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トラディショナル・シアター・トレーニング

発表会

トラディショナル・シアター・トレーニング（T.T.T.）
は、能・狂言・日本舞踊の3コースに分かれて、

各分野のプロの講師陣による指導のもと、集中的
なトレーニングを行うプログラムです。実際の体験
を通して伝統芸能の理解を広げ、受講者自身の表
現活動に生かしていくことを目的とした本プログラ
ムでは、伝統芸能の技術や精神を学ぶ意欲のある
アーティスト、あるいは舞台関連の研究者が京都に
集まり、異なる国籍や性別をもつ人々が共に連日の
稽古に励みます。日本からの参加者のほか、アメリ
カ、イギリス、カナダ、台湾、アイルランド、フィンラ
ンド、シンガポールなど、世界各国から集まった受
講生たちは、7月19日からのトレーニングを経て、8
月8日の発表会に臨みます。3週間という稽古期間
は、一見長いように思われますが、伝統芸能を本格
的に学ぶには非常に短い時間です。この短期間で
も集中して伝統芸能を学べるように、稽古以外に自
主練習の場の開放や、実際の伝統芸能公演や解説
書の紹介を行うのも本プログラムの特徴といえるで
しょう。また、小鼓の短期コースや、今年から新たに
始まる義太夫節の短期コースも魅力的です。
俳優、ダンサー、演出・脚本家、研究者など、受講
生の持つバックボーンは多彩ですが、日本の伝統芸
能への情熱はどの受講生も非常に高く、伝統芸能の
所作から精神まで学ぼうとする意欲は、連日続く稽
古の中でも衰えることがありません。発表会で披露

される謡や舞は、受講生の熱意が会場全体に感じら
れ、毎年好評を博しています。この発表会では受講
生だけでなく、講師陣による演技も行われます。受
講生の熱のこもった演技と、伝統芸能の道を極めた
講師陣による、洗練された演技。これら2つを同時に
自由に楽しめるのも、この発表会の醍醐味ではない
でしょうか。
そんなT.T.T.も今年で記念すべき30周年を迎えま
す。T.T.T.のこれまでの、そしてこれからの歩みに、
ぜひご注目ください。

発表会が行われる大江能楽堂は、創建から100年以上の歴史を持つ能
楽堂で、実際の能や狂言の公演も行われる場所です。普段は上がるこ
とが出来ない能舞台での発表会は、受講生にとってはかけがえのない
時間です。来場者にとっても、伝統芸能により親しむ機会になるはず。
どうぞお気軽にご来場ください。

岩村空太郎（アート・コーディネーター）

トラディショナル・シアター・トレーニング（T.T.T.）
2014発表会
日時： 8月8日（金）開場15:30　開演16:00
会場： 大江能楽堂（中京区）
出演： T.T.T.2014受講生、片山伸吾、田茂井廣道、

大江信行、茂山あきら、丸石やすし、茂山童司、
若柳弥生、久田陽春子、高橋奈王子、竹本友香

料金： 無料
※事前申込不要

T.T.T. 2013 発表会　撮影：大島拓也

狂言の稽古（1992年） 文楽のワークショップ（2008年） 能の稽古（2010年） 日本舞踊の稽古（2013年）
撮影：大島拓也
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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

展覧会
『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
会場： ギャラリー北・南

［関連企画］
トーク 「類としての美術は可能か－美術はどう変わ
るのか」
千葉成夫（美術評論家）をゲストに招き、井上大輔と
ともに、類としての美術の可能性を考えます。
日時： 8月3日（日）17:00－18:30
会場： 和室「明倫」
料金： 無料
※事前申込不要

パフォーマンス 「何も起きない話」
牛島光太郎のテキスト「何も起きない話」を田中遊
（正直者の会）が演じます。
日時：8月9日（土）14:00－（随時）
会場：ギャラリー北（予定）
料金： 無料
※16:00から牛島光太郎、田中遊によるアフタートークあり
※どちらも事前申込不要

KAC Artist in Residence Program 2014
展覧会 『IMITATOR』
アイルランドのアーティスト団体MARTの共同ディ
レクター2名、シアラ・スカンランとマシュー・ネヴィ
ンを招き、「イミテーション」をテーマとした映像イ
ンスタレーションを展示します。
会期：8月2日（土）－8月10日（日）
 10:00－20:00
※会期中無休・入場無料
会場： ミーティングルーム2
出展作家：シアラ・スカンラン、マシュー・ネヴィン、

トリッシュ・マクアダムス、アンドリュー・カー
ソン、ローシーン・O

※PICK-UP（P3）もご覧ください

［関連企画］
トーク・イベント 「IMITATORS」
展覧会のテーマである「イミテーション」をめぐって、
シアラ＆マシューと日本のアーティストがお話します。
トークゲスト：澤田知子（アーティスト）

高橋耕平（美術作家）ほか
日時： 8月9日（土）18:00－19:30
会場： 和室「明倫」
料金：無料
※事前申込不要

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
蔡國強「子どもダ・ヴィンチ」プロジェクト
制作助手養成ワークショップ
世界的に活躍する中国人美術家・ 蔡國強の作品
の一部を子どもたちとつくるプロジェクトを実施。9
月から始まる子どもを対象としたワークショップに
制作助手として参加していただける方を募集。これ
までに実施した「子どもダ・ヴィンチ」の紹介と実践
をします。子どもとアートの関係に興味がある方、
美術教育に携わる方、このプロジェクトを共に進め
ていただける方の参加をお待ちしています。
日時： 8月24日（日）14:00－16:00
会場： ミーティングルーム2
講師： 辰巳昌利（Cai Studioテクニカルディレクター）
料金： 無料
定員： 20名程度（要事前申込／応募者多数の場合選考有）
申込締切：8月15日（金）〔必着〕
主催・申込・問合せ：PARASOPHIA事務局
　TEL：075-257-1453
　E-mail：event@parasophia.jp
　WEB：www.parasophia.jp

伝統

夏休み能楽体験教室―発表会―
能楽の仕舞と囃子を学んだ子ども達の成果発表会
です。講師による半能「野守」や仕舞もあわせてご
覧いただきます。
日時： 8月7日（木）10:30－12:00
会場： 大江能楽堂（中京区）
出演： 夏休み能楽体験教室受講生、大江又三郎、

河村晴久、田茂井廣道、宮本茂樹、河村晴
道、分林道治、松野浩行、深野貴彦、鷲尾
世志子、廣田幸稔、宇髙竜成、豊嶋晃嗣、
宇髙徳成、小林努、原大、森田保美、左鴻
泰弘、林大和、河村大、井上敬介

料金： 無料
※事前申込不要

トラディショナル・シアター・トレーニング
（T.T.T.） 2014発表会
能・狂言・日本舞踊コースに分かれて学ぶ3週間の
集中トレーニングプログラムを経た国内外の受講
生による成果発表会。
日時： 8月8日（金）開場15:30 開演16:00
会場： 大江能楽堂（中京区）
出演： T.T.T.2014受講生、片山伸吾、田茂井廣道、

大江信行、茂山あきら、丸石やすし、茂山
童司、若柳弥生、久田陽春子、高橋奈王子、

 竹本友香
料金：無料
※事前申込不要
※Topic01（P1）もご覧ください

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第14回 「狂言方を知る」
月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企画。8
月は、歌舞伎を舞台裏から支える「狂言方」の役割
に迫ります。
日時：8月19日（火）19:00-20:30
会場：大広間
講師：堀本昭浩（狂言方）
料金：無料
定員：40名（要事前申込／先着順）

素謡の会・関連企画
「観能ツアー♯5 《雨月》《班女》」
講師の解説の後、「林定期能」の能《雨月》《班女》
を鑑賞するツアーを行います。
日時： 8月31日（日）
 レクチャー   10:15－11:15
　　　「林定期能」 12:00－17:00
会場：京都観世会館（左京区）
講師：田茂井廣道（能楽師・シテ方観世流）
料金：3,500円（レクチャー、「林定期能」鑑賞料込）
定員：30名（要事前申込／先着順）

KAC Performing Arts Program2014／
Traditional Performance
継ぐこと・伝えること51 「河内音頭」 
河内音頭は明治初期に、詞の定形にこだわらず
自由に節付けをして生み出された音頭で、人気を
博しました。現代の世相を詠み込んだ「新聞詠み」
や「カーキン音頭」など河内音頭に新たにアレンジ
を加え、大衆芸として現代に根付かせている河内
家菊水丸氏を招きます。
日時： 9月5日（金）開場18:30 開演19:00
会場： フリースペース
出演： 河内家菊水丸（河内音頭取り）
料金： 一般前売1,800円／当日2,000円
 高校生以下500円
  ※8月1日（金）より発売

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（作家）
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： 7月29日（火）－31日（木）15:00－17:00（小中学生）
会場： 講堂
講師： 大植真太郎
料金： 小中学生各日500円（前売・当日共）

　　　　通し1,000円
※ワークショップ一般の部は定員に達したため
募集締切

※小中学生はワークインプログレス参加不可
定員： 各20名（先着順）
対象：ダンスに興味のある方（ダンス経験不問）
申込方法：氏名、年齢、連絡先、参加日を明記の

上、7月25日（金）までに京都芸術センター
ウェブサイトよりお申込みください

［ワークインプログレス］
ワークショップの成果作品を発表します。また、大
植真太郎の新作『BO.LE.RO』も上演します。
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（ダンサー）、ワーク

ショップ参加者
料金： 前売500円／当日800円

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）

アトリエ劇研プロデュース
ディディエ・ガラス 「ことばのはじまり」の作り方
ダンス作品創作のために行っているワークショップ
の一部をお見せしながら、作品について解説します。
日時： 8月24日（日）16:00－17:30
会場： 制作室10
定員： 20名
※日本語通訳あり

発表支援事業（共催事業）

曽根知
「Las Meninas by Tomo Sone + Guests」
2011年より開始し好評を得ている日本／イスラエルダ
ンスコラボレーション企画の第３弾の公演。迫力あるダ
ンスに音楽の演奏も加わり、暑い夏を盛り上げます。
日時： 8月10日（日）開演15:00
会場： フリースペース
ダンス：曽根知、河原田隆徳、柿崎麻莉子、ケレン・

ルーリー・パルデス
ビデオアート：河原田ゾーハ
演奏： 藤澤バヤン（タブラ）、武市萌美（タブラ）、

石井修平（ジャンベ）
演目： 「Las Meninas」、「Golem couple」ほか
料金： 一般前売2,000円／当日2,500円
主催・問合せ：Tomo Sone + Guests 
　E-mail：tomoguest@gmail.com

予言と矛盾のアクロバット　
ideas on the move #7
「キョウト・デスク：aufklärung von kinder」
美術批評家・杉田敦の関わる２つのアートプロジェ
クト「ときどききこえる」、「20km向こうに」を振り返
ります。また、今後の活動のための実験、摸索、
提案、討議、アンケートなどを行います。
日時：8月19日（火）－21日（木）10:00－17:00
会場： ミーティングルーム2
企画：杉田敦（美術批評家）
料金： 無料
※事前申込不要
主催・問合せ：予言と矛盾のアクロバット
　E-mail：info@aaccrroobbaatt.com

『Cracking the Code』
油絵と日本画それぞれの「地と図の関係」を軸に独
自の絵画表現を探究する法貴信也・小島徳朗によ
る二人展。
会期：8月22日（金）－31日（日）
 10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
会場： ギャラリー北・南
主催・問合せ：京都市立芸術大学
　TEL：075-334-2204
　WEB：www.kcua.ac.jp

NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・
ネットワーク
「JCDN 国際ダンス・イン・レジデンス・エクス
チェンジ・プロジェクト vol.4 日本-米国 共同
制作プログラム」 
振付家・ダンサーのノーラ・チッポムラが1ヵ月間京都
芸術センターで滞在制作を行います。自身のソロ作
品「父のような自画像」と、飯名尚人作・演出「熱風」
に、ノーラが振付・ダンスで参加する共同制作の2本。 
 
「父のような自画像-portrait of myself as my 
father-」
日時： 8月22日（金）開場19:00 開演19:30 
 23日（土）開場17:30 開演18:00 
会場：講堂 

「熱風」 
日時： 8月30日（土）開場16:30 開演17:00 
 31日（日）開場14:30 開演15:00 
会場：講堂、フリースペース 
料金：一般前売1,500円／学生前売1,000円
 当日2,000円（各公演一律） 
※「父のような自画像」「熱風」セット券2,000円（前売のみ） 

 
チケット取扱： 
京都芸術センター チケット窓口（10:00－20:00） 
JCDNダンスリザーブ http://dance.jcdn.org/ 
主催・問合せ：NPO法人ジャパン・コンテンポラ
リーダンス・ネットワーク（JCDN）
TEL：075-361-4685
E-mail：jcdnjp@ybb.ne.jp 
WEB：www.jcdn.org 

予言と矛盾のアクロバット
レクチャー 「SEARCHING FOR EURASIA－
ユーラシアを探して」
新進気鋭のキュレーター渡辺真也をベルリンか
ら迎え、ヨーゼフ・ボイスとナム・ジュン・パイクの
「ユーラシア」プロジェクトの分析を通じて、失わ
れた繋ぎ目の回復を模索します。
日時： 8月23日（土）15:30－17:30
会場： 和室「明倫」
講師： 渡辺真也
料金： 500円
※事前申込不要
主催・問合せ：予言と矛盾のアクロバット
　E-mail：tomoharu_hara@ybb.ne.jp（原）  

第3回 森悠子のプロペラプロジェクト
―子ども音楽道場―
これまでに多くの音楽家を育て上げてきた森悠子
が、次世代を担う子どもたちのために音楽を通じ
て行う人間形成の教育プログラム。第３回は、テレ
マン『4つのヴァイオリンのための協奏曲』や、ヴィ
ヴァルディ『四季』より「春」を勉強します。
日時：［講習会］8月23日（土）、24日（日）10:00-15:00

［公開リハーサル］8月24日（日）
開場13:30 開演14:00

会場： フリースペース
講師： 森悠子（長岡京室内アンサンブル音楽監督）
料金：［講習会］両日12,000円／1日のみ7,000円 
  ※聴講料は、1日1,000円
　　　［公開リハーサル］無料
主催・問合せ：NPO法人 音楽への道CEM
TEL：075-351-5004
E-mail：offi ce@musiccem.org

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： 8月24日（日）14:00－16:00
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（要事前申込／先着順）
申込方法：電話・FAX・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　
FAX：075-221-4573
E-mail：taiken_entry@fujikage.jp

やなみ会 「柳川三味線による地歌の会」
日時：8月27日（水）開場18:00 開演18:30
会場：大広間
料金：無料（要事前申込）
主催・問合せ：やなみ会 
TEL：072-621-2923（飛山）
E-mail：yuri_wa@softbank.ne.jp

Creative Music Festival 2014
「サウンド・インスタレーションを作る！」
アイデアを持ち寄ってサウンド・インスタレーション
を作るワークショップ。サウンド・アーティストの堀
尾寛太のレクチャーやアドバイスもあります。最終
日には、作品をセンター内に展示します。
日時：［前夜祭］8月29日（金）開場19:00 開演19:30 
　　　［ワークショップ］8月30日（土）13:30－21:30

31日（日）10:00－18:00
会場： ミーティングルーム2

※前夜祭会場はMEDIA SHOP（中京区）

ゲスト：堀尾寛太（サウンド・アーティスト）
参加費：5,000円（ワークショップ両日、前夜祭込）
定員：15名（15歳以上）
主催・問合せ：CMF事務局　
TEL：090-2801-1510（三宅）
E-mail：cmfcmf@nifty.com

制作支援事業

ベ・サンスン 『Over & Over』展
日時： 7月5日（土）－26日（土）
 11:00－19:00（日・月・祝休）
会場：イムラアートギャラリー京都（左京区）
問合せ：イムラアートギャラリー京都
　TEL：075-761-7372

正直者の会 「石／君のこと」
日時：7月20日（日）19:00
 21日（月・祝）14:00／17:00
会場： 西陣ファクトリーGarden（上京区）
料金： 一般前売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

ヨーロッパ企画 第33回公演
「ビルのゲーツ」京都公演
日時：8月14日（木）19:00

15日（金）19:00
16日（土）13:00／17:30★
17日（日）13:00

★おまけトークショーあり
会場： 京都府立文化芸術会館（上京区）
料金： 一般前売3,500円／当日4,000円
 学生シート（前売のみ）2,500円
主催：ヨーロッパ企画／オポス
問合せ：サウンドクリエーター
　TEL：06-6357-4400（平日12:00－19:00）

現代演劇レトロスペクティヴ
壁ノ花団 第九回公演 「そよそよ族の叛乱」　
日時： 8月29日（金）19:30

30日（土）15:00★／19:00◎
 31日（日）15:00

★終演後、リーディングイベントを実施。
◎アフタートークあり

会場： AI・HALL（兵庫県伊丹市）
料金： 一般3,000円／25歳以下2,300円（前売・当日共）
問合せ：キューカンバー　　
TEL：075-525-2195
E-mail：info@cucumber-m.com

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）

応募締切：8月25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） 

素謡の会 「世謡の春」 第3回 《花筐》
日時： 11月13日（木）開場18:30 開演19:00
会場： 大広間
出演： 杉浦豊彦、味方玄、浦田保浩、
 宮本茂樹、田茂井廣道
料金： 前売1,500円／当日1,800円

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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いうこと。もう一つは、天女が主人公の『羽衣』や『吉野天人』で
舞うことのない「天女舞」があるということだ。
シテを勤めた片山九郎右衛門氏をはじめとする京都観世会の

メンバーは、これまでも数々の復曲に携わってきた実力派ぞろい
である。眼目の天女舞は、期待通り、世阿弥の伝書『二曲三体
人形図』にある絵姿を連想させるもので、天冠を戴き、舞衣に大
口の装束は淡く柔らかい色の組み合わせが選択されており、女
神でも歌舞の菩薩でもない、天女そのものの軽やかさが存分に
伝わってきた。と同時に、前身をかがめるような身体動作と、随
所で袖を翻す所作が盛り込まれた舞は、古い唱歌を参照して作
調された笛の旋律と融合し、現行のどの舞とも異なる新鮮さを
放っていた。新作の小道具「琴」も、「琴を抱

いだ

き」、「琴を都人の膝
にうち置き」など、詞章に表現された内容とうまく合致し、復曲の
特徴である「わかりやすさ」を発揮していた。他にも、講演で指
摘のあった、「花の遊楽」「琴（こと・きん）の音」「五節のためし」「左
右颯々」など、同じ言葉の繰り返しから生じる「リフレイン効果」
が、謡という音声にして初めて感じることのできる聴覚的な刺激
として耳に残った。元雅の作品がもつ表現の豊かさを味わえた
ひとときであった。

佐薙真由個展 『KINEAESTHETIC ─運動感覚─』
6月3日（火）－6月8日（日） 
ギャラリーモーニング（京都市東山区）

絵を見るの、せっかちなほう。1枚の絵を見る時間、短い。3分
も見ない。飽き性なんだろう。ところが、佐薙真由の個展には3
時間以上いた。1985年生まれ、京都造形芸術大学大学院修士
課程2010年修了、という経歴のこの画家の絵は、はじめて見た。
会場の眼につきやすいところには、作家自身が特に力を入れ

て描いたであろう最新作らしきものが幾枚もあった。割と大きめ。
どう考えても、それらはよかった。KINEAESTHETICというイ

ンチキ造語タイトルにふさわしいモチーフがいくつも出ていた。
あまりにでかいボールをもって奇妙なスポーツをする人たちが
描かれる。燻製豚肉でも哲学者でもないほうのベーコンぽく、ブ
レた描き方だ。本人に聞くのが一番だろうと思い、一体これなん
のスポーツですか？と聞くと、「キンボール」というとても珍しいス
ポーツです、とか言うので、現実にない競技を勝手に絵の中で
創造し、あげくそんなスポーツもあるんだなと観客をだますコン
セプチャルな試みであろうか、うむ、と唸った。家に帰ってググ
ると「キンボール」なるスポーツはほんとに存在していたので、作
者は意外と素直なひとらしく、むしろ騙してほしかったような奇
妙な気持ちになった。
その画面を幾何学的な模様が浸食する。それがとてもいいけ

ど、佐薙のこういう絵は7インチレコードで言うとA面だ。したいの
はB面のはなし。なんで会場に長く居たかという種を明かせば、
見ているうちに湧いてきた現実的な悩みに行きつく。
作品数で言えば20点に満たない本展を見るうち、6号ほどの
小さな絵が無性に気になった。会場の奥の隠し部屋みたいなと
こ、小さなサイズの絵がまとめてかけてあった。その中の一枚。
「あっ、マティス」。見てすぐ、そう小さくつぶやいた。影響が
濃厚だというより（そんな絵描きはたくさんいるだろう）、1908年くら
いのマティスを巧妙にサンプリングしたような絵だ、というのが

実感に近い。1908年は、有名な「赤い部屋（赤のハーモニー）」をマ
ティスが描いた年だ。人物よりも静物よりもむしろそっちが主役？ 
と思う装飾的な壁紙が、マティスの絵にはよく出てくる。昔から
マティスの壁紙がえらく好きだった。
佐薙の茶色の小さな絵（図像参照）は、その頃のマティスから、
人物や静物などの具体的なものをなにもかも取り払ったような
絵。なんにもない部屋に残ったきれいな壁紙。わざとらしいほど
の透視図法でその模様が歪む。
ややこしいことを言えば、佐薙のこの絵は、マティスがやろ

うとしたことを再度反転させたものだ、と考えられるかもしれな
い。壁紙は、壁に貼らなければ平面だ。貼るものだから壁に貼
る。貼られれば奥行きを持つ。だが、その壁紙をマティスはふた
たびのっぺり平面にする。平面になにができるだろうという問い
は、100年前にこうして複雑骨折した。と、佐薙の絵からマティス
がちょっとわかった気になる。佐薙の絵のわざとらしい透視図法
は、その骨をもう一回折っているので、まあなんというか粉砕骨
折である。
この絵の値段が、長居させた。ふっと見れば、絵自体から想像

していた値段よりあまりに安かった。これが感情の微妙なところ
だが、手に入れられるかもしれないと思った途端、動けなくなっ
た。買おうか。2時間くらいその絵の前にいただろう。挙句、コン
ビニで金をおろして買った。後悔はしていない。よいものを買っ
た。いまうちのトイレにある。かけるために大家に無断で壁に釘
を打った。怒られるのは何年かのちであろうから、今はそれも気
にしていない。画廊は美術館じゃない。絵を売ってくれるところ。
買った絵は、裏も見られるし、手で触れるし、なにより毎日眺めら
れる。出会う羽目になった気に入った絵、それを買おう。

よしだ だいすけ／京都造形芸術大学非常勤講師・大阪府立大学高等専
門学校非常勤講師・大手前大学学習支援室チューター●洲之内徹『気まぐ
れ美術館』のよさは、絵を見るだけじゃなく、絵を買い、絵を触っている人
の文章だからだ、と気づく。いい絵を買って少しは晴らそうこころの憂鬱。

マティスの骨を折る

美術

吉田大輔

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　8 / 1 ▲ 8 / 31

図書室休室日：8月29日（金）

能にはおよそ二千番の台本（詞章）があるといわれている。全て
が上演できるわけではなく、時代の制約の中でなじまず、あるい
は当時の嗜好に合わずに廃れたものが多くある。それらが即駄
作でないことから、もし現代まで演じ継がれていたとしたらどう
なっていただろうかという視点で「復曲」という作業が行われてい
る。京都観世会では「復曲試演の会」と題した公演を2012年から
実施、3回目の今年は、能の大成者である世阿弥の長男で、三十
代半ばにして世を去った観世元雅の『吉野琴』が取り上げられた。
会は、演者の趣旨説明に始まり、世阿弥の作品を仕舞で4曲、

次に能研究者・西野春雄氏による講演、休憩をはさんで元雅の作
品を連吟と仕舞の形式で1曲ずつ披露されたあと、最後に約1時間
30分で『吉野琴』が上演された。この番組は世阿弥と元雅との作風
の違いが把握できるよう組まれており、吟味された構成であった。
『吉野琴』の物語は次の通り。花の吉野を訪ねた紀貫之の前
に、琴を抱いた里の女たちが現れ、昔、浄見原天皇が吉野山で
琴を奏でた時に天女が天下って舞ったという「五節舞」を物語り、
自分たちはその時の天女であると語って貫之の膝に琴を置き、
天に昇っていく。その夜現れた天女は春の月の光を浴びながら
舞い遊び、明け方の朝に消えていった。復曲のポイントは二つ
ある。一つは、世阿弥の娘婿にあたる金春禅竹が元雅の芸風を
「遠山に霞める花の如しと云へり」と評していることから、元雅
の代表作である『隅田川』や『弱法師』のような、現実世界から人
の生死を眺めた主題とは異なる作風が『吉野琴』に見いだせると

きたみ まちこ／大阪音楽大学他非常勤講師●10年以上前に録画した
TVの特集番組を見ようと再生したところ、VHSテープのせいか画像の
乱れが激しく、あえなく視聴を断念。形に残すことの難しさを感じつつ、
それでも別媒体（DVD）に焼き直そうと日々奮闘中です。

元雅の別なる魅力を求めて

ダンスの時間

伝統

ダンス

第3回復曲試演の会
6月15日（日）
京都観世会館（左京区）

双子の未亡人 『ITTAN』＊1

6月20日（金）－22日（日）
アトリエ劇研（京都市左京区）

北見真智子

富田大介

京都のダンスカンパニー双子の未亡人について再び書いて
みたい。抜きん出るようなアーティストには必ずこういう時期があ
るのだろう。彼女らの仕事はしばらく追いかけてゆこうと思う＊2。
今作は「いったん」という仮設（仮説）のうちにありとあらゆる

ことを想像させる逸品であった。「家」に何を求めているのかを
自問し、「それは「安定」だと仮定し、100年後の暮らしに思いを
馳せて、現在の身体で家とともに時空へと旅に出ました」という
2人は、物理的にはわずか半時間ほどのうちにもかかわらず、
個々の歴史を超える途方もない時間と生を観客に体験させた。
殊に、運動とイメージが一体となって僕らをさらったラスト

シーンは圧巻で、揺れる家（不安定）の因を自身のうちにおきつ
つ、日付や名をもつ特定の出来事を超えて、宇宙の性

さが

へと触れ
させるようなデュオ…。この2人の運動によって安定的な家のな
かの重力は変容し、時空が個々の何か（災害etc.）に限定されな
い抽象的な様相を見せていった。山崎伸吾のサウンドがミサの

（鎮魂）曲や水の音に加えて都市のノイズをもミクストしていたの
は偶然ではないだろう。六合の惨事は自然のそれのみならず、
都会に生きる人間のそれも含む。ここには、大文字の「悲惨」を
直観させるほど遠いところまで観客を連れてゆく運動があった。
終演後には「貫禄」や「骨太」という評価も耳にしたが、それ

はやはり上のように各場を支えるイメージの構造が2人のダン
サーの運動性と不可分な関係を以て存立していたからだろう。
私見では、踊りの味はその踊る人の運動の継起性に、すなわ
ち、現在の筋肉運動が未来を浸食するその進展の仕方にある
と考えるが（だからダンサーの研究はこの時間性をいかに磨くかというこ
とにあるのかもしれない）、双子はその運動の質をドラマの素にし
ている―それはつまり独自のダンスが事の源にあるというこ
とだ。彼女らの強さはここにあるんじゃないだろうか。実際、終
盤と序盤の、荻野と佐伯それぞれによる独特な低速度運動の
ところなんかは（一方が外れた屋根を持ち動かし他方が自分の体をゆっ
くり動かすという）構造的な同一性を有し、本作の骨子を成して
いた。そしてラストの家の中（のデュオ）で、その2人の運動性が
―あたかも蚕が絹糸を吐くように2人の全身から無数の見え
ない糸が発せられることで―交差し絡み合いながら時空を
歪めていった。
なるほど、完成度という観点からすれば、文句も付けられよ

う。暗転中の大きな雑音（物の配置や移動にかかる音）などは言うに
及ばず、見えなくてもよいと思える物が見えてしまうのは勿体な
い。例えば、先の序盤における佐伯の低速度運動がその質を
大きく変えるモメントとなった（ストンと落ちる）足の脱力＝落下は、
スローな時間性を変質させると同時にその後の彼女の体の部
位を浮き立たせもした。全体として「整っている」感のある佐伯
の体の各部が「長い腕」「でかい骨盤」という具合に突き出してく
るわけだ。そして屋根の外れたその家の上方から、彼女が手を
ニョキ、ニョキと出しては「大きな手」の印象を与え、続けて頭を
そこから出すならば、その手や腕と頭の位置関係の不釣り合い
から、僕らは人間の体に対するゲシュタルトを崩してゆく。しか

しながら、残念なことに、この貴重な身体像の撹乱ないし更新
の時間は、佐伯の洋服が見えてしまうことですぐに止んでしまっ
た。いつも着衣されてあるところ（部位）にいつもどおりにそれが
見えるならば観客の知覚も落ち着きを取り戻す。一例だが、こ
んな身体表現ならではの遊びが果なく切れてしまうのは惜しい。
とはいえ、この種のことは炯眼の人をともにすればよいこと
なのかもしれない。ダンスの時間をこれでもかと経験させるこ
のカンパニーの次回作が、はや待ち遠しい。

（20日、22日観劇）

佐薙真由 《Depth 左下》 油彩、筆者蔵

ピックアップ

8月2日（土）から
10日（日）という非
常に短い期間です
が、アイルランドで
芸術家団体MARTを組織しているシアラ・スカンランとマ
シュー・ネヴィンによる展覧会『IMITATOR』を開催します。
「イミテート」すること、つまり誰かを模倣したり、真似した
りすることは、オリジナルの二番煎じであるために消極的
な印象を与えがちです。しかし、「イミテート」することは、
私たちが日常的に経験していることであるばかりか、人間
の成長や美術の発展を考えるうえで非常に本質的かつ現
代的な問題でもあります。現代とは、ネットやテレビといっ
たメディアを通じて、「イミテート」すべき対象が多様化し
ていると同時に、その「イミテート」されたものが爆発的に
広まっていきやすい時代だといえます。また、「イミテート」
する対象が他者のみならず自分自身にまで及んでいると
いうことは、昨今の自撮り写真のうちに垣間見ることがで
きます。シアラとマシューによれば、このように「イミテー
ター」になることが、現代におけるナルシシズムを特徴づ
けているのだといいます。展覧会『IMITATOR』は、そのよ
うな時代で「イミテート」することの意味を問い直す試み
であるとともに、アイルランドと日本で「イミテート」し合う、
より大きなプロジェクトを実現するための第一段階でもあ
ります。8月9日（土）のトーク・イベントには、澤田知子さん
と高橋耕平さんをゲストに招き、自身の作品を交えながら
「イミテート」についてさまざまな角度からお話します。

古川真宏（アート・コーディネーター）

現在進行中のプロジェクトを紹介します

提供：京都観世会

とみた だいすけ／大阪大学大学院国際公共政策研究科稲盛財団寄附講
座特任講師、美学・身体文化研究●ソロやデュオの舞踊創作におけるア
シスタントは、ドラマトゥルクとはまた違う才が求められるのかもしれない。

＊1 振付・演出：双子の未亡人、出演：荻野ちよ 佐伯有香、音楽：山崎伸吾
（GTSVL）。この新作『ITTAN』は、第9回アトリエ劇研舞台芸術祭の枠組みで、
家をテーマに且つ舞台美術にして上演された。劇研のフランチャイズカンパ
ニーであるschatzkammerのプロジェクト（「HOUSE 02」）の一環であることか
ら、公演は双子の未亡人（『ITTAN』）とschatzkammer（『スモールハウス』）のダ
ブルビルとなった。

＊2 あるカンパニーを続けてレヴューするのは初めてだが、これを機に筆者の思
惟も解像度を上げてみたい。前回にDance Review欄を担当した5月号（「明
倫art」vol.168, p.3）では、双子の未亡人の公演『G-(g)s』におけるある時間を評
して「「ダンス」としか言いようのない運動」と書いた。今回はその言葉で表さ
れることの内実を掘り下げてみたい。

展覧会 『イマジネーション・スーパーハイウェイ』（7/12－8/17）

展覧会 『イマジネーション・スーパーハイウェイ』
［関連企画］トーク 「類としての美術は可能か－美術はどう変わるのか」

展覧会 『イマジネーション・スーパーハイウェイ』
［関連企画］パフォーマンス 「何も起きない話」

KAC Artist in Residence Program 2014  展覧会 『IMITATOR』
［関連企画］トーク・イベント 「IMITATORS」

明倫レコード倶楽部 【其ノ52】
「声をきく」

KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Dance
大植真太郎ワークインプログレス

夏休み能楽体験教室̶発表会 （̶大江能楽堂）

トラディショナル・シアター・トレーニング（T.T.T.） 2014発表会（大江能楽堂）

［共催］ 曽根知 「Las Meninas by Tomo Sone + Guests」

KAC Artist in Residence Program 2014  展覧会 『IMITATOR』

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
蔡國強「子どもダ・ヴィンチ」プロジェクト 制作助手養成ワークショップ

五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ
第14回 「狂言方を知る」

素謡の会・関連企画
「観能ツアー♯5 《雨月》《班女》」

［明倫WS］ アトリエ劇研プロデュース
ディディエ・ガラス 「ことばのはじまり」の作り方

［共催］ 予言と矛盾のアクロバット
レクチャー 「SEARCHING FOR EURASIA－ユーラシアを探して」

［共催］ 大人と子どもの日本舞踊体験教室

［共催］ やなみ会
「柳川三味線による地歌の会」

［共催］ 『Cracking the Code』

［共催］ JCDN 国際ダンス・イン・レジデンス・エクスチェンジ・プロジェクト vol.4
日本-米国 共同制作プログラム 「父のような自画像」

［共催］ 第3回 森悠子のプロペラプロジェクト
̶子ども音楽道場̶

［共催］ 予言と矛盾のアクロバット  ideas on the move #7
「キョウト・デスク：aufklärung von kinder」

［共催］ JCDN 国際ダンス・イン・レジデンス・エクスチェンジ・プロジェクト vol.4
日本-米国 共同制作プログラム 「熱風」

Creative Music Festival 2014
「サウンド・インスタレーションを作る！」

fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu 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 26 27 28 29

sun
31

sat
30

3



ることができるのではないでしょうか。
8月から10月にかけて京都では、このA.I.R.関連のイベントが各

施設で多く催され、京都芸術センターでもこの期間にいくつかの企
画を予定しています。まず8月には、アイルランドのアーティスト団
体MARTから2名のアーティスト、シアラ・スカンランとマシュー・ネ
ヴィンを招き、展覧会『IMITATOR』を開催します。また、8月下旬に
はニューヨークを拠点に活躍する振付家・ダンサーのノーラ・チッポ
ムラ（ジンバブエ出身）の作品『父のような自画像』と、演出家・映像作
家の飯名尚人の作品『熱風』で振付・ダンスの共同制作を行い、この
2作品の途中経過を発表します。また9月には、米国の振付家アリソ
ン・オアーと、関西を拠点に活動する女子プロ野球チーム「ウエスト・
フローラ」との共同ダンス作品が上演されます。これらは、京都芸
術センターとＪＣＤＮ（Japan Contemporary Dance Network）が、アメリカ
のNPN（National Performance Network）とお互いに行き来しながらリ
サーチを進め、3年がかりで実現したプロジェクトです。
プロの芸術家を対象とするA.I.R.とは違いますが、「トラディショナル・
シアター・トレーニング2014」と、ドイツ・エッセン、フランス・マルセイユ、
そして京都の3つの都市で、各国から選抜された学生たちが共同制作
を行うプロジェクト「フェルトシュテルケ」をセンターでは企画していま
す。京都芸術センターをはじめとした、このような多彩な国際的プログ
ラムによって、京都中がかつてないA.I.Rの熱気に包まれることでしょう。
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6月6日はいけばなの日 協賛事業

Kyoto A.I.R. Alliance Festival 2014

創生劇場

6月12日（木）　札幌市教育文化会館

京都いけばなプレゼンテーション2014

「水もの～水辺の草花をいける  花会」

京都初！ アーティスト・イン・レジデンスの祭典

「金春流と金剛流
～下掛りの極み～」札幌公演　

昨年6月6日、第1回の「京都いけばなプレゼンテーショ

ン」。花材に選んだ花菖蒲の勢揃いは壮観でした。

第2回の今回は、水もの―水辺の草花―を選び、それぞれ

の流派、華道家が水辺の風景を描き、花材の特長を活かした

造形を試みました。花材だけを挙げても、カキツバタ、コウホ

ネ、ナデシコ、フトイ、スイレン、ハス、トクサ、ギボウシ、ガ

マなどなど、はじめて接する外国の花材も多数ありました。

また、水辺の草花をいける、と一口に表していても、さまざ

まな方法や表現が見られました。立てる、浮かべる、水底に

沈める、水中にとどめる(どうやってとどまっているのか…透

明の花器をにらむ)、あっちやこっちに折る、一方向に折る、

揃える、揃えない、丸める、のばすなど。一種の花材で伝統

の流儀を披露したり、幾種の花材を選び水際を表現したり（そ

こで蟹が遊んでいたりする）。出瓶者67名、67通りの表現です。

講堂、大広間、フリースペースの3会場は、明倫小学校の

優れた近代建築の中でも特長ある空間であり、全く違った趣

きです。大広間の幅4メートル超の床の間にもどっしりと大作

が展示され、フリースペースの暗く天井の高い室内には、ス

ポットライトを浴び、宙に浮かぶ9点のいけばなが展示されま

普段自分が暮らす街や国から離れて、一時的に別の土地で
アーティストが創作活動を行うことは、アーティスト・イン・レジ

デンス（A.I.R.）と呼ばれ、新しい創作のあり方として世界中で定着し
つつあります。A.I.R.は、アーティスト自身に、あるいはその周辺の
人々に、たくさんの影響をもたらします。滞在の成果として、あるい
は途中経過として発表される作品に触れることで、私たちはそこで
起こった出来事や、アーティストが体験したであろう感覚や感情を知

能には五流派あり、京都に本拠地をおいたとされる観世流と宝生流を「上掛り」、奈良

に本拠をおいたとされる金春流、金剛流、喜多流を「下掛り」と総称しています。今回

は、最も古風な型を残す「金春流」と豪快な舞が特徴の「金剛流」をみくらべるレクチャーと公

演を開催しました。レクチャーでは、金春流と金剛流で紋付袴の結び方がちがったり、同じ

曲でも同時に舞うと指す方向や動きがまったく違ったりと、さまざまな発見がありました。

舞台は、スタッフが3日間かけてつくり上げ

る本格的な能舞台！ 700名を超えるお客様を

目前に、金春流能「加茂」、金剛流能「船弁慶 

白波之伝」、大蔵流狂言「清水」を上演しました。

終演後は、約40名の能楽師や主催者が入り

交じっての大宴会。呑み語るなかで、流派間

の交流はもちろん、本当の意味での「下掛り

の極み」の瞬間を垣間見ることになりました

…。能楽という同じ分野でも、流派を越えて

一堂に会する機会は少ないので、このような

機会をくださった主催者の皆様と、熱心な札

幌のお客様に感謝する3日間でした。

した。花材を軸に多様な表現のいけばなが集まり、空間ごと

お楽しみいただけたと思います。

この展覧会場を伝統ある華道の家元が、毎日交代で来場

した皆様を案内しました。また、出瓶する華道家の指導で、

表現の基礎となる技を稽古する「いけばな体験」も毎日実施

し、海外の方も含め60名の方々に参加いただき、水辺の草花

をいけてもらいました。

会場内がいけばなで満ちた、いけばなの日、6月6日から8

日までの期間中は、館内カフェでも、「京都いけばなプレゼン

テーション」特別企画3日間限定の冷たいスイーツが人気で、

ご覧になったいけばなを話題に、目も舌もお楽しみいただけ

たのではないでしょうか。

「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。毎年6月6日、京都芸
術センターは花盛り。

ノーラ・チッポムラ

報告

アーティストトークの様子

京都では、さまざまなかたちで芸術にかかわる国際的プロジェクトが実
施されています。こうしたプロジェクトを運営・主催する関係機関が連携
しながらそれぞれの活動を紹介することができたら、京都の都市として
の魅力がいっそう高まっていくのではないか。そう考えて、京都芸術セン
ターが中心となって関係機関のネットワーク「Kyoto A.I.R. Alliance」を
今年から組織しています。この活動の一歩を踏み出すのが、8月から10
月にかけて行なわれる「Kyoto A.I.R. Alliance Festival 2014」です。

報告

金春流能「加茂」

涼しく梅雨知らずの札幌のはずですが、この3日間はずっ
と雨…。どちらかの流派に雨男が潜んでいたようです。

萩原麗子（プログラム・ディレクター）

A.I.R.に参加するアーティストの滞在中はいつも大変ですが、何かしら面白いことが起
こって、強く印象に残っています。これほど多彩な国際的プログラムを集中して芸術セ
ンターで行うのは初めて。忘れられない夏になりそうです。

山本麻友美（プログラム・ディレクター）

KAC Artist in Residence Program 2014
展覧会 『IMITATOR』
アイルランドからのレジデント・アーティスト
であるシアラ・スカンランとマシュー・ネヴィ
ンが映像インスタレーションを展示します。
会期：8月2日（土）－8月10日（日）
会場：ミーティングルーム2
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

トラディショナル・シアター・トレーニング
（T.T.T.）2014 発表会
能・狂言・日本舞踊コースに分かれて学ぶ
3週間の集中トレーニングを経た国内外の
受講生による成果発表会。
日時：8月8日（金）16:00
会場：大江能楽堂（中京区）
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

JCDN国際ダンス・イン・レジデンス・エクス
チェンジ・プロジェクトvol.4
「父のような自画像」「熱風」
ジンバブエ出身の振付家・ダンサーのノー
ラ・チッポムラが1カ月間、滞在制作。自作
「父のような自画像」と、飯名尚人作・演出
「熱風」に、ノーラが振付・ダンスで参加す
る共同制作2本。
「父のような自画像」
日時：8月22日（金）19:30、23日（土）18:00
会場：講堂
「熱風」
日時：8月30日（土）17:00、31日（日）15:00
会場：講堂、フリースペース
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014
ドイツ、フランスのアートセンターとの連携
プログラム。各都市で選抜された専攻や出
身大学の異なる10人の学生、計30名が、3
つの都市に1週間ずつ滞在し、リサーチと
共同制作を行います。
京都での滞在期間：9月13日（土）－9月20
日（土）
成果発表：9月19日（金）

日米ニューコネクションプロジェクト
「PLAY BALL KYOTO」
アメリカ人振付家・演出家のアリソン・オ
アーが京都の女子プロ野球チーム「ウエ
スト・フローラ」と作るダンス作品「PLAY 
BALL KYOTO」の上演。ヒスロムは友人宅
が舞台のドキュメンタリー映像をメインとし
た展示・パフォーマンスを行います。
展覧会会期：9月5日（金）－9月28日（日）
会場：ギャラリー北・南
ダンス公演日時：9月23日（火・祝）19:00－
会場：わかさスタジアム京都（右京区）

KAC Performing Arts Program 2014 / 
Contemporary Dance　
「PINWHEEL」
家族をテーマにしたダンス公演。エスター・
バルフェ（イギリス）、チョン・ヨンドゥ（韓国）、
北村成美らによるソロ作品を上映。
会期：9月11日（木）－9月13日（土）
会場：フリースペース

Kyoto A.I.R Alliance Festival 2014として
京都芸術センターが開催するプログラム

創生劇場は、京都だけでなく国内の貴重な伝統文化を発信し、将来に継承する拠点施設となる「国
立京都伝統芸能文化センター（仮称）」の実現を目指し、そのソフト事業を先行して試行するという新
たな試みです。今回は、札幌市教育文化会館から能楽公演の企画制作を京都芸術センターが引き
受け、能楽師総勢32名とともに札幌に行ってきました。

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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