
本展は、「re:framing＝再構築」をテーマに、絵画におけ

る既存の枠組みを超えた表現を試みる3人の作家を

取り上げるものです。

　1人目は、光沢のあるサテン布と染料、メディウムなどを用

いた独特な質感の絵画作品を制作する横内賢太郎。近年は

〈文化的接ぎ木〉をキーワードとして、様々な出自を持つ図像

を継ぎ足すようにして近代的歴史背景のイメージを新たなフ

レームの中に生成し、再構築された世界を表現しています。

2人目は、ある風景を鉛筆で細密に描き、同じ場所で撮影し

た映像を重ねるスタイルで作品を制作するヤマガミユキヒ

ロ。静止画像では決して表現できない、時の経過や光のうつ

ろいまで表現された彼の作品により、鑑賞者は日常的な都市

の風景に潜んだ美しい表情に気づかされます。そして3人目

の作家、仙石彬人は、「モノ」ではなく「コト」を重要視し、光

や反射、影などの視覚的なイメージを素材に、インスタレー

ション作品の制作を進めてきました。 2004年からは「時間に

絵を描く」ことをテーマに、OHP （オーバーヘッドプロジェクター）

を用いたヴィジュアルによるライブパフォーマンス「TIME 

PAINTING」を活動の中心としています。このように、この3

人の作家は、従来の「絵画」では表現し切れなかったものを

画面に落とし込み、「絵画」を独自の概念で再構築していくと

いう点で共通しています。

　また、京都芸術センターの建物は、1931年に改築された元・

明倫小学校（2008年に登録有形文化財として登録）を活用したもの

で、多様なジャンルの芸術活動のほか、地域の方 の々四季折々

の催しにも用いられるなど地元のシンボルともなっています。

本企画の会期中には、この建物の様 な々意匠にも注目し、館

内各所でその壁面に出展作家による映像を投影するライブ・パ

フォーマンスなどを予定しています。この試みは、常に新しい

文化芸術を発信していくことを目指し、日 さ々まざまな姿を見せ

るセンターに、新たな表情を生み出していくことでしょう。

この春、京都芸術センターを舞台に、「ひと」と「アート」を結ぶ新たな試みが、花開きます。

ギャラリーでは、それぞれの手法により、独自概念でとらえた「絵画」表現を行う3人の作家、

横内賢太郎・ヤマガミユキヒロ・仙石彬人を迎え、「絵画」の画面を越えて空間をも

「re:framing＝再構築」していくことをテーマとした展覧会を実施します。

京都芸術センター春まつり 《展覧会》
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ヤマガミユキヒロ 《SleepWalking》 2011　Photo: Kusaki Takateru

今貂子、ryotaro & 仙石彬人 LIVE at “Velvet Moon vol.69” UrBANGUILD, Kyoto
Date: 2012.11.21　Photo: Yamashita Kazuo -CLIP-

横内賢太郎 《adapting form - eb（部分）》 2012　Photo: Tetsuo Ito

京都芸術センターの館内をさまざまに彩る、春にふさわしい展覧会
になりそうです。
出展作家の一人、仙石彬人さんの作品はパフォーマンスとして展
示されます。日ごとに会場が異なり、作品がその形を変化させな
がら時間を移動しているような感覚でお楽しみいただきます。同
じく出展作家のヤマガミユキヒロさんとのコラボレーション企画

「Performance “Blue”」も要チェック！
藤田瑞穂（アート・コーディネーター）

『re:framing－表情の空間』
会期： 4月13日（土）－5月26日（日）

 10:00－20:00（会期中無休・入場無料）
※仙石彬人のパフォーマンスには有料のものあり

会場： ギャラリー北・南・和室「明倫」ほか
※仙石彬人の作品展示は、会期中に複数回行われる《パフォーマンス》となります。

本紙に掲載されていないパフォーマンスについての詳細はウェブサイトでご確認
ください。 

※5月4日（土・祝）はギャラリー南のみ18:00まで。
※和室「明倫」の展示は5月23日（木）まで。
※イベント情報（P3）もご覧ください。

re:framing
－ 表情の空間
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「第18回京都国際ダンスワーク
ショップフェスティバル2013」
期間： 4月19日（金）－5月6日（月・祝）

会場： 講堂・フリースペースほか
※ワークショップ内容詳細については、公式ウェブサイト

をご覧ください。

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
FAX：075-414-2425
E-mail：info@hotsummerkyoto.com
WEB：http://www.hotsummerkyoto.com

大西由希子＆竹ち代毬也ダンス公演
「ないものねだり」
バリ舞踊の大西と、舞踏の竹ち代がダンスの
創作を通してお互いの根っこを辿る試み。
日時： 4月1日（月）20:00
会場： UrBANGUILD（中京区）　　　
料金： 前売2,000円／当日2,300円
※１ドリンク付

問合せ：竹ち代毬也
E-mail：ya87524@kf7.so-net.ne.jp

共催事業 制作支援事業

T I C K E T S

大人と子どもの日本舞踊体験教室
日時： 4月21日（日）14:00－16:00
会場： 大広間
講師：藤蔭静枝
料金：500円
主催・問合せ：京のたぬき囃子実行委員会
TEL：075-221-4258

安野太郎のゾンビ音楽
DUET OF THE LIVING DEAD
作曲家自作のロボットによる音楽＝ゾンビ音
楽の演奏と映画の上映を行うミュージックシア
ターパフォーマンス。
日時： 4月28日（日）14:00／18:00
※開場は開演の30分前
※各回終演後にアフタートークあり。

会場： ミーティングルーム2
出演： 安野太郎、ソプラノゾンビ、アルトゾンビ
料金： 前売1,000円／当日1,500円
主催：安野太郎
問合せ：090-4722-6302（金子）

第315回市民寄席
日時： 5月15日（水）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 笑福亭呂好「寄合酒」
 林家染左「胴斬り」
 桂梅団治「宇治の柴舟」
 桂きん枝「一文笛（桂米朝・作）」（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：426-733）にて販売中。

第230回市民狂言会
日時：6月14日（金）開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）

演目： 呼声、仏師、成上り、鬮
くじ

罪
ざい

人
にん

出演： 茂山千五郎、七五三、あきら 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、京都観世会館、チケットぴあ（Pコード：427-964）にて4月15
日（月）より販売。
※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 「市民狂言会」
年間席札販売
公演日：6月14日（金）、8月21日（水）、12月6日（金）、
　　　　2014年3月7日（金）

料金： 8,000円（全4回分）限定100枚
※お一人様2枚まで。

京都芸術センターにて、4月15日（月）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。

問合せ：京都芸術センター

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

チケット販売O P E N  C A L L 募 集

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）。

作家ドラフト2014
作品展示プラン募集
若手アーティストの発掘・支援を目的に行われる
作品公募。ギャラリー北・南いずれかの空間のた
めの作品展示プランを広く公募します。
募集期間： 4月1日（月）－20日（土）〔消印有効〕

審査方法：書類選考にてギャラリー北・南につ
いて入選者各1名（組）を決定。
審査員：青木淳（建築家）

支援内容：
・ 作品制作、運搬、展示及び撤去費として1名
（組）につき30万円の補助

・ 広報及び宣伝協力
・ 会期中及び展覧会準備期間中のアトリエ提

供（入選者で共有、使用期間は調整のうえ決定）

展覧会開催日程：2014年2月
展覧会会場：ギャラリー北・南
※Topic03（P8）もご覧ください。

アーティスト・イン・レジデンス2014
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。2014年度はパ
フォーミングアーツの分野から募集します。
滞在期間：2014年4月－2015年3月（3ヶ月以内）

応募資格：
・ パフォーミングアーツの分野の芸術家または

芸術分野の研究者で、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。

条件：
・ 滞在期間中、市民との交流事業を企画、実施

すること。
・ 活動の成果発表を行うこと。
支援内容：
・ 滞在期間中（3ヶ月以内）の宿泊場所の提供

・ 制作場所の提供
・ 制作費として1件につき（個人・グループ問わず）

20万円の補助
・ 広報及び宣伝協力
・ プログラムコーディネーターによるサポート
締切：6月30日（日）〔必着〕

トラディショナル・シアター・トレーニング
2013（T.T.T.）受講生募集
トラディショナル・シアター・トレーニング

（T.T.T.）は、舞台芸術に携わる人を対象とした
3週間の伝統芸能トレーニングです。
期間： 7月19日（金）－8月9日（金）

講師：
プログラム・ディレクター：ジョナ・サルズ
能（観世流）：片山伸吾、田茂井廣道、大江信行
狂言（大蔵流）：茂山あきら、丸石やすし、茂
山童司
日本舞踊（若柳流）：若柳弥生

応募条件：
演劇・ダンスなど、舞台芸術に関わる表現活動
を行っている方（研究活動も可）で、オリエンテー
ションから発表会までの概ねすべてのスケ
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・性別は問い
ません。

定員： 24名（能・狂言・日本舞踊各コース8名程度） 

受講料：一般70,000円
　　　　学生・アーティスト（※審査あり）50,000円
※リピーター割引（過去にT.T.T.を受講いただいた方）

一般50,000円／学生・アーティスト40,000円
※4月15日までの申込については，早期割引として受講料

を5,000円値引。

締切： 6月30日（日）〔必着〕

※応募書類は締切を待たずその都度選考し、結果を通知し
ます。定員になり次第、募集を打ち切ります。

KYOTO EXPERIMENT 2013
プレ事業 「舞台芸術コーディネーター
育成事業～こども向けプログラムの
実践～」参加受講生募集
国 際 舞 台 芸 術フェスティバ ル 、K YOTO 
EXPERIMENTのプレ事業として開催する舞台
芸術コーディネーター育成講座への参加者を
募集します。
※詳細はKYOTO EXPERIMENTウェブサイトでご確認く

ださい。

講座内容：
「子ども向けプログラム」を実施してきた実践者に
よる講義のほか、イギリスのアーティスト・ユニット

「Subject to_change」の参加型アートプロジェ
クト『ホーム・スウィート・ホーム』の実施を通じて、
実践的に企画・運営を体験する講座。

応募条件：
・ 18才以上。経験は不問。
・ 講座・研修（5月～7月、全28回）に、概ね参加

できること。
応募方法：

ウェブサイト内の応募フォームから、または郵
送、FAX、メールにてお申込ください。

応募締切：
4月26日（金）〔消印有効〕

※持参の場合は19時まで。

応募者多数の場合、書類選考を行います。
選考の結果は、4月中にご連絡します。

応募・問合せ：
KYOTO EXPERIMENT事務局「コーディネー
ター育成事業募集係」（担当：和田）

〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下
る山伏山町546-2 京都芸術センター内
TEL：075-213-5839（平日11:00－19:00） 
FAX：075-213-5849
E-mail：info@kyoto-ex.jp
WEB：http://kyoto-ex.jp

E V E N T S

お知らせ
4月22日（月）－26日（金）の間、図書室を臨時
休室します。予めご了承ください。

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
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『re:framing－表情の空間』

Performance “re:framing” vol.1 －もぐらが一周するまで×仙石彬人

Performance “re:framing” vol.2 －双子の未亡人×仙石彬人

Performance “re:framing” vol.3 －藤田陽介×仙石彬人

Performance “re:framing” vol.4 －藤田陽介×イガキアキコ×仙石彬人

アーティスト・トーク 「それぞれのre:framing」

明倫レコード倶楽部 其の47 「東海林太郎特集」

明倫のお花見

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」

烏丸ストロークロック 「エンゲキの庭－おやこ編④」

Monochrome Circus 「ふれることから」

セレノグラフィカ連続ワークショップ 「春の身体によるダンス」

キヤマニア 「武道からダンスまで－新体道を使って」 新世界ゴールデンファイナンス 「〈双六男女〉を体験してみよう」

かなもりゆうこ・納谷衣美パフォーマンス

チェルフィッチュ新作 「地面と床」
公開リハーサル

MeirinPic

トークイベント 「表情の空間」

Performance “Blue” Performance “re:framing” vol.5 －白黒ミドリ×仙石彬人／Misuzu,
Caitlin Coker & Andy Couzens×仙石彬人

チケット販売

Performance “re:framing” vol.4
－藤田陽介×イガキアキコ×仙石彬人
音楽家の藤田陽介、イガキアキコ（たゆたう）を
ゲストに迎えた、京都芸術センター内で音と
光による場所探しのようなパフォーマンス。
日時： 4月28日（日）
※パフォーマンスは館内の複数箇所にて実施します。詳細

は京都芸術センターウェブサイトでご確認ください。

会場： 館内各所
料金：無料
※事前申込不要

Performance “re:framing” vol.5
－白黒ミドリ×仙石彬人／Misuzu, Caitlin 
Coker & Andy Couzens× 仙石彬人

「re:framing」をテーマとした、2組の音楽家、
ダンサーをゲストに迎えたスペシャル・ライブ・
イベント。
日時： 5月12日（日）開場18:30 開演19:00
会場： フリースペース
料金： 前売1,500円／当日2,000円

チケット取扱：京都芸術センター窓口ま
たはウェブサイト（予約受付）にて3月20日

（水・祝）より販売。
※vol2,3,5 の3 回通しチケットを枚数限定販売し

ます。
料金： 3,000円（前売・予約のみ）

※その他、館内で行われるパフォーマンスについて
の詳細は、京都芸術センターウェブサイトをご覧
ください。

〔関連企画〕

アーティスト・トーク
「それぞれのre:framing」
横内賢太郎 × ヤマガミユキヒロ × 仙石彬人
本展出展作家の3 人によるアーティスト・トーク。
日時：4月13日（土）17:45－18:45
※左段のPerformance “re:framing” vol.1と連続で行いま

すので、開始時間は前後する可能性があります。予めご
了承ください。

会場：フリースペースほか
料金：無料
※事前申込不要

Performance “Blue”
Polar M × ヤマガミユキヒロ × 仙石彬人
本展出展作家のヤマガミユキヒロ、仙石彬人
によるビジュアル・コラボレーション。
日時：5月4日（土・祝）開演20:00
会場：ギャラリー南
※当日はパフォーマンス準備のため、ギャラリー南の展示

は18：00まで

ゲスト：Polar M（音楽家）

定員：30名
料金：無料

展覧会

『re:framing－表情の空間』
本展は、絵画における既存の枠組みを超えた表
現を試みる3人の作家、横内賢太郎・ヤマガミユ
キヒロ・仙石彬人を取り上げるものです。それぞ
れの手法で、そして独自の概念で表現される彼
らの「絵画」が、画面を越えて空間をも「再構築＝
re:framing」していくさまをお楽しみください。
※仙石彬人の作品展示は、会期中に複数回行われる《パ

フォーマンス》となります。

会期： 4月13日（土）－5月26日（日）

 10:00－20:00（会期中無休・入場無料）

※仙石彬人のパフォーマンスには有料のものあり

会場： ギャラリー北・南・和室「明倫」 ほか
※5月4日（土・祝）はギャラリー南のみ18:00まで。
※和室「明倫」の展示は5月23日（木）まで。
※Topic01（P1）もご覧ください。

〔仙石彬人・パフォーマンス〕
TIME PAINTING TOUR

《re:framing “2013.04.13‒05.26”》
at KYOTO ART CENTER

Performance “re:framing” vol.1
－もぐらが一周するまで×仙石彬人
ギタリストの佐藤亘のソロユニット「もぐらが一
周するまで」と仙石彬人によるパフォーマンス。
日時： 4月13日（土）開場16:30 開演17:00
会場： フリースペース
料金： 無料
※事前申込不要
※当パフォーマンスにひき続き、アーティスト・トーク「それ

ぞれのre:framing」を行います。（右段をご覧ください）

Performance “re:framing” vol.2
－双子の未亡人×仙石彬人
ダンス・パフォーマンス・ユニット「双子の未亡
人」と仙石彬人のTIME PAINTINGによるパ
フォーマンス。
日時： 4月20日（土）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
料金： 前売1,000円／当日1,500円

Performance “re:framing” vol.3
－藤田陽介×仙石彬人
78畳の和室を彩る、音と光。自作楽器「11’s 
Moon Organ」を操る音楽家、藤田陽介をゲス
トに迎えたライブ形式のパフォーマンス。
日時： 4月27日（土）開場18:30　開演19:00
会場： 大広間
料金： 前売1,000円／当日1,500円

トークイベント 「表情の空間」
助川貞義 ［OVERHEADS］ × 仙石彬人
オーバーヘッドプロジェクターを使用したパ
フォーマンスを巡る、本展出展作家の仙石
彬人と日本におけるLightshowのパイオニア
"OVERHEADS"で活躍する助川貞義による
アーティスト・トーク。
日時：5月26（日）18:00－20:00
会場：談話室
定員：30名
料金：無料

イベント

明倫レコード倶楽部 其の47
「東海林太郎特集」
レコード研究家の亀村正章氏を構成・司会に迎
え、懐かしのSPレコードを鑑賞します。
日時：4月13日（土）14:00－16:30
会場：講堂
曲目： 「赤城の子守唄」他
料金：500円（1ドリンク付）

明倫のお花見
元・明倫小学校のグラウンドにある、一本のサ
クラの木をめぐる、年に一度のお祭り。今年度
は、京都芸術センターと地元・明倫学区が協働
して催します。グラウンドの両側に立つ南館と
北館、それぞれの建物も、この日だけの表情を
見せます。
日時：4月14日（日）17:00－20:00
出演：田茂井廣道（能楽師・観世流シテ方）、曽和
尚靖（能楽師・幸流小鼓方）、仙石彬人（『re:framing 

－ 表情の空間』出展作家）、劇団「悪い芝居」、コー
ラス「倫の会」 ほか
共催： 明倫自治連合会
※事前申込不要・入場無料・途中入退場自由
※Topic02（P8）もご覧ください。

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「身

み

替
がわり

坐
ざ

禅
ぜん

」を
取り上げます。
日時： 4月20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

チェルフィッチュ新作 「地面と床」
公開リハーサル
日時： 5月11日（土）17:00－
出演： チェルフィッチュ
料金： 500円（要予約）

問合せ：KYOTO EXPERIMENT事務局
 TEL：075-213-5839（平日11:00－19:00）

※詳細はKYOTO EXPERIMENTウェブサイト（http://www.

kyoto-ex.jp）をご覧ください。

M
メリンピック
eirinPic

地元・明倫学区と京都芸術センター制作室使用
アーティストなどによる、ちょっと変わった運動会。
ピクニックに行くように、初夏のグラウンドでパ
フォーマンスをお楽しみください。
日時： 5月18日（土）

共催： 明倫自治連合会
※実施時間・内容については次号または京都芸術センター

ウェブサイトでご確認ください。

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（料金：無料）

烏丸ストロークロック
「エンゲキの庭－おやこ編④」
体を動かしたり、伝言ゲームをしたり、絵本を
声に出して読んでみたり…。ゲーム形式で楽し
みながら、お子様と一緒にお芝居の世界に触
れてみませんか？
日時： 4月14日（日）11:00－12:00
会場： 制作室8
定員： 親子5組まで
※3歳以上～小学6年生までのお子様と一緒にご参加くだ

さい。
※動きやすい服装でご参加ください。

Monochrome Circus
「ふれることから」
自分に触れる、他者に触れる、物に触れる、
床に触れる、空気に触れる。常に身体は何か
に触れています。全身の触覚を目覚めさせ意
識化して、触れることから起こる動き、感覚を
楽しんでみましょう。コンタクト・インプロとっ
かかり編。
日時： 4月14日（日）14:00－16:00
会場： フリースペース
定員： 20名
※寝転がることのできる服装でご参加ください。

セレノグラフィカ連続ワークショップ
「春の身体によるダンス①」
身体のある部分と身体全体が実はこんなに関連
しているなんて。いくつかの事例を実践して驚き
を体感しよう。身体への理解の深まりはダンスに
とってもダンス以外のことにとっても効き目抜群。
日時： 4月20日（土）14:00－15:30
会場： 制作室10
定員： 10名
※動きやすい服装でお越しください。裸足になります。

「春の身体によるダンス②」
まずは素材を4つ。次に3つをプラス、この日作っ
た動きをもとに参加者全員で一曲踊り切ろう。音
楽によって踊りわける楽しみも味わいながら、シン
プルなことが作品作りの土台になることを知ろう。
日時： 4月20日（土）16:00－17:30
会場： 制作室10
定員： 10名
※動きやすい服装でお越しください。裸足になります。

キヤマニア
「武道からダンスまで－新体道を使って」

新体道は空手を母体としたボディワークです。体
の弱い方、女性でも取り組めるよう60年代に開発
されました。心と体をパッと開きます。日ごろ行って
いる稽古を皆さんとシェアできたらうれしいです。
日時：4月29日（月・祝）10:30－12:00
会場：制作室10
定員：8名
※動きやすい服装でお越しください。

新世界ゴールデンファイナンス
「〈双六男女〉を体験してみよう」
昨年行ったゲーム形パフォーマンス「双六男女」を
一般の方を対象に行います。簡単な説明の後、双
六の様にサイコロを振って「あがり」に向かってコマ
を進めます。升目に書かれた動き、言葉などの指
示を参加者がパフォーマーとなって行います。
日時： 5月8日（水）19:00－21:00
会場： ミーティングルーム2
定員： 3～7名
持ち物：これまでに出会えて良かったと思う人
へ贈る感謝の手紙（400～500字程程度）

※動きやすい服装でご参加ください。

かなもりゆうこ・納谷衣美
パフォーマンス
日時：5月12日（日）

会場：談話室
※実施時間・内容については京都芸術センターウェブサイ

トでご確認ください。

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
にお申込下さい。窓口でも受け付けます。

re:framing Calendar

Exhibition

Event

Workshop
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Misuzu, Caitlin Coker, Andy Couzens & AKITO SENGOKU LIVE at “SENGOKU night. Vol.02” UrBANGUILD, Kyoto　Date: 2012.05.18　Photo: Nuffy Andalucía

横内賢太郎 《Book - AO CAE》 2010   Photo: Tetsuo Ito

横内賢太郎 《Book - AO KAE》 2010   Photo: Tetsuo Ito

ヤマガミユキヒロ 《Sheltering Sky》 2011   Photo: Kusaki Takateru

※仙石彬人のパフォーマンスには有料のものあり

京都芸術センター
〒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/

●アクセス
・ 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



横内賢太郎 （よこうち・けんたろう）

光沢のあるサテン布と染料、メディウムなどを用いた独特な質感の絵画
作品を制作。近年は〈文化的接ぎ木〉をキーワードとして、様々な出自を
持つ図像を継ぎ足すようにして近代的歴史背景のイメージを新たなフ
レームの中に生成し、再構築された世界を表現している。主な展覧会と
して、個展「Theatre Play」（KENJI TAKI GALLERY東京、2012）、「キュレー
ターからのメッセージ2012　現代絵画のいま」（兵庫県立美術館、2012）、

「MOT アニュアル2010：装飾」（東京都現代美術館、2010）、「「森」として
の絵画－「絵」のなかで考える」（岡崎市美術博物館、2007）など。
http://www.kentaroyokouchi.com/

Profi le
出展作家プロフィール

ヤマガミユキヒロ
ある風景を細密に描いた上に、同じ場所で撮影した映像を重ねるキャンバ
スプロジェクションのスタイルで作品を制作。時の経過や光のうつろいま
で表現された絵画作品によって、鑑賞者は日常的な都市の風景に潜んだ美
しい表情に気づかされる。主な展覧会として、「始発電車を待ちながら」（東

京ステーションギャラリー、2012）、個展「Sheltering Sky」（京都 Gallery PARC、

2011）、 「Sleep Walking」（京都 Gallery PARC、2010）など。第11回岡本太
郎 現代芸術賞特別賞受賞（2008）。本展と同時期にGallery PARC にて個展

「little trip」（会期：4月20日（土）－5月5日（日・祝））を開催。
http://www.yamagamiyukihiro.net/

仙石彬人 （せんごく・あきと）

2004年より「時間に絵を描く」をテーマに、OHP（オーバーヘッドプロジェクター）

を用いたヴィジュアルによるライブパフォーマンス「TIME PAINTING」をは
じめる。宇宙や空、または細胞の世界を覗きこんだような抽象的なヴィジュ
アルイメージは、 カラーインクやオイル、水などの液体を使って即興的に作
られ、投影されている。最近では３台のOHPを同時に操りながら、光を演奏
するかのようなパフォーマンススタイルに変化。レイヤー状に重なった光の
イメージは、より緻密に複雑に進化し続ける。ミュージシャン、ダンサー、舞
踏家など様 な々分野の表現者とコラボレートを繰り返し、流れていく夜にま
ぼろしのような時間を浮かびあがらせている。
http://akitosengoku.blogspot.jp/

横内賢太郎 《adapting form ‒ tpd》 2012   Photo: OMOTE Nobutada

ヤマガミユキヒロ 《platform no.1/no.2》 2012

AKITO SENGOKU LIVE at “観光地 －第１回：重要文化財 京都府庁旧本館 正庁－” Kyoto　Date: 2012.09.29　Photo: Nuffy Andalucía
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ひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かで
且つ修行のような０歳児との毎日です。美術館に行きたい赤ちゃん連れの
お母さんの気持ち、そしてどうサポートしたら良いか、今ならすごくわかり
ます。できることからコツコツと考え中。

　じぁそろそろ、みたいな様子だっただろうか。出演者ら
が箱やテープや鳴り物など手回りの品々で神棚を組み始
めた。神棚と言っても普通のそれより大きく、祭壇や社にも
見立てることのできるオブジェだ。造り終えるとそれを舞台
から降ろして、僕らの座る客席フロアーの奥に据え付けた。
神社のような「場」が作られる。
　舞台の上に彼らが戻るとどこからか「並んで下さい」と
の声。それは一聴、葬式のアナウンスのようであり、また
神託なんてのを想わせる。演奏にクレジットされているカ
ンノケントがマイク越しにその声を発していたようだ。並
びのオーダーを含めて彼の指示は日によって変わるらし
く、例えば二日目の最初は横一列に左から手塚夏子、萩
原雄太、大澤寅雄、若林里枝、捩子ぴじん。ダンサーや演
出家、研究者のいるこの集まりに、各々が多少なりとも自
分と向き合わざるを得ない質問が投げかけられる。
　その質問には一般性と個別性の問題が付いており、例
えば手塚は、「新たなことにチャレンジするとしたら何をしま
すか」との質問に、「家を建ててみたい」と答え、「具体的に
は？」との返しに、「普段服や物を買っている。あるものをそ
のまま（買って）使っている。既にあるものを使うということで
はないことの一つの挑戦として（家を建ててみたい）」と自身の
具体的な感覚で生活や世界を捉え直す意気を伝える。また、

「一般的に気持ち悪いことは？」と訊かれれば、「一般的に
…」と戸惑い、微妙に痙攣しながら言葉を探して答えてゆく。
　一人がこうしたやり取りをしている間、他の者たちはその
人の状態や周りの気を身体的に類推している（それに無意識

に感応している）かのように振舞う。無論、この表出（例えば痙攣

的な身振り）を、演出／ドラマトゥルギーの一つとして観ること
は難しくない。けれど、それを虚構の事柄と整理して観劇す
ることに無粋さも感じる。例えば若林が質問のさなかに箍

たが

を
外してふらふらとフロアーへ舞い降りてくる件は、とりわけ

二日目の公演では、一般性を強く帯びた通常時の認知を類
似の力によって逸脱させながら（…まんぞう、まんぞく、まんこ、ま

んぱい、おっぱい、まんこ、うんこetc.）、彼女の感覚とイメージに
従って実

リ ア ル

際に意識を変性しているようで、その「旅立ち」の一
歩一歩に強い必然性を感じさせた★1。こうした「私的解剖実
験」が現

・

場
・

で
・

遂行されていること（その試み）にぐっときた★2。
　しかしながらその後の所謂「ええじゃないか」（社の据わる

フロアーに全員が降りてきてのお燥ぎ）は表層的に見えもした。
手塚が一日目に数十秒成し得た「いいよ、いいよ、ありだ
よ、あり、あり！」の振舞い、あの過剰な努力／底力を持続
させることはできなかっただろうか（飲み物を出したり群列を為

したりなどせずに）。短くもあの強烈な時間の中には確かに、
一般にイメージしうる高雅な「ダンス」とは別の方向から神

・

的
・

な
・

こ
・

と
・

（「神」ではない）を感じさせる力があった―個人の
振舞いながら周囲をふるわす（＝動かす）熱や波のようなエ
ネルギーが。
　都市に住まい、さほどのコミュニティ意識もない僕らが、
手塚の「実験」に興味があるというそれだけの理由で集まっ
てきているのだから、もっとこちらを信頼してくれてもよかっ
たのでは、とも思う。賭けを内包した演出なのだ。ドラマトゥ
ルギーを超えて行けるところまで行ってしまってもよい、とす
る客も、そしてそれを許す場所もある。 （2月3日、4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稲盛財団寄付講
座特任助教●美学・身体文化論：ちょっと1200字では難しかったなぁ。

★1 これを演出とするなら、手塚もまた土方巽（の脱自の方法＝「舞踏」）同
様、神降ろしないし霊媒に到るロジックとして、「類似」の意味に気付
いていることになる。土方はそれを1970年前後（『肉体の叛乱』は1968年

10月）に発見したそうだ。手塚にとってこの公演はどのような意義をも
つものになるのだろう。

★2 手塚によるとこの種の無意識の作用（内発力）は、腸腰筋の活性化に
関わっているそうである。思えば大澤や萩原ら出演者は開場後もし
ばらく舞台の上でそのような準備運動をしていた。

ダンス

許される場所
─改めて、ブラックボックスの意義─

手塚夏子 『私的解剖実験－6 ～虚像からの旅立ち～』
2月3日（日）、4日（月）

Art Theater dB KOBE （神戸市）

富田大介

ひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かでひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かでひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かで
且つ修行のような０歳児との毎日です。美術館に行きたい赤ちゃん連れの
お母さんの気持ち、そしてどうサポートしたら良いか、今ならすごくわかり

ひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かで
且つ修行のような０歳児との毎日です。美術館に行きたい赤ちゃん連れの
お母さんの気持ち、そしてどうサポートしたら良いか、今ならすごくわかり
ます。できることからコツコツと考え中。

ひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かでひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かで
且つ修行のような０歳児との毎日です。美術館に行きたい赤ちゃん連れの
お母さんの気持ち、そしてどうサポートしたら良いか、今ならすごくわかり
ます。できることからコツコツと考え中。ます。できることからコツコツと考え中。

ひぐち・ともこ／大阪市東洋陶磁美術館学芸員●夢かうつつか、豊かで

に発見したそうだ。手塚にとってこの公演はどのような意義をも
つものになるのだろう。つものになるのだろう。

★2 手塚によるとこの種の無意識の作用
関わっているそうである。思えば大澤や萩原ら出演者は開場後もし
ばらく舞台の上でそのような準備運動をしていた。
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★1 これを演出とするなら、手塚もまた土方巽
様、神降ろしないし霊媒に到るロジックとして、「類似」の意味に気付
いていることになる。土方はそれを1970年前後

に発見したそうだ。手塚にとってこの公演はどのような意義をも

（内発力）

関わっているそうである。思えば大澤や萩原ら出演者は開場後もし
ばらく舞台の上でそのような準備運動をしていた。

R E V I E W

　突如彗星の如く現れた（という印象がある）この稲田真理と
いう作家は一昨年、OMS戯曲賞初のノミネートで佳作を受
賞、続けて昨年は大賞を受賞という快挙を成し遂げた。
　この作家の作品にはどこか文学の香りがする。それは例
えば応募時のプロフィールに自身の生い立ちを事細かに
記載したというエピソードであったり、生まれ育った海端の
町を常に作品の舞台と設定することに起因する（少なくとも

私が見た作品はそうであった）。それらは強い「私」小説性を感
じさせると同時に、中上健次の紀州を舞台とした連作のよ
うな、一種の「サーガ」を構築できるポテンシャルを秘めて
いるようにも感じる。この作家が高く評価された要因は恐ら
く、奇しくも海端の町＝棄てられた「地方」への視点と、自
身が語るように「人間の暗い部分」に徹底して踏み込む視
点の二つが、単なるテクニックやその時々の興味では無く、
作家の実存そのものと不可分であり、それがこの不安定な
時代と図らずも呼応した、のではないだろうか。そして大
賞受賞後第１作目となる本作の主題として、あの3.11を選
んだことは、作品の舞台が常に「海端の町」である故の必
然なのかもしれない。今もなお生み出され続ける震災を主
題に置いた作品群は、「距離」という問題と向き合わざるを
得ない。それは当事者と非当事者の距離をどう扱うかとい
う問題であり、「いまここ」で行われながらも「事後」報告と
して提示されるという、舞台芸術そのものが孕む性質とし
ての距離が、震災を如何に表象するのか／表象出来るの
かという問題でもある。
　そして、やはり今回の舞台も愛媛県の海端の寂れた町
だ。南海地震が起きれば大きな被害を受けることが免れ

ないこの町で、３回だけ開催されただけで立ち消えになった
「地震に備える会」。参加者の一人だった川村絢子は、その
会を再開すべくかつての参加者達の元を訪問する…病に
倒れている肉親の介護をする傍ら、深夜に携帯電話で震災
の動画を食い入るように見つめる絢子に作家は恐らく自ら
を投影している。テレビのドキュメンタリーで自分と同じ境
遇の被災者を見た絢子はこうも語る－「携帯電話の画面の
中の人を私は助けることが出来ない。だけど、遠く離れたこ
こで私が地震に備えたら、この人も私もそんなことにならな
いんじゃないか」－そんな筈は無い。この作品の身も蓋も
無い混乱をこの台詞は表している。遥か遠くの当事者の不
幸を想う非当事者も非当事者なりの不幸を山ほど抱えてお
り、当事者と非当事者の境界はただ等しく「不幸」であること
によって混乱し融解する。ただそこには安易な当事者への
憑依ではなく、あくまで一個人として非当事者の立ち位置に
踏み止まろうとする作家の態度があり、それが本作に独特
の緊張感を与えているのだが、物語の幕切れは本

・ ・

当の大津
波の到来によって唐突にもたらされる…私たちも当事者に
なりうる。この作品は当事者と非当事者の間で引き裂かれ
た作家自身の赤裸 な々ドキュメントである。 （26日観劇）

みたむら・けいじ／俳優、空の驛舎、C.T.T.大阪事務局●現在、今年夏頃
始動予定の舞台芸術雑誌「ニューとまる。」に関わっています。先行して
ホームページ上で行っている創作合評企画でもこの作品を取り上げてい
ます。是非ご覧下さい。⇒http://newtomaru.tumblr.com/

「幸せなふりをしたところで、
そんなものは白痴にしか
見えないだろう」

演劇

伏兵コード 『木菟と岩礁』
1月25日（金）－28日（月）

in→dependent theatre 1st（大阪市）

三田村啓示

　国立国際美術館で３月24日まで開催の「夢か、現か、幻
か―What wee see」は、１０人の現代作家の映像作品２０
点による展覧会だ。作品数は２０点とはいえ１時間以上の作
品も数点あり、全編を網羅しようとすれば５時間以上の滞
在になるというかなりボリュームのある展覧会である。
今回ご紹介したいのは、韓国作家チョン・ソジョンの作品
だ。図録は未出版であったが（3月２日現在）、アーティストトー
クが開催されており、作品についての詳細を知ることがで
きた。
　一連の出品作の第一作目となる「最後の喜び」はシング
ルチャネル、６分58秒の作品だ。韓国の伝統的な白衣の装
束に身を包み、綱渡りをする軽業師。綱渡りを始めて30年
以上になるという熟練の技で、綱の上を往復しては拍手を
浴びる。ときに大きく綱をしならせ、大胆な動きで飛び回る
が、その足取りは確かだ。田舎の祝事に呼ばれての披露だ
が、かつては庶民の娯楽として栄え祭事につきものだった
というこの軽業も、今は滅びゆく芸のひとつだ。画像が切り
取られ綱と軽業師とだけが連続するモノクロームの画面に
変わると、現実性が抜き取られ時代を越えて軽業師が綱の
上を渡り続けているかのような錯覚を覚える。そうして綱の
上の歩みが楽になればなるほど、地上の歩みはあぶなかし
くなったと軽業師の独白が続く。それは、軽業師の芸術道
の精進を示し、綱の上での活躍を伝えながらも、その裏に
ある彼の日常の生活がそう簡単なものではないことを感じ
させる。軽業師は庶民のハレの日のひととき、夢の日の中
でのみ「生きて」いるのだ。
　作品制作にあたって、作家はおよそ半年間を彼の公演
に同行したという。映像作品には先のような軽業師の言葉

が出てくるが、それらはともに時間を過ごし対話する中で
得たものを作家がまとめ、シナリオを制作した。タイトルの

「最後の喜び」とは、曲芸師が主人公のカフカの小説「最
初の苦悩」から取られたものだが、作家はこの軽業師の綱
の上の幸福が持続するようにと肯定的に変化させた。彼女
は非日常としての芸術、日常としての職業生活の、境界に
生きる人物に興味を持っていると言う。そしてこの軽業師
が生きる日常と芸術、夢と現実の二項構造の狭間に居る
様子はまるで自分の姿のようだと語る。他の出品作品でス
ポットを当てられた人 も々また、映画館の看板職人、裁縫
師、人形職人、活版印刷職人という名もない技術者であり
ながらも、独自の芸術世界を築きあげた職人ばかりであ
る。どの仕事も現代社会から取り残され、消えつつある職
業でありながら、それは単なる労働の域を超え、あまりに
真摯で貴い。作品は淡 と々その仕事風景を映し、美しい技
術に光を当てると同時に影にある現実を言葉少なに示して
いる。人は知るものぞのみを見ると言うが、観客はそこに
何を見ようとするだろうか。彼らの生活の何が夢で何が現
実で何が幻かは容易にあてはめられるものではない。理
解の範囲を越えたところにその人の人生の本当の喜びと
哀しみが隠れているのではないだろうか。人生は多様で多
面的だとわかったふりをするのはあまりに簡単だ。そこか
らもう一歩先に、人生の深淵が隠されていることを知る作
品だ。

「夢か、現か、幻か」
1月19日（土）－3月24日（日）

国立国際美術館（大阪市）

軽業師の現実とは
樋口とも子

展覧会

「最後の喜び」 2012年 チョン・ソジョン  ©Sojung Jun

そうした不満全てを払拭してくれる、出色の出来栄えを示
していた。第１楽章冒頭からチェロがたっぷりと歌い出し、
雰囲気そのままにこれをヴァイオリンが引き取って弾き始め
る。先ずはこの呼応が見事であり、これこそ室内楽に於ける

「対話」の妙と言えるであろう。全体に横の流れを押し出し
た、明朗でよく歌う演奏であったが、第２パートがこれを支
えて充実した演奏を成し遂げている。展開部では反対に、
凄みの効いたかなり劇的な表現を聴かせた。有名な第２楽
章は、ロマン派的慟哭とでも言うべき情熱的なアプローチ
も可能であるが、些か乱暴なほどにアクセントを効かせて
いながらも、寧ろ古典的フォルムを優先したような上品さを
漂わせていた。第３楽章はリズムの面白さを巧く出して、一
気呵成に聴かせる。そうして終楽章は、再びチェロが軽や
かに歌い出して、聴き手をほっとさせてくれたのであった。
それは何と幸せな歌であったことだろうか。しかし一方で、
中間部の二重フガートでは重く鋭いリズムを採り、ハーモ
ニーの分厚さを聴かせるという充実ぶりである。この曲の
持つ柔と剛の性格を余す事無く描き出した名演であった。
　室内楽と言うのは、畢竟、演奏者の「演奏するよろこび」
が先立って、聴き手はそのお裾分けを頂戴するの趣があ
る。今回のような名演奏ほど、そうした思いがして、また微
笑ましくもなるような気がしたことであった。

ひぐち・まさみち／大阪大学大学院文学研究科博士後期課程在学●2月
半ばからまたひと月ほど、パリに居りました。今年はヴァーグナー生誕
200周年で、オペラ座は《指環》全曲をシリーズで採り上げます。シャンゼ
リゼ劇場100周年、と言う事は有名な《春の祭典》の初演から100年、のメ
モリアルイヤーであります。

　先ず1曲目は、Ｒ.シュトラウス最後のオペラ《カプリッチョ》
前奏曲である。前奏曲とは言い條、舞台上で既に歌劇の一
部として演奏されるこの弦楽六重奏曲は、シュトラウスらし
い芳醇な旋律美と、擬古典的様式美の合わさった佳曲と言
えるが、今度の演奏は、冒頭からその遅いテンポに驚いた。
各声部がかなり濃密な表現を志向していて、結果的には声
部間の「対話」という掛け合いの面白さは、かなり犠牲となっ
た感無しとし得ない。とは言えこうしたアプローチは、わたく
しにとっては却って新鮮であったので、とても面白く聴いた。
ただズルベッタリに終始したと言うのではなくて、後半の楽
想の変化なぞの表現が起伏に富んでいた点も評価できる。
　２曲目のヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲ト長調
は、モーツァルト27歳の円熟期（！）の作品である。一貫し
て、ヴァイオリンがかなり自由に歌おうとする。それに対し
てヴィオラは、正確にリズムを刻み、極めて堅実に付けて
ゆく…と言うのが全体を通じての印象である。この作品自
体そうした性格で出来上がってはいるが、常は何となく地
味な役割を担わされているヴィオラのこと、こうした機会を
得た時は、大いに発奮して良いのではなかろうか。結局は

「合わせよう」という意識が先行して、「競奏」のスリリング
さを欠いた、予定調和的な演奏に終始してしまった。
　しかし最後のブラームスの弦楽六重奏曲第１番、これは

Kyo×Kyo today vol.3
2月1日（金）

京都芸術センター 講堂
出演： 泉原隆志（ヴァイオリン）、相本朋子（ヴァイオリン）、小峰航一（ヴィ

オラ）、高村明代（ヴィオラ）、ドナルド・リッチャー（チェロ）、佐藤禎（チェロ）

室内楽の「愉しみ」を
存分に聴かせた、
至高のブラームス
樋口騰迪

音楽

撮影 : 堀川高志

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。
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京都芸術センターで
あなたの展覧会を実現してみませんか。

「ひと」と「アート」の新しい関係を探ることをテーマとした

「京都芸術センター春まつり《re:framing》」では、京都芸術センターに関わる「ひと」を巡る

メインイベントとして、明倫自治連合会と協働した二つの催し、「明倫のお花見」「M
メリンピック

eirinPic」を

行います。今月は、「明倫のお花見」についてご紹介します。

京都芸術センターグラウンドにたたずむ、一本の

サクラの木。弱り切って花を咲かせなくなってし

まっていたこのサクラの木は、センターの地元・明倫学

区の方々による懸命の世話によって、再び花をつけるよ

うになりました。「明倫のお花見」は、明倫学区の方々

にとって大切なこの一本の木をめぐる、年に一度のお

祭りです。

2 000年の開設以来続けてきた京都芸術センターの

公募による展覧会は、2011年より形を変え、二つの

公募展を開催しています。一つは、展覧会の企画を募集

する「展覧会ドラフト」。そしてもう一つは、作家自らが制

作した作品の展示プランを募集する「作家ドラフト」。これ

らは隔年で開催し、それぞれアーティストやキュレーター

を志す人 を々発掘・支援することを目的としています。

　今年度は「作家ドラフト」を開催します。本企画は、

美術に限らず各界の一線で活躍する方を審査員に招

き、それぞれの分野で培った見識と独自の感性で審査

をすることが特徴です。

　今回の審査員を務めるのは、建築家の青木淳。建

築家としてだけでなく、美術作家としても活躍する青木

ならではの視点から、新しい美術表現を拓く可能性を

もった展示プランが選ばれます。

　「日本のなかの、京都のなかの、古くから栄えてきた

その町のまんなかの、校区の住民からの寄付もあって、

1931年、豪華な鉄筋コンクリートのつくりで開校した

明倫小学校の、今では「京都芸術センター」として使わ

れているその建物のなかの、ふたつの空間で、ある時

期限定で行われること。そんな大きな文脈をイメージし

明倫のお花見
日時： 4月14日（日）17:00－20:00
出演： 田茂井廣道（能楽師・観世流シテ方）、

曽和尚靖（能楽師・幸流小鼓方）、
仙石彬人（『re:framing－表情の空間』

出展作家）、劇団「悪い芝居」、コー
ラス「倫の会」 ほか

共催：明倫自治連合会
※事前申込不要・入場無料
※イベント情報（P3）もご覧ください。

本企画は、国内外問わず展示プランを募集します。遠方で京都
芸術センターを訪れたことがない人は、ウェブサイトに写真をた
くさん載せていますので、ぜひ一度チェックしてみてください。

上村絵梨子（アート・コーディネーター）

やわらかな春の日差しを感じながら、ゆっくりと京都の街を
散策するのに良い季節がやってきました。そんな「春」にさそ
われて、「ひと」と「アート」を結ぶ新たな試み、「京都芸術セ
ンター春まつり」を覗きにいらしてみませんか。展覧会、そし
て「明倫のお花見」をはじめとしたさまざまな催しで、皆さま
をお迎えいたします。

藤田瑞穂（アート・コーディネーター）

Ⅰ．応募・参加資格
・ 作品ジャンル・性別・年齢・国籍不問。
・ 入選した場合、展覧会の準備、開催及び撤去に至るまで責任をもって遂行できること。

Ⅱ．応募から展覧会実施までの流れ
1. 募集： 4月1日（月）－20日（土） 〔消印有効〕 ※持参の場合は締切日の20時まで

2. 結果通知：郵送にて6月初旬、全員に結果通知。
3. 展覧会開催：2014年2月の約1ヶ月間

※募集要項等、詳細はウェブサイトをご覧ください。 ※イベント情報（P2）もご覧ください。

　そして今年度は、「京都芸術センター春まつり

《re:framing》」のメインイベントの一つとして、セン

ターと明倫自治連合会が協働してこの「明倫のお花見」

を盛大に催すことになりました。この日、桜の木の下

で繰り広げられるパフォーマンスは、地元の方 を々はじ

め多くのお客様に京都芸術センター事業を広く知って

いただくことを目指して、センターとかかわりの深いさ

まざまなジャンルのアーティストの協力により行われま

す。ここでは、その一部を紹介します。

　2005年から継続して開催している〈素謡の会〉から

は、企画・ナビゲーターの観世流シテ方能楽師、田茂

井廣道氏による謡と、昨年度の〈明倫茶会〉「ぽんッ鼓

知新」で席主を務めた幸流小鼓方能楽師、曽和尚靖氏

の小鼓による一調をお楽しみいただきます。また、〈制

作支援事業〉からは、劇団「悪い芝居」によるバンド演

奏や俳優による創作落語など、制作室使用アーティス

トによるパフォーマンスも。そして、「春まつり」プログラ

ム展覧会の「re:framing－表情の空間」出展作家の仙

石彬人も出演。グラウンドの両側に立つ南館と北館、

それぞれの建物も、仙石の「TIME PAINTING」に彩ら

れ、この日だけの表情を見せます。

　普段はセンター事業を行わないグラウンドで、気軽

にのんびりとパフォーマンスを楽しめる、一夜限りのお

祭り。時間中の出入りはもちろん自由、入場は無料で

す。多くのお客様のお越しを、お待ちしております。

て考えてくれたら、と思います。」という青木のコメント

は、作品と場所（空間）、時間との関係性を問うているよ

うにも思えます。

　前回の作家ドラフト2012では、115件の中から潘逸舟

と小沢裕子の2名の展示プランが選ばれ、「一方は企画

書に書かれた精緻なコンセプト、もう一方は作品のもつ

純粋な魅力を新しい美術の可能性と捉え、選出した。」

と審査員であった岡田利規(チェルフィッチュ主宰／劇作家・

小説家)の講評の中で明かされました。今回は青木の視

点からどのようなプランが選ばれるのでしょうか。

　2013年6月頃書類審査を経て選出された作家は、

2014年2月に展覧会を開催します。展覧会の1ヶ月前は

作品制作に集中して取り組めるよう京都芸術センター

のアトリエを貸し出すなどもしています。選出から約8

か月間のブラッシュアップの期間を経て、展覧会を実

現する意欲と情熱のある方をお待ちしています。
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作家ドラフト2014

青木淳 （あおき・じゅん）

建築家。東京大学大学院修士課程（建築学）を修了後、磯崎新アトリエに勤務。1991年、

青木淳建築計画事務所を設立。これまでの作品は住宅、公共建築、一連のルイ・ヴィト

ンの店舗に代表される商業施設など多岐に渡る。《潟博物館》（1997年）にて日本建築学

会作品賞を受賞。また2002年に東京国立近代美術館（のち国立国際美術館に巡回）で開催

された「現代美術への視点 連続と侵犯」展では作品《U bis》を展示、2004年には水戸

芸術館企画でリノベーション作品《大和薬局》を展示、アーティストとしての創造性も見

せ、高い評価を受けた。主著には2004年10月、初の作品集として刊行された『青木淳 Jun Aoki Complete Works 1』

（INAX出版）及び文章をまとめた『原っぱと遊園地』（王国社）、久しく絶版だった『建築文化／特集・青木淳』（1999年11月

号）の復刻版『青木淳 1991-1999』（彰国社）、《青森県立美術館》のみを鈴木理策撮り下ろしでとりあげた『青木淳 Jun 

Aoki Complete Works 2』（INAX出版）など。2004年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

審査員

ギャラリー南　撮影：清水俊洋

Photo: Yoshiaki TsuTsui

藤田陽介 & 仙石彬人 LIVE at “しゃらく祭” KANAYA BASE, Chiba　Date: 2012.10.20　Photo: Takuya Yamada
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