17:30
会場：ミーティングルーム2

※その他の関連企画については、ウェブサイトや8月号で
ご確認ください

※Topic01（P1）もご覧ください

伝統

素謡の会 「世謡の春」  第2回 《忠
ただ

度
のり

》
日時： 7月10日（木）開場18:30 開演19:00
会場： 大広間
出演： 片山伸吾、橋本光史、田茂井廣道、
 橋本忠樹、深野貴彦ほか
料金： 前売1,500円／当日1,800円

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第13回 「鷺

さぎ

舞
まい

を知る」
日時：7月10日（木）19:30－20:30
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（要事前申込／先着順）

伝統芸能ことはじめ 第3回「鰯
いわし

賣
うり

戀
こいの

曳
ひき

網
あみ

」
日時： 7月12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）

第321回 市民寄席
日時： 7月17日（木）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演・演目：露の眞「寿限無」

笑福亭遊喬「試し酒」
桂塩鯛「遊山舟」
桂春之輔「子はかすがい」（出演順）

料金： 前売1,500円／当日1,800円
チケット取扱：大丸京都店、高島屋京都店、チケッ

トぴあ（Pコード：436-812）

トラディショナル・シアター・トレーニング2014
（T.T.T.） ワークショップ
日本の伝統芸能を幅広く学べるトラディショナル・
シアター・トレーニング。2日間限定のワークショッ
プ参加者を募集します。 ※逐語通訳あり
日時： 7月19日（土）10:30－22:00
 20日（日）10:30－21:00
会場： 大広間、フリースペースほか
講師： 片山伸吾、茂山あきら、若柳弥生、
 久田陽春子、ジョナ・サルズほか
料金：一般15,000円／学生8,000円
対象： 日本の伝統芸能に関心のある方、学ぶ意欲の

ある方で、原則として2日間全日受講できる方。
国籍・年齢・性別や舞台経験などは問いません。

定員： 15名
応募締切：7月11日（金）〔消印／先着順〕

KAC Traditional Performance 
「伝統芸能バラエティボックス」
祇園祭・後祭の宵山期間特別企画。能や狂言、長
唄、祭文などさまざまな分野の伝統芸能を、映像
や上演で紹介します。他分野とのコラボレーション
による新たな作品も上演予定。

〈映像上映〉
伝統芸能を紹介するプログラム「継ぐこと・伝える
こと」の公演記録の映像を上映。
日時： 7月21日（月・祝）、22日（火）13:00－20:00

〈公演〉
日時： 7月23日（水）15:00－20:00
  ※各分野30分ずつの上演
出演： 片山伸吾、田茂井廣道、杵屋勝七郎、河村

大、櫻川雛山、茂山茂、桂よね吉ほか
会場： フリースペース
料金： 無料
定員： 各100名（事前申込不要、各回入れ替え制）

音楽

明倫レコード倶楽部 【其ノ52】
「声をきく」
日時： 8月3日（日）16:00－18:00
会場： 講堂
講師： いしいしんじ
曲目： マヘリア・ジャクソン「アメイジング・グレー

ス」ほか
料金： 500円（ドリンク付）
定員： 100名（要事前申込／先着順）

ダンス

KAC Performing Arts Program 2014 / 
Contemporary Dance
大植真太郎ワークショップ＆ワークインプログレス
国際的に活躍する振付家・ダンサー大植真太郎に
よるダンスワークショップ。コンタクトインプロヴィ
ゼーションの基礎から応用までたどりながら、音楽
とダンスの関係性を、身体を通して問い直します。

［ワークショップ］
日時：一般 7月28日（月）－31日（木）
 18:30－21:30

小中学生 7月29日（火）－31日（木）
 15:00－17:00

会場： 講堂
講師： 大植真太郎
料金： 一般各日2,000円／通し5,000円
 小中学生各日500円／通し1,000円 ほか

※ワークインプログレス参加希望の方は、全日
参加必須

定員： 各20名（要事前申込／先着順）
対象： ダンスに興味のある方（経験不問）
申込方法：氏名、年齢、連絡先、参加日を明記の

上、7月25日（金）までにウェブサイトまたは電
話にてお申込みください。

［ワークインプログレス］
ワークショップの成果作品とともに大植の『BO.
LE.RO』を上演します。
日時： 8月2日（土）開場15:45 開演16:00 
会場： 講堂
出演： 大植真太郎、工藤聡、ワークショップ参加者
料金： 前売500円／当日800円
※Topic02（P4）もご覧ください

演劇

KAC Performing Arts Program 2014 / 
Contemporary Theater
杉原邦生演出  KUNIO11 「ハムレット」
日時： 7月3日（木）18:30☆

5日（土）13:00／18:30
6日（日）14:00★◎
7日（月）18:30

  ☆プレビュー公演
  ★アフタートークあり
  ◎託児サービスあり〔1,000円、申込は7月1日（火）締切〕
  ※開場は15分前
会場： 講堂
料金： 一般前売3,500円／一般当日4,000円

25歳以下前売3,000円／当日3,500円
プレビュー公演 2,800円（前売・当日共）

K YOTO EXPERIMENT

KYOTO EXPERIMENT 2014 プレイベント
夏休み子ども舞台美術ワークショップ
舞台美術家・杉山至を講師に迎え、劇団「地点」に
よる音楽劇『はだかの王様』の舞台美術の一部とな
る、王国の大きな地図を作ります。8月13日（水）の
終演後には作品を持ち帰ることができます。
日時・会場：
7月30日（水）、31日（木）14:00－16:00
 京都芸術センター フリースペース
8月1日（金）9:30－11:30

 京都市北文化会館 創造活動室
 14:00－16:00
 京都市右京ふれあい文化会館 創造活動室
8月2日（土）14:00－16:00

 京都市呉竹文化センター 創造活動室
定員：各回20名
対象：小学生
料金：500円 ※観劇セット券あり
申込方法：公式ウェブサイト（www.kyoto-ex.jp）内

の申込フォームよりお申込みください
問合せ：KYOTO EXPERIMENT事務局
TEL：075-213-5839 
E-mail：info@kyoto-ex.jp 

音楽劇 『はだかの王様』
日時： 8月13日（水）開場15:30 開演16:00
会場： 京都コンサートホール 大ホール
出演： 劇団「地点」、京都市交響楽団メンバー

料金： 一般前売3,000円／当日3,500円
 高校生以下1,000円（前売・当日共）

25歳以下・65歳以上・学生前売2,500円／
当日3,000円
おやこ（一般1名+高校生以下1名）前売3,500
円／当日4,000円
※団体割引（10名以上）あり。詳細はお問合せください

チケット取扱：
KYOTO EXPERIMENTチケットセンター
　TEL：075-213-0820
　WEB：www.kyoto-ex.jp
京都コンサートホール チケットカウンター
　TEL：075-711-3231

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）

MuDA
MuDAスーパートレーニング入門
「summer編」
夏間近！ 梅雨の間に身体の中にたまっているじめじめ
を吹き飛ばします。夏の暑さにバテない身体、バテて
倒れても、また立ち上がる清 し々い身体を作りましょう。
日時： 7月2日（水）19:00－21:00
会場： 制作室12
定員： 10名
※動きやすい服装でご参加ください。水分、タオルなど
をお持ちください

DanceFanfareKyoto
「DanceFanfareKyoto02 映像上映会」
6月3日～8日に開催したDanceFanfare Kyoto02を、
スタッフの談話を交えながら映像で振り返ります。
日時： 7月3日（木）13:00－17:00
会場： 和室「明倫」
定員： 20名
※途中入退場可

京極朋彦
「KYOTO DANCE CREATION準備体操」
ストレッチや様々なボディーワークを通して、ダン
スをより楽しむための体を作ります。身体表現に
興味のある方ならどなたでも参加できます。
日時： 7月12日（土）17:00－20:00
会場： 制作室9
定員： 10名
※動きやすい服装でご参加ください

京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター
「舞台芸術とシニア」 シンポジウム（仮）
60歳以上の一般の方が舞台に立った「春秋座サバ
イバーズ『レジェンド・オブ・ＬＩＶＥ』」を振り返り、シ
ニア劇団を持つ劇場スタッフや演出家の杉原邦生
らと意見交換します。
日時： 7月18日（金）16:00－20:00
会場： ミーティングルーム2
定員： 40名

発表支援事業（共催事業）

滅びゆく伝統芸能
「絶滅危惧種講釈の修羅場読み」
激しい戦いの場面を、張り扇を叩き読みあげる「修
羅場読み」をお楽しみいただけます。
日時： 7月2日（水）、9日（水）開場18:30 開演19:00
会場： 和室「明倫」
出演： 旭堂南湖（講談師）
料金： 前売2,000円／当日2,500円
主催・問合せ：旭堂南湖
　TEL：06-6963-2845
　E-mail：nanko@bc5.so-net.ne.jp
　WEB：www003.upp.so-net.ne.jp/nanko/

嵯峨野学藝倶楽部 三壷庵茶会 「星めぐり」
星をながめながらお茶を一服、一期一会のお席を
お楽しみください。
日時： 7月6日（日）11:00－16:00

※申込みの上、上記時間内のご都合のよい時間
にお越しください

会場： 和室「明倫」
料金： 1,500円
主催・予約：嵯峨野学藝倶楽部 三壷庵
　E-mail：sagano@ren-produce.com
　FAX：075-881-6550

Sakinan Göze Çöp Batar
「抉られているのは守っている方の目だ」
フランスの人気振付家クリスチャン・リゾによるダ
ンス公演。
日時： 7月9日（水）開場18:30 開演19:00 
  ※アフタートークあり
会場： 講堂
料金： 一般2,500円／学生2,000円（前売・当日共）
主催・問合せ：アンスティチュ・フランセ関西
　TEL：075-761-2105

「根底の響きを探って～Piano×Computer 
Electro Acoustic Concert～」
ピアノとコンピューターにより、音の根源に潜む
「響き」に焦点を当てたコンサート。
日時： 7月13日（日）開場13:30 開演14:00
会場： 講堂
出演： 三木祐子（ピアノ）、金崎亮太（コンピューター）
トークゲスト：森下明彦（メディア・アーティスト）
曲目：「Bagel」、「Orion」、「Trapezoid」など
料金：無料
主催・問合せ：Yoha Public
　E-mail：info@yoha-public.jp  

大人と子どもの日本舞踊体験教室
日本舞踊の手の使い方や足の運び方を体験し、日

本文化を肌で感じよう！
日時： 7月13日（日）14:00－16:00

※2015年1月11日（日）に発表会を予定しています
会場： 和室「明倫」
講師： 藤蔭静樹 （藤蔭流）
料金： 500円（茶菓・テープ付）
持ち物：着物、足袋
定員： 20名（先着順）
申込方法：電話・E-mailで、参加者の氏名、年齢、連

絡先をご記入の上お申し込みください。
  ※申込締切は各回、開催日の１週間前まで
主催・問合せ：京のたぬき囃子実行委員会
　TEL：075-221-4258　
　E-mail：taiken_entry@fujikage.jp

制作支援事業

アトリエ劇研プロデュース演劇公演
「舟歌は遠く離れて」
日時：6月26日（木）19:00
 27日（金）19:00
 28日（土）14:00／19:00
 29日（日）14:00
 30日（月）14:00／19:00
　　　7月  1日（火）14:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金： 一般2,500円／ペアチケット4,300円
 25歳以下1,800円／初日割2,000円
主催・問合せ：特定非営利活動法人 劇研
　TEL：075-791-1966（10:00－18:00）
　E-mail：npogekken@yahoo.co.jp

「Room」 中村眞喜子展
日時： 7月8日（火）－7月19日（土）12:00－19:00
 （日曜・最終日は18:00まで／月曜休）

会場： galerie 16（東山区）
問合せ：galerie 16
　TEL：075－751－9238
　E-mail：info＠art16.net
　WEB：www.art16.net

「KYOTO DANCE CREATION vol.3」
京極朋彦がプロデュースするダンスのショーケー
ス公演の第3回。若手振付家5名が、それぞれ20
分程度のダンス作品を上演します。
日時：7月18日（金）19:00
 19日（土）14:00／19:00
 20日（日）14:00★
  ★公演後にトークイベントあり

会場： アトリエ劇研（左京区）
料金： 一般前売3,000円／当日3,500円
 学生2,000円(予約・当日共)
主催・問合せ：京極朋彦ダンス企画
　TEL：080-1449-4364（コヤマ・公演当日のみ）
　E-mail：kdcvol3info@gmail.com

悪い芝居プロデュース アンダーヘア vol.1
「マボロシ兄妹」
日時：7月18日（金）19:00
 19日（土）13:00／19:00
 20日（日）13:00／19:00
 21日（月）15:00
会場：青山円形劇場（東京都渋谷区）
料金：前売4,000円／25歳以下3,000円／
 高校生2,000円（当日各500円増）
主催・問合せ：悪い芝居 アンダーヘア
　TEL：090-3941-1481
　E-mail：info@waruishibai.jp

MuDA×Humanelectro　SPIRAL　
京都を拠点とするハイパーパフォーマンスグ
ループ「MuDA」と、ベルリン在住のアーティスト
「Humanelectro」ことRyo Fujimotoとのコラボ
レーション。ダンス、音楽、最新のテクノロジーが
融合した舞台公演。
日時：7月19日（土）14:00／19:00
 20日（日）14:00
会場：山本能楽堂（大阪市）
料金：一般前売2,500円／当日3,000円  
 学生・25歳以下前売 1,500円
 ぺアチケット前売 4,000円
  ※小学生以下無料 
主催・問合せ：MuDA
　TEL：090-1177-9715　　　　
　E-mail：muda.japan@gmail.com　　　　　
　WEB：http://muda-japan.com/

正直者の会 「石／君のこと」
日時： 7月20日（日）19:00
 21日（月）14:00／17:00
会場： 西陣ファクトリーGarden（上京区）
料金： 前売2,000円／当日2,300円／
 学生1,500円（前売・当日共）
主催・問合せ：正直者の会
　TEL：090-6066-5845（田中）
　E-mail：mail-web＠syoujikimono.net
　WEB：www.syoujikimono.net/

わざゼミ2014染色講座
「京鹿の子絞ワークショップ」
京都を代表する伝統工芸のひとつ、京鹿の子
絞。長年培われてきた技術を伝統工芸士から
直接学ぶ連続ワークショップです。
期間： 9月21日（日）－11月2日（日） ※土日のみ開催
会場： ワークショップルーム１
内容： 実技研修（13日間）
講師： 京鹿の子絞振興協同組合
定員： 13名程度（応募者多数の場合は選考あり）
対象：京鹿の子絞に興味があり、継続して創

作を続けたいと考える方。初心者可。
受講料：一般8,000円／25歳以下5,000円（材

料費込み）

応募締切：8月25日（月）〔必着〕

KYOTO EXPERIMENT 2014
サポートスタッフ募集
アーティスト、スタッフと共にフェスティバル
を支えるサポートスタッフを募集します。
対象：18歳以上／舞台芸術に興味がある方

／舞台芸術あるいはアートマネジメン
トを学ぶ学生／語学スキルを活かした
い方（英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語）

期間：8月13日（水）－10月19日（日）の間で5
日間以上

内容：
・ 広報活動
・ 公演及び関連企画のフロントスタッフ業 務

・ アーティストのアテンド、公演制作補助
募集人数：30名程度（応募者多数の場合は選考）
応募方法：ウェブサイト内の応募フォームから
　WEB：www.kyoto-ex.jp

事前説明会
日時： 7月5日（土）14:00－15:00

11日（金）20:00－21:00
場所： 京都芸術センター
予約・問合せ：KYOTO EXPERIMENT事務局
　TEL：075-213-5839
　E-mail：info@kyoto-ex.jp
締切：7月18日（金）〔必着〕

アーティスト・イン・レジデンス2015
ビジュアル・アーツ部門募集
滞在期間：2015年4月－2016年3月（3ヶ月以内）
※その他詳細は募集要項、ウェブサイトをご覧ください
締切：6月30日（月）〔必着〕

トラディショナル・シアター・トレーニング
2014（T.T.T.）受講生募集
期間：7月18日（金）－8月8日（金）
※その他詳細は募集要項、ウェブサイトをご覧ください
締切： 6月30日（月）〔必着〕

募集要項および応募用紙は、同センターにて
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）

第235回 市民狂言会
日時： 8月20日（水）
 開場13:30 開演14:00
会場： 京都観世会館（左京区）
演目： 二人袴、しびり、居杭、隠狸
出演： 茂山千五郎、七五三、あきら ほか
料金： 高校生以下500円（前売・当日共）
 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：437-421）
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術セ
ンターにて取扱

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

※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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父の保身のためにあくまで返済の延期を条件に主人公は宗教団体

の男の慰み物にされる…等々）に主人公を救うため「夢」の世界

から唐突に介入するものの、一切の抵抗或いはツッコミす

ら殆ど許されず飲み込まれていく、というそのコテコテの

メロドラマ感がその脱力感極まりないカンパニー名の今っ

ぽさからはかけ離れたもののように感じられたから、言い

換えれば創り手にとって本作はベタなのかネタにするのか

メタに転じるのか、その既視感故に最初から最後まで判

断が付きにくかったから……と言葉にしてみたものの、筋

肉少女帯やみうらじゅんなどのいわばカジュアル化以前

／インターネット以前の古きよき（？）サブカルが作・演出家

の文化的リソースである（らしい）以上、彼らにとってこの作

品は力技の「本気」（ベタ）以外の何物でもないのだろう。

ただ身も蓋も無い言い方ではあるが作品以上に寧ろ、

この作品は2014年の大阪で如何にして約500名強とも言

われる観客を結果動員し、観客はこの作品に何を見出し何

に惹きつけられ何に「感動」したのかに興味がある。岡崎京

子に言わせれば、「みんな何でもどんどん忘れてゆき　た

だ欲望だけが変わらずあり、そこを通り過ぎる名前だけが

変わってい」く、ということか？ （19日観劇）

モノオペラとミニオペラ「人間の声」と「消えた男の日記」
5月15日（木） 
京都芸術センター 講堂
主催：Nakamura-PFwork’s

内山幸子

決して上演機会が多いとは言えない、20世紀の佳作が

2曲並んだ、小さな、併し充実した舞台に就いて、今回は

書いてみたい。

前半は、昨年没後50年で取り上げられる機会も増えた

プーランクの「人間の声」である。失恋した女が、その別れ

の際に恋人と話す電話。男はその声だに聞こえず、物語

は女ひとりで進行する、全くのモノオペラである。従って、

約50分という舞台をソプラノは一人で歌いきらねばならぬ

ところに、先ずはこのオペラの難しさがある。中音から高

音に上がっても、声が痩せずふくよかなツヤを湛えている

のが美堂舞さんの持ち味と聴いたが、この点で最後まで

安定して声を保ったのは立派である。また従来の意味で

の旋律に富んだアリアというのは有さない作品であるが、

それでもプーランクらしい艶麗なメロディが其処彼処にち

りばめられていて、ピアノ共 そ々うしたところの愛おしむよ

うな情感の描出も、巧みであった。

技術レヴェルではもう十分で、注文を付けるとすれば、

芝居としての平板さに就いてである。これは元来コクトオ

の台本を用いた非常に演劇的要素の強い作品であるが、

今まさに恋人に棄てられようという女の喜怒哀楽は、先ず

もっと大仰なものであっていい筈である。外国語であるこ

とが、歌い手にとっても聴き手にとっても、どうしようもな

くドラマを他人事にしてしまうのは、本邦に於けるオペラ

上演の大きな桎梏なのであるが。そうして、不在の男を象

徴する電話のコードが首に巻きついて事切れるという従

来の設定も、作品のフェティッシュな、また自慰的なエロ

ティシズムを示す場面と思うが、この部分の改変も物足り

なさを残すものではあった。

さて、エロティシズムという点では、後半のヤナーチェク

「消えた男の日記」は、もっと露骨なかたちでそうした描

写を配した音楽である。こちらはもと、連
リーダーチクルス

作歌曲であるが、

ミニオペラとして演出を施した、面白い形式での上演で

あった。

主人公を歌った山本康寛さんは、まさにリリックと言いた

いそのテノールの声質がまことに爽やかで、純朴な農夫を

巧みに歌い描く。一本気で、輝かしいその歌声が、徹頭徹

尾作品を明朗なものとして聴かせていたのであったが、こ

の点わたくしは大いに啓かれたことであった。即ち、このジ

プシー女とともに出奔する青年の物語は、─少なくとも

作品の範疇では─あくまで純真な愛に未来を見出す男

の物語なのである。例えば「カルメン」の悲劇性とか頽廃は、

ここには無い。確かにテクストを読むと、かかる素朴的解釈

も首肯されるのではあるが、音楽で以ってそれを教えてくれ

る上演に出くわしたのは僥倖であった。

この公演は、出演者の自発的な企画によるものと聞い

た。これからも、もっと色々の作品がこうした意欲的な表

現の場にかけられて、わたくしたち聴き手にその魅力を開

陳してくれることを願って已まない。

ひぐち まさみち／大阪大学文学研究科博士後期課程在学●コクトオと
いうと、昨年友人であったプーランク、エディット・ピアフと共に没後50
年でしたが、両者ほど日本では話題にならなかった様子。Mon oreille 
est un coquillage. Qui aime le bruit de la mer. すっきりしない梅雨
空に久しぶりに詩集なぞ開いてみたくなりました。

作品の可能性聴かせた
小さな「オペラ」

音楽

樋口騰迪

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（木）

この作品に限らず、歴史は繰り返すだとか、物事は変

われば変わるほど同じものであるとか、何を語るかではな

く如何に語るかだという言葉すらも使い古された言い回し

だと承知していても、ここまで一昔前の既視感に溢れた物

語／ディティールを堂 と々差し出すこの作品の手つきはきっ

と戦略的な「あえて」に違いないと勝手に信じ込み、メタレ

イヤーのツッコミがいつ入るのか懐かしさの中で淡 と々静

観を続けていたら最後までド直球のストレートであった（と、

どうしても感じてしまう）ことに決して悪い意味ではなくしばし唖

然とした……のだけれど、そもそもこの作品においてそうい

う気分を味わったのは何故なのかぼんやりと考えてみる。

まず、作中に出てくる細かなディティール─名画座、

「小さな恋のメロディ」、「俺たちに明日はない」、iPodか

ら流れる「風をあつめて」など─の奇妙なアナクロさ加

減であったり、冒頭約30分程続く主人公の少女の「夢」に

登場するファニーな動物たちが、凡庸ともいえる悲劇的展

開の本筋（怪しげなカルト宗教にハマった主人公の少女の家族は

母親が家を出て行ったことで既に崩壊状態であり、宗教団体の提供

する怪しげな食品やパウダーに金銭を使い込んでいる。父は無職で

碌な収入も無いため姉の風俗の稼ぎで辛うじてやり繰りしていたが

とうとうそれも破綻し、肩代わりとしての自身の臓器売買を拒否した

みたむら けいじ／俳優、空の驛舎、C.T.T.大阪事務局●應典院舞台芸
術祭「space×drama」は今や大阪の若手劇団にとって登竜門の一つと言
えるでしょう。ニューとまる。第1号はデザイン作業進行中です。もう間も
なくより具体的なお知らせが出来ると思います。他にも個人で色々やっ
てます。やりすぎてます。

「本気」とベタ

演劇

がっかりアバター『あくまのとなり。』
5月15日（木）－19日（月）
シアトリカル應典院（大阪市）

三田村啓示

FORM ON WORDS（以下FOW）はアーティストやデザイ

ナー、ワークショップコーディネーターらから成るチーム名

であり、ワークショップによって古着と古着にまつわる「こ

とば」を集めて、衣服を作り出すオーダーメイドシステムで

ある。美術家の西尾美也の作品コンセプトと方法論を使っ

たファッションブランドとして、流通を視野に入れながらも、

ファッションの文脈やシステムから意識的にずらされ、美

術展示や参加型ファッションショーとして発表されてきた。

本展は、FOWの服づくりのプロセスを紹介する展覧会

となっており、過去のワークショップで集められた素材ス

トックとしての古着と、古着のエピソードを語る映像作品、

そして実際に制作された服のポスターが展示された。図

書館を訪れた人は、本棚の背表紙からインスピレーショ

ンを得るように古着を手にとり、予想し得ない個人的な

エピソードを読む。服をツールとしたこのようなコミュニ

ケーションを作り出すFOWの服づくりは、TPOやジェン

ダー、流行といった既存の装いのルールを逸脱していく。

さらに、本展を企画した奈良県立図書情報館の活動に

も触れておきたい。企画・広報チームの乾聰一郎さんに

よると、本展の会期中には、他にも『未来の図書館のた

めのメディアプログラム2014／佐保川ラジオ』として、中

野裕介（パラモデル）、藤本由紀夫、アサダワタルらによる

インターネットラジオの放送が行われていた。同館は公

文書館としての役割を担いつつ、「図書館が持つ知のリ

ソースを再編集し情報を発信し、それによってかたちを

なしていなかった好奇心がかたちとなる糸口を作る」とい

うコンセプトのもと、2005年の開館よりフォーラム、コン

サート、アートワークショップなどを実施しているという。

知の収集・集積場としての図書館のリソースへアプロー

チするルートを、オルタナティブな方法でひらこうとして

おり、なかでもインパクトを持つ手法のひとつとして現代

アートを捉えている。

1990年代以降におけるアートプロジェクトの実践や、

地方を中心としたアーティスト・イン・レジデンス、芸術

祭、アートNPOの普及にともない、行政や公共事業と連

動するアート活動が多く生まれたが、いくつかの例をの

ぞけば、国内の図書館や博物館との連携はなかったよう

に思う。同館とのような協働が生まれた背景には、情報

化にともなう図書館側の変化もあるが、上記のような流

れのなかで、アーティストも学際的なジャンルや公共の

制度をこえてゆく技術を発展させてきたことも理由の一

つではないか。なお、同館は利用率アップといった短期

的な目標や指針ではなく、あくまで新たな「何か」の発見

に重点を置いている。こういった自由度が与えられるの

は、やはり担当者に拠るところが大きいが、アートまたは

アートの方法を用いた社会的実践を生むために不可欠

な要素ではないかと思う。今後関わるアーティストたち

は、図書館という場の可能性と限界をどのように発見し

ていくだろうか。

美術

アーティストと図書館の協働

FORM ON WORDS 『服を読む』
5月13日（火）̶ 6月１日（日）
奈良県立図書情報館

「人間の声」より

うちやま さちこ／アートマネージャー●今号からレビュアーに加えてい
ただきました。アートやアートプロジェクトの現場をつくることを仕事に
しているので、社会と関わるアートの現場をレビューしていきたいと思
います。

P I C K - U P ピックアップ

5月半ばから6月半ばまで、京都芸術センターの門から建
物につづく通路脇に、3つの蚊帳から作られた不思議な空間
を目にした人も多いのでは。これは、レジデント・アーティスト
のアラヤー・ラートチャムルーンスックさんの手による、秘密基
地のような屋外スタジオ。ここでインタビューをしたり、ここか
ら公園や川沿い、老人ホームなどへ出かけて撮影を行いまし
た。そんなアラヤーさんは、大の犬好きで、チェンマイの自宅
では、15匹もの犬を飼っていて、毎朝、8匹の犬を勤務先の
大学に連れて行くとのこと。京都でも、動物愛護センターや
ドッグ・カフェなど、犬にまつわる場所に何度も足を運び、たく
さんの犬たちと触れ合っていました。今回の滞在で撮りため
た映像や写真は、来年の個展で活かされる予定です。普段
はあまり気にとめない日常のさまざまな断片から、どのような
一連のインスタレーションが生まれるのか、期待が高まります。

西尾咲子（アート・コーディネーター）

アラヤー・ラートチャムルーンスック 《家族》

現在進行中のプロジェクトを紹介します

夏休み企画展 『イマジネーション・スーパーハイウェイ』（7/12－8/17）

トラディショナル・シアター・トレーニング2014（T.T.T.） ワークショップ

KAC Traditional Performance 「伝統芸能バラエティボックス」 大植真太郎ワークショップ

KYOTO EXPERIMENT 2014 プレイベント
夏休み子ども舞台美術ワークショップ

夏休み企画展 『イマジネーション・スーパーハイウェイ』
［関連企画］ アーティスト・トーク

夏休み企画展 『イマジネーション・スーパーハイウェイ』
［関連企画］ 対談「Art & Music」

素謡の会 「世謡の春」
第2回 《忠度》

月イチ☆古典芸能シリーズ 第13回 「鷺舞を知る」

杉原邦生演出  KUNIO11 「ハムレット」

［明倫WS］ DanceFanfareKyoto
「DanceFanfareKyoto02 映像上映会」

［明倫WS］ 京極朋彦
「KYOTO DANCE CREATION準備体操」

［明倫WS］ 京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター
「舞台芸術とシニア」 シンポジウム（仮）

［明倫WS］ MuDA
MuDAスーパートレーニング入門 「summer編」

［共催］ 滅びゆく伝統芸能
「絶滅危惧種講釈の修羅場読み」

［共催］ 嵯峨野学藝倶楽部 三壷庵茶会 「星めぐり」 ［共催］ 大人と子どもの日本舞踊体験教室

［共催］ 「根底の響きを探って～Piano×Computer Electro Acoustic Concert～」

［共催］ Sakinan Göze Çöp Batar 「抉られているのは守っている方の目だ」

［共催］ 滅びゆく伝統芸能
「絶滅危惧種講釈の修羅場読み」

第321回 市民寄席

伝統芸能ことはじめ 第3回「鰯賣戀曳網」

杉原邦生演出  KUNIO11 「ハムレット」
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いうもの。

小野規は、近代における西欧とアジアとの関係について、

また、アートとしてのドキュメンタリーの可能性について、写

真を通じて再考するというプランを提出しました。

川村麻純のプランは、台湾人の夫をもつ日本人女性との出

会いをきっかけに始まった、他者とどのように共存していくか

を考察する、インタビューに基づいたプロジェクトを展示する

というもの。

熟考を重ねたそれぞれのプランは、京都芸術センターにお

いて、「いま」しかないと思わせる非常に熱の入ったプランば

かりでした。

6月14日（土）に、一次審査通過者によるプレゼンテーション

を行い、河本氏が最終的に選んだプランの発表は、6月下旬

にウェブサイトにて行います！2015年春に開催される展覧会

が、プランから実現に向けて進化する瞬間を目の当たりにす

ることができるはずです。ぜひご注目ください！

大植作品はどう展開するのか分からない予想のつかなさが魅力。大植と参加者が身体と身体の
対話を通してどのような表現に辿りつくのか。ワークショップの成果を鑑賞するワークインプログ
レスが今から楽しみです。 芝田江梨（アート・コーディネーター）

本紙が皆様のお手元に届くころには、すでに最終的にが決定していることで
しょう。スタッフとしてだけでなく、いち鑑賞者として、どのような展覧会が出
来上がるのか楽しみです。 上村絵梨子（アート・コーディネーター）

TO P I C  02

TO P I C  03 TO P I C  04

KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Dance

展覧会ドラフト2015 京都文化芸術コア・ネットワーク

大植真太郎
ワークショップ&ワークインプログレス

アイデアが交錯する
展覧会企画

人材と情報のハブをかたちに

KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Danceの最

初を飾るのは、現在スウェーデンを拠点に国際的に活躍する振付家・

ダンサー、大植真太郎。ローザンヌ国際バレエコンクールファイナリストに

選ばれたこともある大植の動きは大胆でありながらシャープ。ふとした所作

にクラシックバレエで培った確かなテクニックが垣間見えます。近年柳本雅

寛、平原慎太郎らと活動を展開しているダンスカンパニーC/Ompanyでは

身体と身体のぶつかり合いが生み出す動きをダンス表現にまで昇華させ、

従来のダンス作品の固定概念を覆すユニークな作品を生み出しています。

今回は大植を招き「ワークショップ&ワークインプログレス」を行います。

ワークショップのキーワードとなるのは、コンタクトインプロヴィゼーショ

ンとモーリス・ラヴェルの作曲した「ボレロ」。一見脈絡のない言葉の羅列に

みえますが、その根底には「ダンサーがダンスする作品」ではなく、「気がつ

京都芸術センターは、2015年3月から5月にかけて行わ

れるPARASOPHIAと連携して、ギャラリー北・南はも

ちろんのこと、特有の雰囲気をもつ講堂やフリースペース、

和室なども含めた展示企画を募集しました。いわゆるホワイ

トキューブではない展示会場が増えたことで作品の数や規模

も多様化し、前年度までの展覧会ドラフト以上にキュレーショ

ンの力が問われることになります。

寄せられたプランの総数は80件。国内外から展覧会プラン

が集まりました。その中から書類選考（１次審査）で選出され

た6件の展示プランを紹介します。

イケミチコのプランは、「神経の再生」をテーマに、ガラス、

鏡、ボンド、写真、光、音、センサーなどを用いた参加・体験

型のインスタレーションをするというもの。

井口真理子のプランは、巨大なバルーンアート作品を展示

するというもの。「SOPHIA=叡智」と「PARA=裏切り」という

二面性を体現する女神MS.SOPHIAを展覧会の顔にしようと

する試みです。

韮澤アスカのプランは、ギャラリーの空間全体をビビッドな

色彩と曲線で埋め尽くすというもの。

筧有子、上野千紗、海野香理によって結成された「うさぎと

革命」展実行委員会が提示したプランは、2名の作家によるそ

れぞれの個展と、キュレーターがその2名の作品を構成すると

京都文化芸術コア・ネットワーク（KACN）は、京都におい

て文化芸術を支える専門的活動を行う人々をむすび

つけるネットワークのハブ（結節点）となるものとして、京都市

の呼びかけによって2013年に設立されました。

京都市にはこれまでも、京都市芸術文化協会など芸術家間

のネットワークはありましたが、文化芸術を「支える」側のネッ

トワークで、ジャンルを横断したものはなく、全国的にも先進

的な取り組みと言えます。KACNには、舞台制作者、キュレー

ター、ギャラリスト、デザイナー、研究者や編集者等、現在90

名がメンバー登録し、最新情報を掲載したメールニュースの読者は約400名となりました。

今年度も昨年同様、総会や例会を通じてメンバー間の交流によって、情報の共有化をす

すめます。そうしたネットワーク内の交流を通して、京都の芸術文化について考え、発見し、

「外」に向けて発信していく。内外へ向かうベクトルを含んだこの京都文化芸術コア・ネット

ワークの活動が、芸術家が活動しやすいまちづくりの、その基礎となる部分を強化していくと

考えています。今後は更に、芸術文化を「支える」人だけでなく、「鑑賞する」あるいは「創る」

人も含んださまざまな層へと活動をつなげていくことで、メンバー各々の活動の発展や、ネッ

トワークがあるからこそできる新しいプロジェクトの創出を目指しています。

7月11日(金)には今年度の総会を行い、今年度のネットワーク活動が本格的に始動します。

京都市内において文化芸術を支える活動を専門的に行う方であれば、どなたでもメンバー

になることができ、総会に参加することができます。京都市の文化芸術総合ポータルサイト

「Kyoto Art Box」内のサイト（http://kyoto-artbox.jp/）にこれまでの活動やメンバーの詳細を

掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。

いたらダンスになっていたというような作品」を、ワークショップ受講者とと

もに探求したいという大植の思いがあります。　

コンタクトインプロヴィゼーションは複数の人との触れ合いを通し、互い

の身体の動き、重さを感じて即興的にダンスを紡ぎ出す手法です。今回の

ワークショップではその基礎から応用をたどりつつ、予想外な動作を生み

出す互いの力や重さをいかに視覚化させるか、それをダンスとしていかに

表現するかといった課題に取り組みます。また20世紀を代表する振付家

モーリス・ベジャール作品でも有名なラヴェル楽曲「ボレロ」を取り上げ、音

楽に身体が触発される様をみつめながら、音楽とダンスの関係性を問い直

します。日本ではなかなか目にすることのできない大植のテクニックとイン

スピレーションにふれ、試行錯誤しながら創作する貴重な機会です。ぜひ

ワークショップにご参加ください。

また、最終日にはワークショップの過程・成果を公開するワークインプロ

グレス（過程発表）を開催します。短期間ながら同じ課題に向かって取り組

む受講者から何かが生まれる瞬間をどうかお見逃しなく。また大植が2014

年コペンハーゲン振付コンペティションにて三位入賞を果たした新作『BO.

LE.RO』を日本で初めて上演します。大植いわく、ラヴェルによる楽曲「ボレ

ロ」から想起されるイメージを払拭、解体しながら、新たなイメージの創造

を図った意欲作。楽曲「ボレロ」をモチーフにした二つの作品を受講者と大

植の身体がどう表現するのか、ぜひご覧ください。最後に大植からワーク

ショップ受講者へのコメントをご紹介します。

2012年度より京都芸術センターで開催しているKAC Performing Arts Programで
は、舞台芸術の創作・発表へのさまざまな取り組みを通し、その可能性に挑戦して
います。なかでもコンテンポラリーダンスに焦点をあてた「KAC Performing Arts 
Program / Contemporary Dance」では、今年度、異なる分野で活躍するアーティ
ストのコラボレーションによる新作クリエーションと上演に取り組んでいきます。ま
た普段京都で目にする機会の少ないダンスアーティストを招き、ワークショップや
ディスカッション、創作過程を観客と共有するワークインプログレスを重ね、新たな
ダンス表現とその魅力を探っていきます。

若手キュレーター、アートプロデューサーの発掘・支援を目指し、
「展覧会」の企画を公募する展覧会ドラフト。今年度は、審査員に
「PARASOPHIA（パラソフィア）: 京都国際現代芸術祭2015」（以下、
PARASOPHIA）のアーティスティック・ディレクターの河本信治氏を
招き、この国際芸術祭と同時期に、京都芸術センターで開催する
展覧会の企画を募集しました。

大植真太郎 （おおうえ しんたろう）
ハンブルク・バレエ団、ネザーランド・ダンス・シアター、クルベリー・バレエを経て現在フリー。 
スウェーデン国立オペラ、クルベリー・バレエ、Noism06等に振付。ダンサー・振付家として国境
を超えて活躍している。『del a』（2005）でハノーファー国際振付コンペティションにて最優秀賞受
賞。ノルディック・グランプリにて最優秀賞ならびにオーディエンス賞を受賞。2006年よりフリー
ランスとしてスウェーデン、イスラエル、日本を中心に活動。2008年より柳本雅寛、平原慎太郎
とC/Ompanyと言う名の下で創作を開始し、現在進行形。

PROFILE

「展覧会ドラフト2011」 プレゼンテーションの様子

撮影：Matron

京都文化芸術コア・ネットワーク 第2回総会
メンバーが集い、現在進行中のプロジェクト等について話し合います。
日時： 7月11日（金）16:00開始予定　会場：講堂
参加資格：京都市内で芸術文化を支える活動を専門的に行う方。
※事前申込制・無料　
※参加を希望される方は、お名前、ご所属、連絡先、活動内容を明記の上、お問合せください

問合せ：京都文化芸術コア・ネットワーク事務局（京都芸術センター内）
　TEL：075-213-1000　E-mail：info@kyoto-artbox.jp

今回はワークショップ受講者と共に音楽とダンスの在り方を考えるべく、短期
間ではありますが時間と場所を共有し、「ボレロ」楽曲を身体を通して考察しま
す。そして過程発表ギリギリまでおつきあい頂きます。何かが生まれるその瞬
間とあらたな出会いとぶつかり合いを信じて！　－大植真太郎－

発表者
・「神経の再生」／イケミチコ
・「MS.SOPHIA PROJECT」／井口真理子
・「回想の中でのみ状況は凍結して現実になる」／韮澤アスカ
・「うさぎと革命」／「うさぎと革命」展実行委員会
・「THREE PHOTOGRAPHIC WORKS IN PHNOM PENH」／小野規
・「鳥の歌」／川村麻純

※イベント情報（P2）もご覧ください

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
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