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「beautiful sʌ′n」
キュレーション：稲垣智子（美術作家）
@ギャラリー北

@ギャラリー南
キュレーション：髙嶋慈（批評家）

「はざまをひらく」

「Project ‘Mirrors’」関係者による往復書簡を、以下
のブログで公開しています。ぜひご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/mirrors2013/

「Project ‘Mirrors’」は展覧会企画公募「展覧会ド
ラフト2013」において、2名の審査員・尾崎信一

郎(鳥取県立博物館副館長)、住友文彦（フリーランス・
キュレーター）に選出された企画です。稲垣智子（美術
作家）・髙嶋慈（批評家）・多田智美（編集者）の3名によ
る対話を介して、複数の個性や立ち位置を組み込むこ
とにより成立します。
プロジェクトの名称である「Mirrors（＝複数の鏡）」
には、多様な意味が込められています。稲垣作品の素
材として用いられる「鏡」は、現代社会のクリティカルな
反映であり、同一性と差異の間を揺れ動く鏡像を紡ぎ
だします。同時に、本プロジェクトによって実現される
展覧会やカタログ制作も、プロジェクトメンバーの互い
を映し出す「鏡」となっています。
実際の展覧会は2つに分かれたギャラリーの構造を

利用して、作家自身のキュレーションによる個展と、批
評家のキュレーションを介した稲垣の個展が併存し、
カタログ制作が加わる形で行われます。
稲垣のキュレーションによる個展「beautiful s v′n」

（ギャラリー北）では、作家が新作を発表します。過去
とこれからの未来を意識し、映像やインスタレーション
などのメディアの可能性に挑戦します。稲垣はこの展
覧会について「『beautiful s v′n』のs v′nの v′は発音記号で
す。このことによりs v′nがsun（太陽）、son（息子）の二
つの意味を持ち、永遠であるかのような〈太陽〉と未来
を示す〈息子〉の両方を掲げ、その意味は作品を見る
人 に々委ねます」としています。

一方、髙嶋のキュレーションによる個展は「はざま
をひらく」（ギャラリー南）。批評家の眼を通して「同一
性と差異、反復」という構造の下、《桜》（2009）、《最
後のデザート》（2002）をはじめとした、過去の稲垣作
品を再構成して展示します。髙嶋は稲垣作品について
「表面的な美や快楽の中に、違和感や奇妙な歪み、
そして潜在的な暴力を表出させてきた」ことを指摘。
今回の展覧会について、「その射程は、一見均質であ
りながらも微細な差異に分断された日本社会の構造
に及び、その中で生きる女性としての社会への応答を
通して、問いを共有し、思考を強靭にしていく場」であ
ると話します。

2つの展覧会をまとめ、カタログの形にするのが編集
者である多田です。「展覧会」は作家、企画者、鑑賞者
をつなげる対話の場となりますが、会期中に限って成
立する側面があります。この対話の成果を「展覧会カ
タログ＝本」の形に導くことで、会期終了後も展覧会を
参照可能なものとし、作品の見方を更に広げていくこ
とになるでしょう。
美術作家と批評家、編集者の対話を通じて作られる

「Project ‘Mirrors’」。作家以外にキュレーターや編集
者の役割についても焦点の当てられた本展は、作家の
新境地を発表する場であるとともに、人と社会をつなぐ
メディアとしての「展覧会」、モノとコトの間に新たな価
値を付与する「キュレーション」の可能性を検証する現
場となることでしょう。ご期待ください。
（本展カタログは3月30日刊行予定）

展覧会ドラフト2013

Project ‘Mirrors’
Topic
01

稲垣智子（いながき ともこ）
美術作家。大阪生まれ。2001年英国ミドルセックス大学美術
学部卒。映像インスタレーションを中心に、その他さまざまなメ
ディアを用いた表現活動を行う。日本をはじめ、ドイツ、フラン
ス、アメリカなどでも作品を発表。

髙嶋慈（たかしま めぐみ）
批評家。京都大学大学院文学研究科博士課程在籍。ウェブマ
ガジンPEELER、明倫art、批評誌『ART CRITIQUE』、劇評サ
イト『wonderland』などの媒体にて現代美術や舞台芸術に関す
る展評や評論を執筆。

多田智美（ただ ともみ）
編集者。editorial studio MUESUM代表。2004年龍谷大学
文学部卒業後、IMI修了。アート/デザインを軸とした書籍やイベ
ントの編集を手がける。京都造形芸術大学 ULTRA FACTORY 
/BY EDITディレクター、DESIGNEASTディレクター、京都造
形芸術大学非常勤講師。

普段展覧会を見に行く時、作品に惹きつけられることはあって
も、その展覧会の企画者、カタログのつくり手を意識すること
はそう多くありません。けれど企画の意図を知ることは、私たち
の生きる現在について、より多くのことを知るきっかけになるか
もしれません。展覧会の会場では作品と作品、作品と空間相
互の「関係性」にもご注目下さい。

奥脇嵩大（アートコーディネーター）

※イベント情報（P2）もご覧ください。

稲垣智子 《Greenhouse》 2001 installation 稲垣智子 《間－あいだ》 2011 video

明倫ar t
K Y O T O  A R T  C E N T E R  N E W S L E T T E R

『明倫』とは、京都芸術センターが元明倫舎、明倫小学校だったことに由来しています。
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各種イベント申込方法
（申込方法・チケット情報等が記載されて
いるもの、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、ウェブサイト申込みフォーム、
TEL、FAXで事前にお申込ください。
窓口でも受け付けます。

展覧会
展覧会ドラフト2013
『Project ‘Mirrors’』
「beautiful s v́n」（ギャラリー北）
「はざまをひらく」（ギャラリー南）
展覧会企画公募「展覧会ドラフト2013」
選出プランによる展覧会。稲垣智子（美
術作家）の作品を、ギャラリー北・南にそ
れぞれ作家自身と、髙嶋慈（批評家）によ
るキュレーションにより展示します。
会期：2月5日（火）－26日（火）

10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南ほか
出品作家：稲垣智子
※Topic01（P1）もご覧ください。

［関連企画］
本プロジェクトメンバーとゲストによる
トークイベント
※いずれも参加無料、事前申込不要
①「作家、批評家、編集者でつくる展覧会」
本展の構造や出品作品、展覧会を企画
する上での諸問題などを語ります。
日時：2月9日（土）14:30－16:30
会場：和室「明倫」
ゲスト：「展覧会ドラフト2013」審査員
（尾崎信一郎（鳥取県立博物館副館長）、住友
文彦（フリーランス・キュレーター））

②ゲストトーク
　「かんがえる身体、うごく心」
「身体」をキーワードに本展出品作品を考
えます。
日時：2月24日（日）14:00－16:00
会場：ミーティングルーム2
ゲスト：きたまり（ダンサー／振付家／演出
家／KIKIKIKIKIKI主宰）

③アフタートーク
カタログ刊行にあわせて、プロジェクトメ
ンバーによるトークを行います。
日時：3月30日（土）14:00－15:00
会場：ミーティングルーム2

淡路市長沢国際アート展
淡路市長沢では13年間にわたり水彩多色
摺り木版の制作技術指導を行う「長沢アー
トパーク事業」を開催してきました。京版画
の文化を有する京都で、本事業の成果とし
て30点の作品を公開します。
会期：2月13日（水）－20日（水）

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
主催：淡路市・淡路市教育委員会
共催：京都芸術センター

司会：小林昌廣
料金：前売1,800円／当日2,000円
チケット取扱：京都芸術センター、チケッ
トぴあ（Pコード：422-092）にて販売中。
※Topic02（P2）もご覧ください。

素謡の会 「平家を謡
うた

ふ」
第4回 『大

お はら ご こう

原御幸』
今年は『平家物語』を題材に取り上げ、公
演を行います。最終回の第4回は平清盛
の娘・徳子を扱った演目『大原御幸』です。
日時：2月21日（木）

開場18:30　開演19:00
（受付開始18:00）

会場：大広間
出演： 河村和重、浦田保浩、河村晴道、

片山伸吾、分林道治、大江信行、
林宗一郎、田茂井廣道、河村和晃

解説：味方健
ゲスト：曽和尚靖（幸流小鼓方）
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、チケッ
トぴあ（Pコード：419-889）にて販売中。

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。

｢ゆれる茶会｣
日時：2月23日（土）

13:00／14:30／16:00
会場：和室「明倫」
席主： 建畠晢
企画協力：高橋悟

問合せ：兵庫県淡路市教育委員会
 社会教育課

TEL：0799-64-2520
Email：awaji_shakai@city.awaji.lg.jp

伝統
五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ講座編
「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
歌舞伎や文楽、落語などで名作と呼ばれ
る作品を取り上げ、伝統芸能の楽しみ方
をわかりやすく紹介する講座です。今回は
「傾
けい
城
せい
反
はん
魂
ごん
香
こう
」を取り上げます。

日時：2月9日（土）14:00－15:30
会場：ミーティングルーム2
講師： 小林昌廣（情報科学芸術大学院大

学教授）
※定員に達したため、申込受付を終了しました。

継ぐこと・伝えること50（その2）
狂言と演劇が、同じ演目で競演。併せて、
舞台芸術関係者によるシンポジウムを行
います。
日時：2月17日（日）

開場13:00　開演13:30
会場： 講堂
狂言×演劇「呼声」
［狂言］
出演：茂山千五郎、茂山正邦、茂山茂
［演劇］
演出：ごまのはえ
出演：ニットキャップシアター
シンポジウム
「舞台芸術としての伝統芸能」
パネリスト：太田耕人、土田英生、ごま
のはえ、茂山茂

継ぐこと・伝えること50（その2）

競演から浮き彫りになる、伝統と現代、
それぞれの「現

い

在
ま

」とは…

─「狂言は笑い飛ばす。
　　　現代は笑いながらも何かが残る、
　　　　不機嫌な残尿感のようなものが」

（ごまのはえ）　　

Topic
02

Event
Information

イベント情報

京都芸術センターの開設当初より
続いてきた「継ぐこと・伝えるこ

と」は、実演と出演者のお話を通して、
多様なジャンルの伝統芸能の現

い
在
ま
を親

しみやすく紹介してきたプログラムで
す。この「50回」を記念して、「継ぐこと」
「伝えること」というテーマをあらため
て模索するとともに、伝統芸能の意義
と将来像を認識し、次世代へ発信して
いくための試みとして、シンポジウムお
よび実演を2回に分けて行います。
昨年6月に開催した（その1）では、

「芸を継ぐ」をテーマとしたシンポジウ
ムにて、常に革新的な伝統芸能の舞台
を創出してきた演出家・武智鉄二の仕
事について、またそれをふまえた今後
の伝統芸能の演出、在り方の可能性に
関する議論が交わされました。また、能
のシテ方五流の宗家の中で唯一京都
を拠点とする金剛永謹・龍謹の親子に
よる半能「石橋」を上演しました。
そして、来る2月17日に行われる（そ
の2）では、「舞台芸術としての伝統芸
能」の「現在」と「未来」を探っていきま
す。時代にあわせて少しずつ更新しな
がら継承されてきた「舞台芸術」である

伝統芸能について、また、演劇・ダン
ス・パフォーマンスなど、多様化する現
代の舞台芸術に携わる人々は伝統芸
能に対しどのような可能性を感じてい
るのか…。それを探るため、「親から子
への継承」をテーマに、茂山千五郎とそ
の息子、正邦・茂の３氏による狂言「呼
声」をご覧いただき、続いて、それをモ
チーフに新たに書き起された演劇「呼
声」を合わせて上演するという「実験」
を行います。
演劇「呼声」を手がけるのは演出家・

劇作家のごまのはえ。一つの作風に安
住せず、物語性の強い戯曲をさまざま
な手段を駆使してつくり上げる手法は
高く評価されており、自身が代表を務
めるニットキャップシアターの公演は
もちろん、茂山千五郎家の若手による
自主企画「HANAGATA」への参加（脚
本）など、精力的な活動を展開していま
す。「言葉」と「言葉以外」をさまざまに
組み合わせ、独自の作品世界を作り続
けて来た氏が、狂言「呼声」をどのよう
に読み、感じ、そしてそれが作品に落と
し込まれていくのか。現代の舞台芸術
の担い手が「伝統芸能」を見つめるまな

ざしの、ある一つの形として提示される
ことでしょう。
この2つの「呼声」の上演後、古典か

ら現代まで幅広く演劇に精通する評
論家の太田耕人、新作狂言の創作に
も挑戦を続ける演出家・土田英生を加
え、現代の舞台芸術と伝統芸能との関
わり、またそれぞれの「現在」そして「未
来」への可能性について語るシンポジ
ウムが続きます。狂言と演劇、そして伝
統と現代。競演から見えてくるものとは
何か。新しい伝統芸能、ひいては「舞
台芸術」全体の可能性を探る機会とし
て、どうぞご期待ください。

茂山千五郎家の公演にて「呼声」を数回鑑賞
したことがありますが、何度観ても楽しい曲
です。また、昨年8月のトラディショナル・シア
ター・トレーニング（T.T.T.）発表会の狂言コー
ス課題曲も「呼声」。稽古始めから発表会まで
の過程で、台詞や謡は自分でも口ずさめるほ
どに…。外国人参加者の演じる「呼声」も新
鮮でしたが、最新作『strange』も好評だった
ニットキャップシアター版「呼声」、良い意味
で期待を裏切られるに違いない、とワクワクし
ています。お見逃し無く！

藤田瑞穂（アートコーディネーター）

「継ぐこと・伝えること50」その2
日時： 2月17日（日）

開場13:00　開演13:30
会場：講堂
※イベント情報（P2）もご覧ください。

狂言「呼声」あらすじ
主人は次郎冠者を連れ、無断で旅に出ていた
太郎冠者の家を訪ねます。主人は次郎冠者に
太郎冠者を呼び出せさせますが、主人と気付
いた太郎冠者は、叱られるのがイヤで居留守を
使って姿を見せようとしません。主人と次郎冠者
は、太郎冠者をおびき出すためにいろいろな作戦
を考えるのですが…。
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建畠晢（たてはた あきら）
京都生まれ。新潮社勤務を経て、国立国際
美術館主任研究官、多摩美術大学教授、国
立国際美術館館長、2011年より埼玉県立美
術館館長、京都市立芸術大学学長。専門は
近現代美術で、評論・エッセイに『問いなき回
答』、『未完の過去』、『ダブリンの緑』（以上、
五柳書院）、詩集に『余白のランナー』（歴程
新鋭賞）、『そのハミングをしも』、『パトリック
世紀』（以上、思潮社）、『零度の犬』（高見順
賞、書肆山田）などがある。1990年、1993年
のヴェネチア･ビエンナーレ日本館コミッショ
ナー、横浜トリエンナーレ2001のアーティス
テイック・ディレクター、あいちトリエンナーレ
2010ディレクターなども務める。

明倫茶会

内容：抹茶
定員：各席30名
料金：1,000円
申込方法：往復はがきに、催し名･住所
･氏名･電話番号･希望時間を明記の
上、2月8日（金）〔消印有効〕までにお申
込ください。はがき1枚につき1名様。
同席希望の場合もお申込は1人1通、
はがきにその旨ご記入ください。ウェブ
サイトからもお申込みいただけます。応
募者多数の場合は抽選。

※Topic03（P3）もご覧ください。

音楽
Kyo×Kyo today vol.3
京都市交響楽団のメンバーによる弦楽
6重奏。
日時：2月1日（金）

開場18:30　開演19:00
会場：講堂
料金： 一般前売 1,800円／当日 2,000円

学生1,000円（前売・当日共）
※要学生証呈示

チケット取扱：京都芸術センター、チケッ
トぴあ（Pコード：187-011）にて販売中。
主催： 京都市、京都芸術センター、京都

市交響楽団

明倫レコード倶楽部
其ノ46 「ピアノ音楽特集」
レコード研究家の亀村正章氏とピアニス
トの樋上由紀氏を迎え、ピアノ音楽のSP
レコードを鑑賞します。
日時：3月2日（土）14:00－16:30
会場：講堂
料金：500円（1ドリンク付）

ダンス

D
ダンス

ance 4
フォー

 A
オール

ll  2012
ワークショップ
子どもから大人まで、全ての人にご参加
いただけるコミュニティダンス企画。3月
末の発表公演に向けたワークショップ最
終回です。公演に向け、3月中旬からリ
ハーサルに入ります。公演出演希望の方
は、ぜひご参加ください。
日時：2月3日（日）14:00－16:00
会場：講堂
講師：黒沢美香（振付家／ダンサー）
料金：500円（小学生無料）
定員：30名程度
対象： 小学生以上の方。ダンス経験不

問。3月の発表公演に出演の意志
のある方。

【発表公演出演者募集】
Dance 4 All 2012 発表公演の出演者を
募集しています。自分の身体だからこそで
きるダンスを発見してみませんか？皆でオリ
ジナルなダンス作品を創っていきましょう。
リハーサル日程： 3月16日（土）～30日（土）
発表公演： 3月31日（日）
※リハーサル日程詳細は、出演希望の方が参
加可能な日程をお聞きして決定します。詳
細は申込用紙をご覧ください。
リハーサル、発表公演会場： 講堂 ほか 
発表公演演出： 黒沢美香
演出助手：山田珠実、リナ・リッチ 
参加料： 1,500円
定員： 50名程度
申込方法： 京都芸術センター他市内各
所で配布中の所定の申込用紙に必要
事項を記入の上、2月3日（日）までに
郵送またはFAXにて申込。申込用紙は
ウェブサイトからもダウンロード可。ま

KAC Performing Arts Program 
2012 / Contemporary Dance
ダンスを語る
第6回 「伝統と現在を語る」
さまざまな視点からダンスの歴史を読み
解く連続講座の最終回。現代における古
典芸能の身体性について考察します。
日時：3月2日（土）14:00－16:00
会場：ミーティングルーム2
講師： 小林昌廣　
料金：500円 
定員：30名程度

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）

WI’RE
「『ひとがた』公開リハーサル」
アトリエ劇研舞台芸術祭参加作品のリハー
サルを公開します。作品の主軸となっている
「ひとがた」とダンサーと俳優との関わりを
劇場より一足先に間近でご覧ください。
日時：2月2日（土）14:00－16:00
会場：フリースペース
定員：なし（事前申込不要）

キューカンバー 「舞台での立ち方
／呼吸と身体～ヨガを手がかりに」
yogaworks200時間指導者養成講座修
了（全米ヨガアライアンス RYT200）の資
格を持つ高橋明日香（劇団kitt）がヨガの
呼吸法、ポーズを通じて呼吸と身体につ
いてのワークショップを行います。
日時：2月7日（木）18:30－20:00

た、2月3日のワークショップに参加後、
出演を決めていただいても結構です。

KAC Performing Arts Program 
2012 / Contemporary Dance
中村恩恵 リサーチプロジェクト
［Dance Workshop］
中村恩恵ダンスワークショップ
日時：2月22日（金）18:30－21:00

2月23日（土）15:00－17:30
会場： フリースペース（予定）
講師： 中村恩恵（振付家／ダンサー）
料金： 通し参加3,500円（なるべく通しで

の参加をおすすめします）
※1日のみの参加は2,000円

定員： 20名程度
対象： 高校生以上のプロのダンサー、も

しくはプロのダンサーを目指して
いる方。高校生の場合はクラシッ
クバレエ経験者。

申込方法：氏名、年齢・ダンス経験を記
入の上、ウェブサイトより2月15日（金）
までに申込。
※先着順、通し受講の方優先。

［Performance］
『Inner Garden』
美術家・泉イネと中村恩恵のダンスによる
セッション。
日時： 2月24日（日）

開場17:30　開演18:00
会場： フリースペース（予定）
料金： 前売1,000円／当日1,500円
チケット取扱： 京都芸術センターにて

2月1日（金）より発売。
※Topic04（P4）もご覧ください。

「ゆれる茶会」

京都芸術センターでは、様々な分
野で活躍する方を席主に迎え、

趣向を凝らしたおもてなしでお客様をお
迎えする明倫茶会を開催しています。こ
れまでの席主には美術家やダンサー、
研究者など多彩な方々が、内容も抹茶
や煎茶に限らず珈琲や紅茶などさまざ
まなおもてなしがなされてきました。
いわゆる「茶室」ではなく元・小学校

というセンターの建物の中で開催され
ることもこの明倫茶会の特徴のひとつ
です。小学校当時はお作法室だったと
も伝えられる和室「明倫」、78畳もある
大広間、往時の雰囲気を存分に残す
講堂など、さまざまな場所が明倫茶会
の会場として、その日限りの「茶室」とな
ります。空間と人と一服の茶。形はか
われども茶の湯の歴史の中で大切にさ
れてきたことはそのままに、新しいかた
ちの茶会で皆さまをお迎えします。

2月の明倫茶会は、詩人・美術評論
家の建畠晢氏を席主に迎えます。建畠
氏は、前職の国立国際美術館を経て、
2011年に京都市立芸術大学の学長

に就任されました。また、あいちトリエ
ンナーレ2010の総合ディレクターを務
めるなど、日本の美術を世界へ紹介し
てきた第一人者でもあります。本茶会
の企画には、芸術・医療・生命・環境に
関する研究と制作を行っている同大学
構想設計教授の高橋悟氏が協力、“ゆ
れる茶会”と題して茶会を開催します。
どんなしつらいだろうか。どんな話が
聞けるだろう。お茶やお菓子は…。今
も昔も茶会に赴く前のわくわく感は変
わらないはず。だとすればこの不思議
なタイトルが意味することについてもこ
こでは明かさない方がいいでしょう。そ
れぞれ独自の視点で現代の社会、美術
を見つめるお二人による茶会をお楽し
みにお越しください。

Topic
03

美術は好きでもお茶会なんて行ったことな
い…という方も多いはず。でも京都芸術セン
ターが会場なら足も運びやすいのではないで
しょうか。毎回異なる趣向の明倫茶会、きっ
とお茶会に対する認識が変わるはずです。

勝冶真美（アートコーディネーター）

高橋悟（たかはし さとる）
京都市立芸術大学美術学部卒業、イェー
ル大学大学院美術修士課程修了 。カーネ
ギーメロン大学助教授、ミシガン大学准教
授を経て、 現在、京都市立芸術大学美術学
部美術科構想設計専攻教授。主な展覧会に
「Trouble in Paradise／生存のエシックス」
（京都国立近代美術館、2010）、「Trans-
Acting／未来の記譜法」（京都芸術センター、
2006）、「NOWHERE/Vale of Paradise」（チ
リ、2006）、Trading Views（ドイツ･オランダ、
2006）など。

｢ゆれる茶会｣
日時：2月23日（土）13:00／14:30／16:00　会場：和室「明倫」
席主：建畠晢（詩人／美術評論家／京都市立芸術大学学長）
企画協力：高橋悟（京都市立芸術大学教授）
内容：抹茶　定員：各席30名　料金：1,000円　※イベント情報（P2、3）もご覧ください。

和室「明倫」
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中村恩恵（なかむら めぐみ）
第17回ローザンヌ国際バレエコンクールにてプロフェッショナル賞を受賞
後、フランス･ユースバレエ、アヴィニオンオペラ座、モンテカルロバレエ団
を経て、1991～99年Ｊ･キリアン率いるネザーランド･ダンス･シアターに
所属し活躍。退団後はオランダを拠点に活動し、2000年自身振付ソロ作
品「Dream Window」でGolden Theater Prizeを受賞。2001年彩の国さ
いたま芸術劇場にて、キリアン振付「ブラックバード」上演、ニムラ舞踊賞
受賞。2007年に日本へ活動の拠点を移し、Dance Sangaを設立。ダン
サーと振付家の活動を両立し、Noism07「Waltz」上演、舞踊批評家協会
新人賞受賞。Kバレエカンパニー「New pieces」にて「黒い花」を上演する
等、多くの作品を創作。また最近では「The Well-Tempered」、「時の庭」、
新国立劇場にて「Shakespeare THE SONNETS」、KAAT神奈川芸術劇
場にて「WHITE ROOM」を発表する等、首藤康之との創作活動も積極的
に行っている。2011年に第61回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。

会場：制作室7
定員：15名
持ち物：ヨガマット（バスタオルでも可）
※動きやすい服装でご参加ください。

広田ゆうみ＋二口大学
「からだで本をよむ 3」
声に出してみたり身体を動かしてみたり、
物語の世界で一緒に遊びましょう。
日時：2月7日（木）19:00－21:00
会場：和室「明倫」
定員：10名
※動きやすい服装でご参加ください。

O land Theater
「『イナンナ』公開稽古」
2月に行う演劇公演『イナンナ』の一部の
場面を繰り返す「返し稽古」の様子をご覧
頂けます。
日時：2月9日（土）16:00-17:00
会場：制作室8
定員：15名

MONO
「『うぶな雲は空で迷う』公開稽古」
3月に上演するMONO『うぶな雲は空で
迷う』の稽古風景をご覧いただきます。
ひとつのシーンを何度も試しながら作り上
げて行く返し稽古。MONOならではの会
話劇がどのように作られているのか、この
機会に是非ご覧ください。
日時：2月10日（日）15:00-16:30
場所：制作室6
定員：10名

MuDA
「MuDAエブリデイダンス教室
〈バレンタイン編〉」
バレンタインを次の日に控えた2月13日。

チョコを渡す人も受け取る人も、どんな
場面でも大丈夫になれる体の在り方があ
ります。MuDAと体を動かしながら、“大
丈夫な体”をダンスで発見しましょう。
日時：2月13日（水）19:00－21:30
会場：制作室3
定員：10名
※動きやすい服装でご参加ください。

寺島みどり 「制作室公開」
制作室で仕上げた作品と制作現場を公
開します。
日時：2月23日（土）－24日（日）

各日12:00－17:00
会場：制作室2
定員：なし（事前申込不要・入退場自由）

共催事業
日本スペイン交流400周年公演
舞踏×フラメンコ 『

!

VAMOS!』
日時：2月9日（土）15:00／19:00

10日（日）15:00★
★アフタートーク「舞踏とフラメンコを
めぐって」
ゲスト：小林昌廣

会場：フリースペース
出演： 舞踏カンパニー今貂子＋倚羅座

（今貂子、佐藤野乃子、ニコ、地案）、
de2flamenco（ベゴニャ・カストロ（フ
ラメンコ）、ハビエル・ナヴァロ（フラ
メンコギター））、野中久美子（能管）

料金：一般前売2,700円／当日3,000円
学生・ユース（25歳以下）
前売2,000円／当日2,300円
※要証明書呈示
※着物割引・グループ（5人以上の予約）
　割引：各100円引

会場：講堂
出演：常盤津文字太夫 ほか
料金：無料
主催・問合せ：常盤津節保存会

TEL：090-7095-0438

平成24年度伝統工芸
「伝統と文化のものづくり」
京都が誇る伝統工芸のひとつ「京鹿の子
絞り」の実演と体験会を行います。
期間： 3月24日（日）までの主な土日

13:00－18:00
※日程等詳細はウェブサイトをご覧く
ださい。

会場：インフォメーション前
講師：京鹿の子絞振興協同組合
料金：無料
主催・問合せ：京鹿の子絞振興協同組合

TEL：075-255-0469

制作支援事業
下鴨車窓#10 『鉄の塔』
日時：1月31日（木）19:15

2月1日（金）19:15
2日（土）14:00／19:00
3日（日）14:00
4日（月）14:00／19:15
5日（火）14:00

※受付開始は開演の30分前、開場は
開演の15分前

会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般2,500円

ユース（25歳以下）1,800円
※要証明書呈示
ペアチケット4,200円
Web購入割2,000円

［関連企画］
A 舞踏ワークショップ
日時：2月4日（月）16:30－18:00
会場：講堂
講師：今貂子
料金：1,000円
B フラメンコワークショップ
日時：2月4日（月）19:00－21:00
会場：講堂
講師：ベゴニャ・カストロ
料金：2,000円
持ち物：靴（底の厚い運動靴またはフラメン
コシューズ）、長いスカート

※A、Bともに経験不問
※通し受講料金：2,800円
定員：各30名
主催・問合せ：舞踏カンパニー今貂子＋
倚羅座
TEL／FAX：075-748-6778
E-mail：ima_kiraza@yahoo.co.jp

現代邦楽作品展 vol.5
細棹三味線と共に発展した三味線音楽
の名曲を解説を交えながら演奏します。
日時：2月13日（水）

開場18:30　開演19:00
会場：大広間
料金：前売2,000円　当日2, 500円

中学生以下無料
出演： 中川佳代子（箏、三味線）、杵屋浩基

（三味線）
曲目： Duo’87、奔手、箏・三絃二重奏

曲 ほか
主催・問合せ：中川佳代子

TEL／FAX：075-394-5012
E-mail：kayoko_kotokoto@ybb.ne.jp

常磐津節保存会講習会
日時：2月14日（木）14:00－15:30

KAC Performing Arts Program 2012 / Contemporary Dance

中村恩恵リサーチプロジェクト
【Dance Workshop & Performance】

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。コンテンポラリーダンスの
創造性に焦点をあてた今年度は、8月にドイツを拠点
に活躍する振付家・ダンサー、安藤洋子による京都芸
術センターでのクリエーションを経た新作公演を開催
しました。また、ダンスの歴史をさまざまな視点から学
ぶ連続講座「ダンスを語る」を全6回の予定で開講中
です。
この2月には、振付家・ダンサーの中村恩恵とのリ
サーチプロジェクトを新たに開始します。中村は、バレ
エダンサーにとっての登竜門といわれるローザンヌ国
際バレエコンクールにてプロフェッショナル賞を受賞し
て以来、20年近くヨーロッパで活動、8年間在籍した
オランダのネザーランド・ダンス・シアターでは、世界
で最も重要な振付家のひとりといわれる芸術監督、イ
リ・キリアンのもとで主要ダンサーとして活躍しました。
帰国後は、自身の舞踊活動の拠点・Dance Sangaを
設立、NoismやK-Ballet、新国立劇場をはじめとする
外部カンパニーへの振付、国内外のフェスティバルへ
の参加のほか、ダンサー・首藤康之との創作活動も近
年積極的に行うなど、幅広い活躍を見せています。

今回のワークショップでは、クラシックバレエの技
術から自由な身体表現まで、幅広い表現力が必要と
される中村の振付言語を紐解くためのテクニカルクラ
スと、中村作品のエッセンスを実際に学ぶことのでき
るレパートリークラスの両方を2日間共に受講すること
ができます。中村の作品について体系的に学ぶことが
できると同時に、自分の身体とその表現の可能性につ
いても再考する良い機会になるのではないでしょうか。
中村の活動の主軸は、「舞踊というものが社会に対

して担うべき“役割”や“可能性”について思索し、実践
に繋げて行くこと」。同時代のアーティストとして、現
代社会における役割を思考しながら真摯に創作に取
り組む中村の姿勢から、受講者は自身の活動に対す
る新たな視点を開くことができるかもしれません。この
出会いから、ダンスへの新たな挑戦をしていきたい意
欲的な方のご参加をお待ちします。ワークショップの
翌日には美術家の泉イネのライブペインティングと中
村が共演するパフォーマンス『Inner Garden』も予定
しています。こちらも合わせてご覧ください。なお、本
プロジェクトは、2013年にも継続して展開することを
計画しています。ここからどのような新たな展開が生
まれていくのか、ぜひご期待ください。

Topic
04

ワークショップはダンサーの方が対象ですが、パフォーマンス
はどなたでもご覧いただけます。アーティスト・中村恩恵との出
会いは、観客としても貴重な機会となるはず。たくさんの方のご
来場をお待ちしています。

川崎陽子（アートコーディネーター）

※詳細はイベント情報（P3）をご覧ください。

photo: NOMO
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問合せ：下鴨車窓
TEL：075-791-1966
E-mail：shimogamo@gekken.net

WI’RE 『ひとがた』
人形とダンサーと俳優によるそれぞれの
「ひとのかたち」。変わりゆく身体と過ぎ
行く時間を描きます。
日時： 2月9日（土）14:00／19:00

10日（日）13:00／17:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般前売2,500円／当日2,800円

学生前売2,000円／当日2,300円
ペア4,500円（限定10組）

問合せ：アトリエ劇研
TEL：075-791-1966
E-mail：info@gekken.net
WEB： http://hito-gata.blogspot.jp/

悪い芝居 vol.14
『キャッチャーインザ闇』
日時：2月20日（水）19:30★

21日（木）19:30★
22日（金）19:30
23日（土）14:00／18:00
24日（日）14:00／18:00
25日（月）14:00／19:30
26日（火）14:00

会場：in→dependent theatre 2nd
（大阪市浪速区）

料金：一般前売2,900円／当日3,400円
学生前売2,400円／当日2,900円
高校生以下1000円
※★は早期観劇割引あり：一般

2,500円／学生2,000円
問合せ：悪い芝居

TEL：090-3941-1481
WEB：http://waruishibai.jp

O land Theater
第4回演劇公演 『イナンナ』
日時：2月22日（金）19:30

23日（土）15:00／19:00
24日（日）13:00／17:00

会場：人間座スタジオ（左京区）
料金：前売2,000円／当日2,500円
問合せ：O land Theater

E-mail：o.land.theater＠gmail.com
※アーティストファイル（P5）もご覧ください。

Monochrome Circus
『掌編ダンス集』
日時：2月23日（土）

開場14:30　開演15:00
会場：箕面市立メイプルホール大ホール

（箕面市）
料金：一般1,500円／18歳以下1,000円
問合せ：財団法人箕面文化振興事業団

TEL：072-721-2123（9:00－17:00）
　　
踊りにいくぜ!! Ⅱ（セカンド） vol.3
「MuDA G」
半年ぶりのMuDA新作公演。
立ち止まったら進み始める。倒れたら立ち
上がる。　　　　　　　　　
日時：3月2日（土）19:00
会場：イムズホール（福岡市中央区）
料金：一般前売2,500円／当日3,000円

学生前売1,500円／当日2,000円
問合せ：NPO法人コデックス Co.D.Ex. 

TEL：080-5202-1837
E-mail：codex7000@d-codex.com
WEB：http://odori2.jcdn.org/3/

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、京都観世会館、チ
ケットぴあ（Pコード：425-036）にて販売中。

※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術セン
ターにて販売。

平成25年度 「市民寄席」
年間席札発売
公演日：5月15日（水）、7月18日（木）、9月3
日（火）、2014年1月10日（金）、3月2日（日）
会場：講堂
料金：6,000円（全5回分）限定100枚

※お一人様2枚まで。
京都芸術センターにて、3月3日（日）
10時より発売。
年間を通じて前売券をご購入いた
だくよりもお安くなります。
※完売次第、終了させていただきます。

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

訂正とお詫び

○本誌2013年1月号（Vol.152）ダンス
レビュー欄表記（P6下段左から1段目、
上から9行目）に誤りがありました。お詫
びして下記の通り訂正いたします。

【誤】佐藤和子
【正】佐藤知子

チケット販売
第314回 市民寄席
日時： 3月3日（日）開場13:30 開演14:00
会場：講堂
出演： 笑福亭智六 「色事根問」
（出演順） 桂文昇 「紀州」
 桂蝶六 「がまの油」
 桂ざこば 「文七元結」
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：425-072）にて販売中。

音楽と市民の広場43
NOTHIN’ BEATS（仮）
口や鼻から発する擬音でレコードのスク
ラッチ音や、ベース音による音色を再現
しブレイクビーツを作り上げるヒューマン
ビートボックスのライブをお届けします。
日時：3月16日（土）

開場18:30　開演19:00
会場：フリースペース
出演：AFRA（ヒューマンビートボクサー）
料金： 一般前売1,800円／当日2,000円

学生1,000円（前売・当日共）
※要学生証呈示

チケット取扱：チケットぴあ、イープラス
（http://eplus.jp/）、京都芸術センター
窓口にて2月1日（金）より発売。

※ウェブサイト（http://www.kac.or.jp/）より予約も可。

第229回 市民狂言会
日時：3月22日（金）

開場18:30　開演19:00
会場：京都観世会館（左京区）
演目：盆山、素袍落、腹不立、髭櫓
出演： 茂山千五郎、茂山七五三、
 茂山あきら ほか

京都芸術センターでは、各ジャンルのアーティストに12の制作室を提供し、
創作活動を支援しています。毎回1組（1人）の制作室使用者を紹介します。

今月の使用者：O land Theater
制作室使用期間：2012年12月10日－2013年2月18日

─O land Theaterの活動を始めるこ
とになったきっかけとは何でしょうか。
苧環凉（O land Theater代表）：大学のと
きに役者、企画、演出と色 や々っていたの
ですが、飯田茂実さんに誘われてe-dance
でパフォーマーとして活動したことが転機
となりました。身体へのアプローチを学ん
だことで表現に対しての意識が大きく変わ
り、それをふまえた上で自分の表現をする
ためにO land Theaterを立ち上げました。

─前回の『王女メデイア』では、女性
出演者だけが舞台に固定されているとい
う演出・舞台美術が印象的でした。また、
ニットキャップシアターの織田圭祐さん
が、普段とは異なるキャラクターを演じ、
他の舞台とは違った表情を見せておられ
たのに驚きました。
演劇作品を作る上で大切にしていること
の一つに〈感情の解放〉があるのですが、
『王女メデイア』はそれが表現できる題材
だと思って選びました。自分の感情や価値
観に固まってしまって動けない人物像を
表現するために、床や椅子に女たちを縛り
付けるという演出をしました。キャラクター

という言葉が出ましたが、演技においては
表層的なイメージを追うよりも、人間の中
に眠っている普遍的な感情を、役者の体
から引き出したいという欲求があって。前
回公演は、これまでの作品の中でもとくに、
その作業に取り組んだ舞台でした。

─過去3回の公演を経て、苧環さんの
中で変化してきたことなどは。
人間の〈生〉を考える、というテーマは第
1回公演からずっと変わっていませんが、
公演を重ねていくにつれて、神話や民話
など、過去に書かれたものをベースに作
品を作る方法にたどり着きました。〈今・こ
こ〉というものは、過去を通すことによっ
て、見えてくるのではないかと考えていま
す。世阿弥の「風姿花伝」にも影響を受け
ました。能の謡曲には必ず典拠、つまり
伝説や神話や歴史上の人物にまつわる
話がなければいけないという考えが書か
れていますが、最近になってその意味を
だんだん考え始めたように思います。

─世阿弥の話が出ましたが、能から作品
を作る上でのヒントを得ることもありますか？

2007年に、東寺奉納野外能・新作能『一
石仙人』（作・多田富雄）の舞台美術のア
ルバイトに入ったのが能との出会いでし
た。そのときは内容にばかり目を向けてい
たのですが、今は、能がどのようにして作
られ、表現方法が確立されていったかとい
うことに興味を持っています。それは劇の
スタイルを作る、ということに繋がるかもし
れません。ある究極の感情を表現するた
めには「型」が必要だと。能では、怒りや悲
しみなど、否定的な感情がまず表明され、
それがだんだん宇宙と一体化して解決さ
れていくというパターンが多く見られます
が、人間を掘り下げていくと出てくるうじゃ
うじゃした嫌なものを、どうやって生きると
いうことに生かしていくか。その方法を探
る上で、能から学ぶことは多いです。

─第4回公演『イナンナ』についてお教
えください。
シュメール神話の女神イナンナにまつわ
る数多くの神話の中で一番有名な『イナ
ンナの冥界下り』を取り上げています。神
話の再現をするのではなく、一人の女性
が光のある地上から闇の世界に移動して

いくときの感情や行動を想像し、現代の
男女の劇として作っています。生きている
人間が死に向かうとき、どのような感情、
エネルギーを出すのか。２人の役者が
出演しますが、それぞれの体の奥から表
現されるものを是非観ていただきたいと
思っています。
聞き手：藤田瑞穂（アートコーディネーター）

O land Theater （オーランド・シアター）
日常に潜む見えない感情を取り上げ、人間
の行為や関係、それらをとりまく環境のあり
かたを舞台において総合的に実験・探求す
る。固定したメンバーを持たず、公演ごとに
役者・美術家・ミュージシャン等を集めるプ
ロジェクト形式の集団。代表、苧環凉。過
去公演に『月葬』（アトリエ劇研、2010）、『蘇
芳』（ART COMPLEX 1928、2011）『王女
メデイア』（アトリエ劇研、2012）がある。

O land Theater
第4回演劇公演 『イナンナ』
日時：2月22日（金）19:30

23日（土）15:00／19:00
24日（日）13:00／17:00

会場：人間座スタジオ（左京区）
※イベント情報（P5）もご覧ください。

撮影：児島功一郎
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自然と都市と体、　富田大介

苦い旅
三田村啓示

栩
トチ
秋
アキ
太
タイ
洋
ヨウ

「ふね、やまにおどる（解体イベント）」
11月24日（土）　西宮・船坂公園そばの田んぼ＊（西宮市）
舞踏ワークショップ 「お肉体」
11月24日（土）・25日（日）　東山いきいき市民活動センター（京都市）
岩下徹＋栩秋太洋＋岩村原太 「Trio」
11月28日（水）　西陣ファクトリー Garden（京都市）
新作報告会 「私は山なのではないか？」
11月30日（金）・12月1日（土）　京都芸術センター フリースペース・制作室3

努力クラブ 『旅行者感覚の欠落』
12月7日（金）－10日（月）　元・立誠小学校 音楽室（京都市）

昨年の11月後半、関西在住の人は
トチアキタイヨウの仕事を集中的に知
る機会を得た。大道具、ダンサーとし
て長年活躍していた山海塾を離れて
以降は、神村恵の諸作品でその名を
見かけた人も多いと思うが、ここ最近
は（客演よりも）上記のような自身の活
動に時間を使っているという。
柔らかな身構えと抜けた間合いで周

囲にゆるやかな笑みを沸かせるトチア
キはそれだけで人を惹きつけるが、彼
には手に負えない自然の怖さみたいな
ものを感じる時もある。
踊りの場を奉納舟の解体に求めた

「ふね、やまにおどる」では、一連の儀
式的行為の後に何・・・・・・かが飛んだトチアキ
を見た。外に自身を放ったというか、そ
の対象（＝舟）とそ・・・・・・・・・・うでしかありえない
関係を結んでしまったというか、舟を押
し引き倒して回す、その行為がそのまま
踊りになる／であるという稀覯の振舞。
この振舞に立ち会った者は、新作

第18回劇作家協会新人戯曲賞の第
一次選考に残った前作は未見だが、こ
の奇妙な名称の劇団は気になる存在
だった。よほど「努力」とは縁遠い・出来
ない人たちなんだろう、と勝手に思って
いたら結成メンバーの共通項が大の努
力嫌いであることがその由来らしい。確
かにまず目に飛び込んできた舞台装置
の飾らなさ、というかテキトーさはそれ
を裏付けるものだった。むき出しの平台
はまあよくあるとして、はけ口にもなって
いる中央暗幕の張り方の杜撰さは何な
のだろうか。素人でも頑張ればもう少し
綺麗に張れる。本編が始まったら、俳優
の衣装がことごとく平均的な－どちらか
といえば不可寄りの可のセンスでまとめ
られていること（！）が気になってくる。も
しかしたら彼らは劇場入りの朝にたまた
ま手に取った私服そのままでこの舞台
上にいるのかもしれないし、次第に初め
て見るはずの彼らの「顔」がどこか見覚
えのあるものに見えてくる始末。電車で

ションは、こう言って良ければ「作品」
に近く、上演中も完成の形がパフォー
マーに意識されているように見受けた
が、そんな中にあって、終わる理由を
もたないトチアキの運

ダン ス
動の欲動がギョ

ロっと出てきた時間は、あたかも彼の
臓器の運動を見てしまったようで、おっ
かなくも昂奮した。より明晰な構成を
もつ新作の報告会では、進展する感
覚の可視化が一つ軸になっていたよう
に思う。冒頭、直方体の箱を立たせて
揺らすあたりは、東山でのWSにも通じ
て、その日の揺れの感覚を私たちの前
で自らに教え込ませているようだった
―箱は「舟」のメタファーだろうか。
揺動の感覚を沁みこませたトチアキは
地に上がり、鏡で一人（でも私たちの
前で）それを確かめながら、空気の異
なる所に向かってゆく。山に登る感覚
体＝トチアキ。繁華な都市の夜景を背
に踊り、舞う…、夜風に吹かれて肉を
流した「人影」の踊り。その映像の前に

の人見世で、何も知らずに連れて来ら
れた舞台上の女性の「あまりの無害さ」
に釘付けになるがそれ以降は他の「何
を見ても不満足」にしか感じなくなり
人見世に「飽き始める」。物語の終盤、
主人公は人見世の舞台上に立つ「無
害な（＝可愛い）」彼女と再会するが、
観・・・・・・・・・・・・・客に向かって礼をした行為により（人
見世自体を含め）完全に興味を失う。
図式的・短絡的ではあるが、その「人

見世」を「小劇場演劇」と等号で結ぶ
（という邪推を始めた）時に、本作が
単なるナンセンスコントや不条理劇の
類から少し外れたものに見えてくる。全
くの素人を舞台上に上げる非作為的
なその芸能社のスタイルをドキュメンタ
リー／ポストドラマ的と称される演劇
の隆盛と、そして主人公がその芸能社
以外の人見世に「飽きてくる」様を、そ
のような状況下においてなおも生産さ
れ続けるドラマ演劇に対する違和と単
純な興味の喪失の隠喩と捉えることが

報告会の分室で展示されていた小・・山
の品々に何か類似の匂いを嗅ぎとった
のではないだろうか。登山先から持ち
帰ったという土や礫で拵えた小山たち
には、その土のあった所から京都（芸
術センター）までの時差が書き添えられ
ている。ここに移されることで土が感じ
えたかもしれないズレ（＝攪乱）が秒単
位で記されているのだ。一般に国別の
「時差」で事足らんとするこの環境にお
いて、こうしたワークに遭うと涙が出そ
うになるが、このことは思えば、私たち
が往々にして眠らせている本能に敏感
であるということではないだろうか。シ
ガバチはイモムシを生きたまま麻痺させ
る。解剖学者のように対象を分析・解
体することなくして対象の急所に触れ
る。こうした自然の共感力というべき本
能の残骸が、私たち人間においては知
性の辺縁にあり、アーティストは時とし
てそれを知性とともに善用するわけだ。
岩下（ダンス）・岩村（照明）とのセッ

繁華街で職場で道端で、私は彼らにす
れ違ったことがあるのかもしれない。一
種の親密さではなくど・・・・・・・・・こにでもいる人々
としての匿名性を帯びた俳優たち（を目
の当たりにするということは、結果観客
にとっても旅行者感覚の欠落＝どこに
行っても同じという感覚がもたらされる
のではないか）…「あー、貧しい演劇っ
てこういうのかもしれない」というのが率
直な第一印象だ。
大筋を乱暴にまとめてみると、主人

公の男が「人見世」という大勢の観客の
前でその「人を見せる」アンダーグラウ
ンドな興行に魅了されていく様を馬鹿
丁寧に描いていく。人見世には様々な
種類があるようだが、単なる1発芸のよ
うなものや、ぐだぐだのシュールなコン
トじみたものが大半のようだ。しかし主
人公が一番惹きつけられるのは全くの
素人をそのまま舞台上に上げ、ドキュ
メンタリー的とも称される芸能社の芸
風である。彼は初めて観たその芸能社

本人トチアキが現れる、と、光線が彼
の周りに三角の形体を作り上げる。風
の音の高まる中で、トチアキ山がずずい
と前に進み出す。人が物が自然が奇妙
に合わさるこの感覚体を前に、触れて
はならないと怖れるメンタリティと、受
け入れを欲する解けた体のあることに
気づく。都市の揺動はたぶんこの先に
続くのだと思う。

出来ないだろうか。しかしその場合この
物語が提示するのは、小劇場演劇文
化に対する皮肉めいた違和を、意図的
に粗悪な呈をした小劇場演劇という形
式でもって表出するという自己言及／
自虐的な倒錯の果てに、そこで唯一の
魅力的な対象として描かれる非作為性
／ドキュメンタリズムですら一瞬の煌き
でしかないという諦観であり、そこに残
るのは受け手と創り手双方の「どこにも
行けない」勝手な苦い断念だ。もう一
つ邪推で押し切ると、消費者の欲望が
エスカレートすると無害な非作為性を
求めだす構造において、人見世＝日本
の大衆文化・芸能と置換することも出
来る…かもしれない。 （9日観劇）

とみた だいすけ／大阪大学大学院国際公共政
策研究科 特任助教●報告会におけるトチアキ
さんとの対談では、もう少し批判的に「作品」を評
ずることをしても良かったのかなぁ（多分それを求
められていたんだろうな）と反省。このレヴューが
出る頃、ちょうど横浜でプルミエですね。

みたむら けいじ／俳優、空の驛舎、C.T.T.大
阪事務局●演劇フリーペーパー「とまる。」
が今年体制を一新し再始動します。まずは
WEB上でこの作品も含めた創作合評企画
を行いました。是非ご覧下さい。⇒http://
newtomaru.tumblr.com/

＊ これは「ふね、やまにのぼる」に纏わる行いの一つ。
トチアキらは、西宮の海岸に打ち上げられた流木
等で大きな舟のオブジェを仕立て、それを約一週
間かけて（西宮戎神社や門戸厄神、蓬莱峽などを
経て）、船坂ビエンナーレの会場である里山の棚田に
「奉納」した。「ふね、やまにおどる」はその舟の解体
イベントにあたる。詳しくはHP（http://funeyama.
info/）やツイッターを参照されたい。

撮影：築地静香

栩秋太洋新作報告会「私は山なのではないか？」より
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リーチたちが、スリップウェアから受けた
影響をどのように自己のものとしようとし
たかがよくわかる展示となっていた。イギ
リスにおいては、濱田やリーチたちが好
んだパイ皿のような素朴なスリップウェ
アよりも、飾り皿のようなスリップウェア
のほうが現在でも評価が高いようだが、
そうした評価軸の差異自体も興味深い。
俳人・桂信子には、「鮨くうて皿の残

れる春の暮」という、春の食後のものうさ
を、残った皿とともによみこんだ句があ
る。いまはまだ寒い。「皿の残れる春の
暮」を待ちながら、本展をたのしみたい。
＊ 濱田庄司『窯にまかせて』日本経済往来社、

1976、p.73

挑発する伝統芸能　相原進
乙女文楽～吉田光華の世界～
11月29日（木）　道頓堀ZAZA HOUSE（大阪市）

「うつわのちから ーくらしを彩るいれものたち」
前期：2012年10月19日（金）－2013年1月14日（月）
後期：2013年1月17日（木）－3月10日（日）
アサヒビール大山崎山荘美術館（乙訓郡大山崎町）

人形浄瑠璃といえば国立文楽劇場
で上演されているものを想像する方が
多いと思うが、関西では、淡路島や京
都府京丹波町などで民俗芸能として保
存されているものも有名である。かよう
に様々な上演形態を持つ文楽のひとつ
に「乙女文楽」がある。
乙女文楽は、大正末期に大阪で誕生

した。その名のとおり人形遣いは女性
で、人形は一人で操れるようにしたもの
が用いられる。また、三味線と義太夫語
りも女性である。今日、乙女文楽は神
奈川県茅ケ崎市で郷土芸能として親し
まれている。しかし、発祥の地である大
阪では太平洋戦争を境に途絶えたまま
であったが、約50年後の1992年、吉田
光子氏などの尽力により復活した。今
回のレビューで取り上げる吉田光華氏
は、光子氏の直弟子にあたる。
「乙女文楽～吉田光華の世界～」の
演目は、「七福神」、「艶姿女舞衣」より
「酒屋の段」、間に出演者と木津川計
氏によるトークが入り、最後は「義経千

い」と語った。「そもそも女性が演じるこ
とを想定していなかったのでは」という
光華氏の言葉がすべて物語っている。
それはまた、伝統芸能の世界がいかに
男性中心の世界であったのかを暴露し
ているようにも思う。
最後の演目は、「義経千本桜」より「静

御前初音の旅」である。もとの「道行初
音旅」では、義経の配下である佐藤忠信
と、義経の恋人である静御前との道行
となる。忠信の正体は源九郎狐であり、
しかも忠信は義経の面影を漂わせてい
ることもあって、2人の道行には、どこか
ただならぬ雰囲気が付きまとう。しかし
今回の台本では、静御前がひとりで旅を
し、義経の形見である鼓を叩き、義経を
慕って舞う。そして鼓の革は源九郎狐の
母のものであるため、音に惹かれて狐が
現れるという筋書きになっている。もとの
台本には、華やかさの中にも少し危うい
雰囲気があるのだが、今回の演出では、
花も盛りの吉野山に、静御前の義経へ
の恋慕と、源九郎狐の母への思慕が交

本桜」より「静御前初音の旅」となって
いる。最初の「七福神」は、観客と会場
のさらなる発展を願って演じられた。乙
女文楽は初見であったが、人形は予想
以上によく動き、その豊かな表現力に
驚かされることになった。
続く演目は「酒屋の段」である。半七

と浮気相手の三勝との心中が話の本筋
だが、今回は半七の妻、お園のくどきに
焦点を当てていた。お園が半七の身を
案じつつ、彼からの「生まれ変われば必
ず夫婦に」と書かれた置手紙に喜ぶ場
面である。「七福神」の華やかな動きか
ら一転、ここでは人形の繊細な動きと間
により、お園の感情が表現される。お園
を演じる光華氏は、凛としつつも表情を
変えない。しかし話が進むほどに、一筋
縄ではいかない心情がにじみ出てくるよ
うに思えてならないのは、観客の私が男
であるからというだけではないだろう。
この後のトークでは、光華氏、大夫
の竹本越孝氏、三味線の鶴澤津賀榮
氏ともに「お園の心情には納得していな

錯するという話にまとめられていた。
本公演は、演技、演出やトークなど、

総じて満足できる内容であった。ただ、
お園のくどきを女性が演じるという危う
さや、静御前の恋慕を素直に描く演出
など、元来男性のものであった文楽を
女性が演じることの意義を、考えずには
いられない内容でもあった。伝統芸能と
女性というテーマについては、女性の社
会的地位や、女性性の表現といった観
点から論じられることが多かったように
思う。しかし今後、乙女文楽や女流義
太夫などが発展していけば、伝統芸能
における既存の台本を女性の視点で表
現することも重要なテーマとなっていく
ように感じられた。

あいはら すすむ／立命館大学非常勤講師、
現代風俗研究会会員●ある方から「まち歩き
イベントを開催したい。京都検定に合格した案
内役が必要なので受験してほしい」と頼まれま
した。自己採点では、無事に2級合格。3月頃に
東山区でイベントをすることになると思います。
せっかくなので、次は1級合格を目指します。

「皿の残れる春の暮」を待ちながら
吉田大輔

やがてリーチもやってきて食事の時間
となったが、独特の食卓風景であった。
ご飯もパンも両方出ていて、だれも自由
に好きなものを食べる。先にご飯を食
べて、それからバターを塗ったパンに手
を出す人もいたし、リーチなどはパンの
後に茶漬けを食べていた。リーチ自作
の大形（ママ）の振り出しに大徳寺納豆
が入っていて、「これはビーンチーズだ」
と言って、みんなで喜んで食べていた＊

1916（大正7）年のある夜、安孫子
にあった柳宗悦（1889-1961）の家で、
志賀直哉（1883-1971）やバーナード・
リーチ（1887-1979）とともに、濱田庄司
（1894-1978）は食卓を囲んでいた。柳、
リーチ、濱田といった民藝運動の中心と
なった人たちに、近所に住んでいた志賀
が加わった一同で、たのしい食事となっ
たようだ。この日の昼間行われたリーチ
の個展で、はじめて濱田はリーチと親しく
口を利き、以後ふたりの陶芸家は、終生

らす幸福でもあったのだろう。本展で
は、上記のリーチや濱田、そして富本憲
吉（1886-1963）や河井寛次郎（1890-
1966）といった民藝の陶芸家のつくった
ものが多数出品され、また、ルーシー・
リー（1902-1995）からも幾点か出品さ
れている。会場は、〈「食べる」たのしみ〉、
〈「吞む」よろこび〉といったいくつかのセ
クションに分けられ、アサヒビール大山
崎山荘美術館・山本爲三郎コレクショ
ンを中心とした展示となっている。実業
家・山本爲三郎は、濱田やリーチや河井
の重要な支援者のひとりだった。
本展でとくに目をひいたのは、「スリッ

プウェアの魅力」と題された部分であっ
た。リーチや富本は、はやくからこの古
陶器の存在を知り関心を向けていたが、
しばらくして濱田がイギリスから数枚の
現物を持ち帰ったことで民藝運動の周
辺ではスリップウェアへの関心がさらに
高まり、彼らは作陶のインスピレーショ
ンをここから得たのだった。富本、濱田、

に渡る相互啓発の友情を持つこととなっ
た。濱田が回想しているように、この夜の
食事は、出された料理から思い思いに好
きなものをとっては各人が食べるというく
つろいだ夕食だった。「ビーンチーズ」と
大徳寺納豆を翻訳しておどけるような、
座の雰囲気の暖かさを濱田の回想は伝
えている。このとき、リーチ自身がつくっ
た大型の振り出しに、実際に大徳寺納豆
が入れられ、用いられた。
アサヒビール大山崎山荘美術館で催

されている展覧会「うつわのちからーく
らしを彩るいれものたち」を見ながら、か
つて読んだこうした濱田の文章の、な
んということもない、だが幸福な一節を
思い出していた。その幸福は、若く、野
心にあふれていて、また美的感性も近
い濱田とリーチというふたりの陶芸家
が出会うことのできた幸福だが、それに
加えて、柳や志賀や濱田やリーチの手
を行き来しながら食卓で実際に用いら
れる、リーチお手製の「振り出し」がもた

よしだ だいすけ／京都造形芸術大学非常勤
講師・大阪大学文学研究科特任研究員●本
評をこう書きつつも、缶から直接飲むビール
がこたえられない滋味と感じられるような瞬間
がときにあることを、同時に忘れないでいたい
と思っています。先日、博士予備論文を出し
たあとに飲んだ缶ビールはおいしかったなあ。

撮影：西村宣世

《イギリス スリップウェア鳥文鉢》 1769年 陶器 7.0（h）×35.2cm



寺島みどり 
「制作室公開」

KAC Performing Arts Program 2012 / Contemporary Dance
中村恩恵 リサーチプロジェクト
［Performance］『Inner Garden』

五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ講座編
「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」

継ぐこと・伝えること50（その2）

明倫茶会 「ゆれる茶会」

素謡の会 「平家を謡
うた
ふ」 第4回 『大

おお はら ご こう
原御幸』

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

WI’RE 「『ひとがた』公開リハーサル」

Kyo×Kyo today vol.3

キューカンバー 「舞台での立ち方／
呼吸と身体～ヨガを手がかりに」

MONO 「『うぶな雲は空で迷う』公開稽古」

MuDA 「MuDAエブリデイダンス教室〈バレンタイン編〉」

O land Theater
「『イナンナ』公開稽古」

広田ゆうみ＋二口大学
「からだで本をよむ 3」

展覧会ドラフト2013 『Project ‘Mirrors’』
「beautiful s v́n」（ギャラリー北） 「はざまをひらく」（ギャラリー南）

展覧会ドラフト2013 『Project ‘Mirrors’』
［関連企画］トークイベント
①「作家、批評家、編集者でつくる展覧会」

展覧会ドラフト2013 『Project ‘Mirrors’』
［関連企画］トークイベント
②ゲストトーク 「かんがえる身体、うごく心」

日本スペイン交流400周年公演
舞踏×フラメンコ 『

!

VAMOS!』

淡路市長沢
国際アート展

現代邦楽
作品展 vol.5

常磐津節保存会講習会

日本スペイン交流400周年公演
舞踏×フラメンコ 『

!

VAMOS!』
［関連企画］A舞踏ワークショップ Bフラメンコワークショップ
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l l 2012  ワークショップ

KAC Performing Arts Program 2012 / Contemporary Dance
中村恩恵 リサーチプロジェクト
［Dance Workshop］

共催事業明倫ワークショップ明倫茶会展覧会 伝統 音楽 ダンス

〈お知らせ〉 京都芸術センターウェブサイトがリニューアルしました。  http://www.kac.or.jp


