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京都芸術センター×京都市立芸術大学

アーティスト・イン・レジデンス プログラム 2013

パイアス・チェン
Pius
Cheung
Concert
コンサート

京

パイアス・チェン Pius Cheung

都芸術センターでは、京都での創作やリサーチ活動を希望する

マリンバは、その起源をアフリカに持つといわれ、クラシック音楽の

芸術家、研究者を支援するアーティスト・イン・レジデンスプログ

楽器の中では比較的新しい楽器です。オーケストラで使用されるように

香港出身、アメリカ・オレゴン在住。新進気鋭のマリンバ・ソ

ラムを2000年の開設以来実施しています。アーティストや研究者が京

なったのは1920年代以降であり、マリンバのために作曲された楽曲は

リストとして、天才的な超絶技巧だけでなく、深く豊かな表

都に滞在し、街や人との出会いから受けた刺激を制作へと還元すること

まだそれほど多くありません。そのため、多くのマリンバ奏者にとってレ

で、新しい表現を生み出す機会となることを目指しています。
このアーティスト・イン・レジデンスプログラムでは、毎年実施している

パートリーを広げることは簡単なことではないと同時に、新しい挑戦が

現力と明快な楽曲の解釈、色彩感覚とダイナミクスをかね揃
えた演奏が高く評価されている。CD「バッハ ゴールドベル
ク協奏曲」がNew York Timesで取り上げられるなど、北米

しやすいともいえます。チェンは奏者として高い評価を得ると共に、作

で最も注目を集める若手演奏家の一人として知られる。フィ

公募プログラムに加え、2011年度より、京都市立芸術大学と連携して国

曲家としても多くの作品を発表しています。今回の京都での滞在中にも、

ラデルフィア・オーケストラ、香港フィルハーモニーなど、世

際的に活躍するアーティストを招聘する推薦プログラムを開始しました。

新しい楽曲を作曲する予定であり、滞在の最後に開催するコンサートで

本年度の推薦プログラムで選出されたのは、北米を中心に世界的に活

はその新曲を世界初演します。このコンサートには、オーディションで選

躍する新進気鋭のマリンバ奏者で作曲家のパイアス・チェン氏です。

出された京都市立芸術大学の学生も出演します。これからの可能性を多

チェンは、香港に生まれ、12歳の時にカナダに移住。その後、アメリカ

く秘めた楽器であるマリンバと、京都滞在から生み出される新たな音楽

へ移り、フィラデルフィアのカーティス音楽院で打楽器を学んだ後、マリ

表現。本レジデンスプログラムから拓かれる新しい音楽の潮流に、ぜひ

ンバにフォーカスすることを選び、ボストン音楽院にてアーティストディ

お立会いください。

プロマを取得、ミシガン大学の博士課程において音楽の学士号を取得
しました。2008年にヤング・コンサート・アーティスツ国際オーディション
にて優勝後、カーネギーホールにてソロリサイタルデビュー。その後の
演奏家としての活躍は世界に広がり、指導者としても現在オレゴン大学
で教鞭を取るなど、その活動は多岐にわたります。

世界的に活躍するマリンバ奏者を迎える今回のアーティスト・イン・レジデンス
プログラム。滞在中に行うマスタークラスなどで、関西の若手奏者との交流の
機会も創出します。これまで何度か来日経験もあるチェン氏ですが、京都での
滞在制作を経てどのような新曲を生み出すのか、ぜひご注目ください！
川崎陽子（アート・コーディネーター）

界各国のオーケストラとの共演。カーネギーホール、北京
中央音楽院等でのソロ・リサイタルなど出演多数。作曲家と
しては、マリンバのための協奏曲、ソナタなどのコレクショ
ンを多数発表。ジュリアード音楽院、パリ音楽院などでマス
タークラスを開講するなど、教育者としても活躍している。
ヤマハ公式アーティスト、オレゴン大学音楽学部准教授。

京都芸術センター×京都市立芸術大学
アーティスト・イン・レジデンス 2013
パイアス・チェン コンサート
日時：7月12日（金）開場18:30 開演19:00
※イベント情報（P2）もご覧ください。
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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）

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）

京極朋彦ダンス企画
「ストレッチとボディワーク」

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。

次回公演『KYOTO DANCE CREATION
Vol.2』参加振付家の松尾恵美と今村達紀に
よる簡単なワークを行います。
日時：7月4日（木）17:00−19:00
会場：制作室6
定員：10名

※ 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）

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。

※動きやすい服装でお越しください。

展覧会
夏休み企画展『dreamscape
─うたかたの扉』
夏休み＝“非日常の世界への扉が開く特別な期
間”として、2人の美術作家が表現する
「日常の一
歩先にある
〈もう一つの世界〉
」
を展覧します。
−9月16日（月・祝）
会期：8月3日（土）
10:00−20:00 ※会期中無休・入場無料
会場：ギャラリー北・南 ほか
出展作家：大西康明、松澤有子
（別途記載のあるものを除き料金無料）
［関連企画］
公開制作
展覧会のオープンに先がけて、作品制作の様
子を公開します。
日時：7月27日（土）、28日（日）
両日とも10:00−20:00

※途中入退場自由・事前申込不要

会場：ギャラリー北・南
アーティスト・トーク
本展出展作家、大西康明と松澤有子による
ギャラリー・トーク。
日時：8月3日（土）14:00−16:00
会場：ミーティングルーム2ほか
ワークショップ①
「なぞの植物：あったらいいなの芽」
真っ白の葉脈の葉に思い思いに絵を描き、そ
れをふたばの形にします。そして、いろんな場
所からにょきっと芽を出してみましょう。
日時：8月4日（日）14:00−16:00
会場：ワークショップルームほか
講師：松澤有子（本展出展作家）
対象：子どもから大人まで
KAC Performing Arts Program /
Contemporary Dance×夏休み企画
「想像・変換・連想ゲーム 〜五感で遊ぶ照明
ワークショップ」
ゴッホの絵はどんな味？ チャイコフスキーの
曲はどんな色？ 音楽や絵を使って舞台照明デ
ザインの考え方を体験してみます！
日時：8月10日（土）14:00−16:00
会場：フリースペース
講師：木藤歩（照明家）
対象：小学生から大人まで
料金：500円
ワークショップ②
「結晶をつかって作ってみよう」
いろんな形のものに、雪のような結晶を発生
させてみます。どんなものができるでしょうか？
日時：8月20日（火）14:00−16:00
会場：ワークショップルームほか
講師：大西康明（本展出展作家）
対象：子どもから大人まで
ワークショップの定員はそれぞれ各20
名（要事前予約・先着順）。小学校3年生以
下の児童は保護者の方同伴でご参加く
ださい（就学前児童のご参加については事前
にご相談ください）
。
※Topic03（P4）もご覧ください。

伝統

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、ジョ
ナ・サルズ ほか
受講料：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3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：30名（トレーニング受講生を含む）
応募締切：7月8日（月）※定員に達し次第締切

素謡の会・関連企画
「観能ツアー
《花筐》
《山姥》
」
（装束・道具含む）
能舞台や演目
について、解説を
事前に聞き、能をより楽しむためのツアー。能を
観るのが初めての方にもおすすめです。
日時：7月28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）
（能楽師・シテ方観世流）
ナビゲーター：田茂井廣道
「林定期能」鑑賞料込）
料金：3,500円（レクチャー、
定員：30名（要事前申込）

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。

トラディショナル・シアター・トレーニング
2013（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・トレーニングが3日間限定のワー
クショップ参加者を募集します。
※逐次通訳あり。

日時：7月19日（金）19:30−21:30
20日（土） 9:30−18:30
21日（日）10:30−21:00
2

好きな本を参加者に持って来ていただき、そ
れを音読してもらいます。
実際に声に出してみると全然違った印象を持
つことがある。
「私」
と、
「文章」。
「私」
と
「聞い
てくれる人」
との距離。そして
「とりあえず人の
話を聞いてみる」
ことなど。
日時：7月4日（木）18:30−21:30
会場：制作室4
定員：10名
持物：自分が声に出して読んでみたい本、記
事など。

ヨーロッパ企画「俳優ワークショップ」
短いコントのテキストをもとに、日常会話を積み
重ねてコメディに発展させる方法を探ります。
日時：7月6日（土）13:00−17:00
会場：制作室4
ワークショップリーダー：大歳倫弘
定員：10名（演劇経験者が望ましい）
※動きやすい服装でご参加ください。

劇団しようよ「
『アンネの日記だけでは』
あなたに公開稽古」
新作
『アンネの日記だけでは』
の出演者と、劇
団しようよの稽古に参加しませんか？稽古前の
ゲームから新作のシーンづくりまで体験してい
ただける、まさにあなたのための公開稽古で
（かも）
す。あなたが入れば作品が変わる
！
日時：7月7日（日）18:30−21:30
会場：制作室9
定員：5名
※動きやすい服装でご参加ください。

｢書とレモネードは宇宙の奇跡か｣
宇宙物理学者の磯部洋明氏による、宇宙を
テーマにした茶会。席主の話とRimi氏の書道
ワークショップを行います。
日時：7月27日（土）10:30／14:00（約2時間半）
会場：大広間
席主：磯部洋明（宇宙物理学者）
協力：Rimi（書家）
内容：レモネードの賞味
定員：各席40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・参加人数を明記の上、
〔 必着〕
7月12日（金）
までに申込。ウェブサイト
からも申込可。応募者多数の場合は抽選。

MuDA「MuDAエブリデイダンス教室
〈summer編〉」
夏間近！梅雨の間に湿気と一緒に身体の中にた
まっているじめじめを、MuDAと一緒に吹き飛ば
します。夏の暑さにバテない身体、バテて倒れて
も、また立ち上がる清々しい身体を作りましょう。
日時：7月10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。

共催事業

※当日は草津駅から送迎バスがでます（要予約）
※こんこん山までは送迎バスか最寄の駐車場から

演劇ユニットてがみ座 第8回公演
『空のハモニカ―わたしがみすゞだった
頃のこと―』

のシャトルバス、徒歩のみでの入山となります。
詳細はMuDAウェブサイトをご覧ください。

料金：一般2,500円／中学生以下800円
問合せ：MuDA
TEL：090-1177-9715（担当：秋山）
E-mail：muda.japan@gmail.com
WEB：http://www.muda-japan.com/

日時： 7月5日（金）19:00☆
6日（土）14:00／19:00
7日（日）14:00
☆プレビュー公演＋アフタートーク
（ゲスト：土田英生（MONO））

※受付開始：開演の45分前

正直者の会『日曜月』

開場：開演の30分前

日時：7月13日（土）19:00
14日（日）14:00／17:00
会場：西陣ファクトリーガーデン（上京区）
料金：一般前売2,000円／当日2,300円
学生1,800円（前売・当日共）
問合せ：正直者の会
TEL：090-6066-5845（田中）
E-mail：mail-web@syoujikimono.net
WEB：http://www.syoujikimono.net

会場：フリースペース
脚本：長田育恵（てがみ座）
演出：扇田拓也（ヒンドゥー五千回）
料金：前売・当日3,500円
プレビュー公演3,000円
※就学前児童入場不可

主催・問合せ： 演劇ユニットてがみ座
TEL：080-5489-7854（palette&bullet）

京極朋彦ダンス企画
『KYOTO DANCE CREATION vol.2』

制作支援事業

日時：7月20日（土）14:00★／19:00★
21日（日）13:00★／18:00

京 都 芸 術 センター制 作 室 にて制 作され た
公演・展覧会情報
（

★アフタートークあり

会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般前売2,500円／当日3,000円
学生1,800円（前売・当日共）
問合せ：京極朋彦ダンス企画
TEL：090-6155-7408（キョウゴク）
E-mail：kdc-info@mail.goo.ne.jp
WEB：http://kyo59solo.blogspot.jp/

印は京都芸術センターチケット窓口にて販売中）

『Dance Fanfare Kyoto』
日時：7月5日（金）
−7日（日）
会場：元・立誠小学校（中京区）
※各プログラム・料金など、詳細はDance Fanfare
Kyotoのウェブサイトをご覧ください。

問合せ：Dance Fanfare Kyoto実行委員会
E-mail：contact@dancefanfarekyoto.info
WEB：http://dancefanfarekyoto.info/

Monochrome Circus『P̲o̲o̲l』
日時：7月25日（木）19:30
26日（金）14:00／19:30
27日（土）14:00／18:00
28日（日）14:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：前売2,800円／当日3,000円
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
E-mail：mc@monochromecircus.com
WEB：http://www.monochromecircus.com/

てんこもり堂 第5回本公演
『真、夏の夜の夢』
日時：7月5日（金）19:00
6日（土）14:00／19:00
7日（日）14:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：前売2,000円／当日2,300円
※その他学生料金・ペア料金あり

問合せ：てんこもり堂
TEL：090-9701-9962（制作）
E-mail：tenkomoridou@yahoo.co.jp

劇団しようよ この胸いっぱいの朗読劇
『アンネの日記だけでは』
『アンネの日記』に着想を得て描く、9人の女
性による
「わたしたちの物語」
。
日時：8月 9日（金）20:00
10日（土）20:00
11日（日）11:00／20:00
12日（月）20:00
会場：KAIKA（下京区）
料金：前売1,800円／当日2,000円

黒子沙菜恵『蜜婆』
日時： 7月6日（土）15:30
7日（日）14:30
（旧岡田家住宅・酒蔵）
会場：伊丹市立伊丹郷町館
料金：前売2,200円／当日2,500円
※着物または浴衣でお越しの方は200円引

問合せ：蜜婆企画
TEL：090-9546-5726
E-mail：sanaekuro512@yahoo.co.jp

※その他学生料金・各種割引あり

問合せ：劇団しようよ
TEL：090-9191-4971（制作：稲垣）
E-mail：gkd̲444@yahoo.co.jp
WEB：http://gkd-444.net/

MuDA『山男』
MuDA野外公演。滋賀県栗東の不思議の山の中こ

『景 風 趣 情―自在の手付き―』

音楽
京都芸術センター×京都市立芸術大学
アーティスト・イン・レジデンス
プログラム 2013
パイアス・チェン コンサート
日時：7月12日（金）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
曲目：パイアス・チェン新曲（初演）ほか
出演：パイアス・チェン、京都市立芸術大学学生
料金：一般前売2,000円／当日2,500円
（前売・当日共）
学生1,000円
※Topic01（P1）もご覧ください。

KYOTO EXPERIMENT

第316回 市民寄席
日時：7月18日（木）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演：林家染吉 「御公家女房」
桂米平 「阿弥陀池」
桂春若 「夏の医者」
（出演順）
林家染丸 「辻占茶屋」
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：
428-689）
にて販売中。

正直者の会「声に出して読んでみる」

んこん山で１人の男が木を切り倒す。すると、山の奥
の方から大声が聞こえる。続々と山男達が現れる。
日時：7月7日（日）開場18:00 開演19:00
会場：こんこん山（栗東市）

ヨガ・ワークショップ
日時：7月3日（水）14:00−15:30
会場：講堂
料金：500円

『home sweet home』
楽しい我が家と街づくり参加型アートプロ
ジェクト。劇場内に、自分だけの「家」
を自由
にデコレーションして建て、自分たちの「街」
を作り上げていきます。
日時：7月26日（金）13:00−20:00
27日（土）11:00−20:00
28日（日）11:00−16:00
※16:00よりストリートパーティー
開催

会場：講堂
対象：子どもから大人まで

※
「家」
購入代金：100円〜／事前申込不要・入場無料／詳
細はKYOTO EXPERIMENTウェブサイトをご覧ください。

問合せ：KYOTO EXPERIMENT事務局
TEL：075-213-5839（平日11:00−19:00）
WEB：http://kyoto-ex.jp
※Topic02（P4）もご覧ください。

伊藤存、小川智彦、ニシジマ・アツシによる3
人展。
（金）
（日）
−7月14日
10:00−20:00
会期：6月14日
※会期中無休・入場無料／最終日は17:00まで。

会場：ギャラリー北・南
主催・問合せ：「景 風 趣 情」
プロジェクト
E-mail：kfsj@hotmail.co.jp
［関連企画］
クロージングイベント
「インスタレーションを演奏するような」
日時：7月13日（土）18:00
※参加無料・事前申込不要（当日先着50名まで）

いけばなワークショップ「カドー」
外国人滞在者の方を対象に、英語でいけば
なの体験レッスンを行います。
日時：7月24日(水)15:00ー16:30
会場：和室「明倫」
定員：10名
料金：3,000円
主催・問合せ：山本貴美子
TEL： 070-6505-1187
E-mail：cadeau.kyoto@gmail.com

ミリアム・グルフィック ダンスパフォーマンス
『Breathing Monster』
日時：7月3日（水）19:00
会場：講堂
出演：ミリアム・グルフィック
料金：前売2,000円／当日2,500円
学生、クラブ・フランス会員1,500円
主催・問合せ：アンスティチュ・フランセ関西―京都
TEL：075-761-2105
［関連企画］
講演会「ミリアム・グルフィックとカスパー・トプ
リッツのダンスと音楽」
日時：7月2日（火）19:00
会場：講堂
料金：無料（事前予約不要）

第231回 市民狂言会
日時：8月21日（水）開場13:30 開演14:00
会場：京都観世会館（左京区）
演目：財宝、梟、いろは、濯ぎ川
出演：茂山千五郎、あきら、千三郎ほか
料金：前売2,500円／当日3,000円
高校生以下500円（前売・当日共）
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： 429-369）

※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

（20人以上）
※団体券2,200円
は京都芸術センターにて販売。

第1期共催事業（発表支援事業）募集
京都芸術センターは、芸術文化に関する
制作の現場であると同時に、広くその成
（第2期は
果を発表する場を提供します。
2013年秋の募集を予定しています。）

募集内容：公演、展覧会、講演、ワーク
ショップなど芸術文化に関係するもので、
広く一般に公開され、芸術家と市民の交
流に関係する事業や 京都芸術センター
で実施する必要性が高いと判断される事
（これまでに別の会場で実施されている教
業。

使用会場：講堂、大広間、
フリースペース、
ミー
ティングルーム2、和室
「明倫」
、ギャラリー北・南
使用料：無料
条件：
・ 意欲的な芸術表現を試み、活動を継続
的に展開または支援していること。
・ 市民との交流に対して意欲的であること。
・ 制作室使用申請との重複申請は原則と
してできません。
・ 営利目的、宗教的、政治的行事などに
は使用できません。

室・発表会等は、原則的に含みません。）

使用期間：2014年4月1日（火）
−
2015年3月31日（火）
※ギャラリーの使用時期は2014年12
月に限ります。

募集期間：第1期 7月1日（月）
−31日（水）
〔当日消印有効〕

応募方法：応募用紙をウェブサイトからダ
ウンロードの上、必要事項を記入し、必要
書類とともに京都芸術センターまで送付ま
（持参の場合は締切日の20時まで）
たは持参
。

音楽
関西圏の公演•展覧会について、

蕾のまま散った才能

若手レビュアーが月替りで執筆します。

─大阪交響楽団のハンス・ロット
対象は生徒のうち２人だけであることも明らかになり、本

演劇

樋口騰迪

当はイコライズに来るはずであり現在は入院しているらし
い８人目の女子生徒の身に何が起こったのかも交えたミ

平均万歳

りふれたコミュ障非リア充男子の承認欲求を巡る物語を

三田村啓示

（いじめていた側の女子生徒は実はいじめられていた
られていく

5月17日（金）

側の男子生徒が好きだった！）
。

ザ・シンフォニーホール（大阪市）

ステリの謎解き的展開が一挙に前景化する終盤以降、あ

大阪交響楽団 ©飯島 隆

大阪交響楽団第176回定期演奏会
『マーラーのライヴァル“級友ハンス・ロット”』

ラブコメ調に展開させていくことに作品のフォーカスは絞

裏付ける和声とか対位法の処理は、前半の作品同様未だ
習作の域を脱してはいない。終楽章の、殆どフーガとは
呼び得ないような展開は、お粗末と断じて然るべきであろ

指揮：寺岡清高（常任指揮者）

いわば日常性への回帰ともいうべきこの展開／個の内面

匿名劇壇『気持ちいい教育』

への転向こそが今のこの国を形作る感性の一端だとしたり

う。管弦楽法もやはり未熟で、木管は終楽章冒頭に至る

5月7日（火）
− 8日（水）

顔でまとめるのは非常に退屈なクリシェであることは疑いよ

まで殆ど埋没してしまっている。少なくとも音だけを聴い

シアトリカル應典院（大阪市）

うも無く、それさえも世代意識のプレゼンテーションとして

「発見」
されてから未だ20年と少し経ったばかりのハン

作品の冒頭、
「極端」な生徒に「平均への回帰」を促す
特別隔離教室「イコライズ」の「先生」は
「国」に集められた
７人の生徒たちに、
「これからはゆとりがあって痛みがな
い気持ちいい教育の時代が来る」
と淡々と適当に告げる。
それは脱偏差値・個性重視・生きる力を育むという大層な
テーゼを掲げたゆとり教育が失敗と見なされた現状に対
して、当のゆとり世代であるらしい彼らからの密かな異
議申し立てに聞こえもするが（「脱ゆとり教育」のオルタナティ
ヴとしての「気持ちいい教育」）、結果この教室で試みられよう

しには出来ない。

の意図的な戦略だとすればある意味見事ですらある。カー

（1858−1884）。2008年に交響曲第１番を取り上
ス・ロット

テンコールで流れる名も知らぬJ-POPが耳の中を右から左

げた寺岡清高/大阪交響楽団が、今回は
「オール・ハンス・

演奏のことが後回しになりすぎたろうか？ロットを評

へするすると通り抜けて行く理由をずっと頭の隅で考えてい

ロット」
プログラムの定期演奏会に臨んだ。プレトークで

価し、熱心に取り上げている寺岡さんの指揮は、流石に

たけれど、そこにはきっと平均化された感情しか感じられな

の寺岡さんの言に拠れば、これは世界初の試みだろうと

共感に満ちたものであった。勘所を押さえ、曲の持つ柔

かったからだ…というのもまた、退屈なクリシェ或いはJ-POP

いう事である。

と剛の性格を巧く描き出しており、不足は無い。オーケ

を見限ったアラサーの戯言でしかないのだろうし、そもそも

ブルックナーに学び、マーラーの先輩にして親友。ブ

幼い頃に学校という空間に足を踏み入れた時点から、空気

ラームスに酷評されて、現し心を失った儘夭折した作曲家

する。例えば第１楽章の、2オクターヴ上昇からのクライ

の読み合いと出る杭をことごとく打っていく日本的集団強制

…と言ったようなロットをめぐる挿話は、今日随分知られ

マックス形成のあたりは、聴き手をも一体とする盛り上

ストラも、それに良く従って献身的で熱の籠った演奏を

文化という名のイコライズに私たちは放り込まれていたのか

るようになったし、此処ではもう触れない。それに、当夜

がりで、先ず聴きどころのひとつと言えた。但し、金管は

もしれない…と改めて思い至らされるという、観る人によって

のプログラム解説もそうであったが、余りにこの３人と結

その明るい響きがこのオーケストラの特徴ではあるが、

は様々な邪推を楽しませてくれる怪(？)作。

び付けて彼の音楽は語られ過ぎるのではないだろうか。

殊にトランペットが賑やか過ぎて、トゥッティが続くと聴

例えば幾ら弟子であったとは言え、当時ブルックナーの交

き疲れがする。尤もこれは、それに比して弦楽器の響き

響曲を聴く機会なぞ、滅多に無かったのだから。

が薄い事による不調和であって、トランペットばかりに責

（８日観劇）

としていることはといえば平均化の集団強制−イコライズ

みたむら けいじ／俳優、空の驛舎、C.T.T.大阪事務局●今年秋頃

だというこの倒錯…が意図的なものかはわからないけれ

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（http://
newtomaru.tumblr.com/）
。他にも色々。最近はCDばかり買っています。

ど、
「国」が用意した隔離教室としての気持ちい い教育と

て、マーラーに比肩する才能の持ち主と言う事は、わたく

任を帰すべきではない。この点、今後の大きな課題と思

さて、その演奏会の前半は、
「ジュリアス・シーザー」へ

われた。

はいまや各先進国で進むフィールグッド・プロジェクトとい

の前奏曲、管弦楽のための前奏曲（世界初演）、管弦楽の

う名の社会設計そのもののように思えるし、
「みんな一緒」

ための組曲（日本初演）と言う小品が並んだ。明快で透明感

十年一日の如く同じような曲目が並ぶ関西楽壇に在っ

の空気を良しとするところに半ば強制的に落とし込まれて

のある旋律が繰り返し奏されクライマックスを築くという

て、
「知られざる作曲家」の紹介に熱心な大阪交響楽団の

しまう我が国のお国柄と、取り扱い要注意のレッテルを

全体の構造は、交響曲にも共通した性格である。しかし、

取り組みには大いに注目していたい。まだまだこれからが

国家に貼られたに等しい自らの世代を、乾いたユーモア

この３曲は如何にも初期の習作という趣が強く、普く演奏

楽しみなオーケストラである。

込みの不敵な眼で皮肉っている（ように感じられる）そのデタ

されるべき水準のものとは言い難い。

ラメで馬鹿馬鹿しくも軽やかな手つきを目の当たりにして

後半は、60分を超える大作の交響曲第１番である。第１

久々に驚嘆していたのだけれど、実はこの教室にはもう一

楽章冒頭のトランペットによる美しい主題をはじめとして、

つの目的としてある１人の男子生徒に対するいじめ事件

この作曲家を特徴づける旋律の妙が随所に聴かれる作

の真相の解明（？）があるらしく、どうやら実際のイコライズ

品である。ただ執拗なまでに反復されるこれらの主題を

美術

た状態で瞬時に全体像を把握することが可能であると。では、時間性のある何か

ラーインクやオイルを使ったリキッド・ペインティング、それに藤田とイガキの音を

を表現した絵画空間とはいかなるものか。本展に出品した3作家の作品を辿って

用いたパフォーマンスが重なり合い、3人のシャーマンに導かれるようにスロープ
を登ってゆく。それは目眩と浮遊感を伴い、無限の空間と時間の中に自らが拡散

みることにしよう。

時間へのアプローチ

横内賢太郎はサテン布と染めの技法を用い、既存の陶磁器の絵柄を引用して

―変貌する絵画の展開

していくような体験であった。

描いている。彼の作品に織り込まれているのは工芸的な文脈であり、そのあり方

様々なアプローチで時間を描く3名の作家であるが、時間の集約と拡散の緊張

は近代以降に生きる日本人が「絵画」
を描く方法を徹底的に自問する姿を表象し

が生み出す空間の魅力は、この企画展を通して感じられたものではなかろうか。

ている。ここに見えるのは歴史という時間なのである。今回の展覧会のための新

河田亜也子

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●「知られ
ざる作曲家」
と言っても、名前は良く知られていながら、作品はまるで聴
かれないという場合が有ります。今年は名指揮者オットー・クレンペラー
没後40年。最晩年「私は作曲家」
と語ったこの巨匠の作品を、まとまって
聴く機会もがなと思った今回の演奏会でした。

（未完・2013）
作《adapting form-ke》
は横内の新しい展開で、日本人が西欧の技術

（京都芸術センター、2013年）
＊本展カタログより。藤田瑞穂
『re:framing−表情の空間』
22頁。

を学びながら油彩画を描き始めた頃の技術が用いられている。制作年に
「未完」
とあるのは、本作のことばかりではなく、日本における西欧絵画をも指していると

京都芸術センター春まつり
《展覧会》
『re:framing−表情の空間』

拡大解釈することも可能であろう。

4月13日（土）
−5月26日（日）

ヤマガミユキヒロのキャンバスプロジェクションは、精緻に描いた風景画の上

京都芸術センター ギャラリー北・南・和室「明倫」
ほか

から、その同じ場所を撮影した映像を重ねて投影したものである。例えば東京駅
を正面からとらえた作品。晴天のもと、穏やかな昼の顔を見せていたかと思えば、
夜のライトアップされた華やかな顔に変貌し、次の瞬間には再び朝焼けに照らさ

『re:framing−表情の空間』は、絵画という媒体を用いながら、そのジャンルの

れるといった具合に、時と共に刻々と表情を変える。その合間にほんの一瞬、映

枠を問い直すような表現を展開する3作家を紹介する展覧会である。近年このよ

像が投影されない時間がある。光の連続の中に、ふと現れる静止したモノクロー

うな絵画を取り上げた展覧会は国内外で多く見られるが、本展の企画者、藤田

ムの画面。白い紙の上にのせられた鉛筆の痕跡は、もはや素朴な絵画ではなく、

瑞穂は3作家に共通する特徴の一つとして
「時間と共に移ろいゆく何かを絵画空

感情も色も剥ぎ取った後の、光と時間を集約した影のようにも見える。

＊
間の中に表現しようとしていること」
を挙げている。

仙石彬人は会期中5回行われた
「タイム・ペインティング・ツアー」により本展に

絵画作品は時間軸を持たない、とはしばしば言われてきたことである。即ち、

参加している。筆者はvol.4の藤田陽介、イガキアキコとのコラボレーションの回

同じ視覚芸術でありながらその周辺を巡って鑑賞する彫刻に対し、絵画は静止し
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7/1
7

sun

8

▲
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mon

を見た。OHPを用い、光で空間に落書きするかのようなペインティングから、カ

かわだ あやこ／兵庫県立美術館学芸員●兵庫県美で毎年恒例の触って楽しむ展覧会、
「美術の中
のかたち」展の副担当として準備を進めています。今年は立体作品だけでなく、何と平面作品が出品
されるかも…という絵画つながりの新展開もお楽しみに！

7/31
9
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［明倫WS］京極朋彦ダンス企画「ストレッチとボディワーク」
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sun

15

mon
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tue
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京都芸術センター×京都市立芸術大学 アーティスト・イン・
レジデンス プログラム 2013 パイアス・チェン コンサート

［明倫WS］正直者の会「声に出して読んでみる」
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25

thu

26
fri

トラディショナル・シアター・トレーニング 2013
（T.T.T.）ワークショップ

［明倫WS］劇団しようよ「
『アンネの日記だけでは』
あなたに公開稽古」
［明倫WS］MuDA「MuDAエブリデイダンス教室
〈summer編〉
」

27

sat

28

sun

29

mon

30

tue

31

wed

夏休み企画展『dreamscape─うたかたの扉』
［関連企画］公開制作

第316回 市民寄席

［明倫WS］ヨーロッパ企画「俳優ワークショップ」

［共催］ミリアム・グルフィック
ダンスパフォーマンス『Breathing Monster』

Performance “re:framing” vol.4 −藤田陽介× イガキアキコ× 仙石彬人
（京都芸術センター北館スロープ、4月28日）

素謡の会・関連企画
「観能ツアー
《花筐》
《山姥》
」
明倫茶会
｢書とレモネードは宇宙の奇跡か｣
『home sweet home』

［共催］いけばなワークショップ「カドー」

（6/14−7/14）
［共催］
『景 風 趣 情―自在の手付き―』

［共催］
『Breathing Monster』
［関連企画］
講演会「ミリアム・グルフィックとカスパー・トプリッツのダンスと音楽」
［共催］
『Breathing Monster』
［関連企画］
ヨガ・ワークショップ
［共催］演劇ユニットてがみ座 第8回公演
『空のハモニカ―わたしがみすゞだった頃のこと―』

［共催］
『景 風 趣 情―自在の手付き―』
［関連企画］
クロージングイベント「インスタレーションを演奏するような」

特別開館日

（10:00−17:00）

臨時休館日
図書室休室日：7月31日（水）

3
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home sweet home
5

（左）
photo: bobu
（右）photo: Clara Molden

月からプレ事業が始動している今年のKYOTO

スのアーティスト・ユニット
「Subject to̲change」

参加者ひとりひとりが当事者となり、家族について、

EXPERIMENT。日本国内のみならず、海外か

による参加型アートプロジェクト。2006年にスター

自分たちの住む街について新たな視点から捉え直

らも先鋭的な舞台芸術作品を招聘し、毎年秋の京

トし、これまでにイギリスのみならずカナダやアメ

す機会となるかもしれません。ご家族と、ご友人と、

都の舞台芸術シーンを賑わ せている本フェスティ

リカなどでも実施され、様々なフェスティバルや劇

またはおひとりでもぜひご参加ください！

バルですが、2012年度からは舞台芸術の未来を

場、アートセンターとコラボレーションを行ってきま

担う子どもたちに向けたプログラムを開始していま

した。日本では横浜（2011年2月／BankART NYK）、伊

子どもから大人まで、さまざまな方にお楽しみいただける

す。2012年度は京都の劇団「地点」による演劇作品

丹（2011年11月／AI・HALL）に続き、3回目の開催とな

『home sweet home』は、夏休みにぴったりの企画！ぜひ

『はだかの王様』を上演、多くの子どもたちに現代

ります。会場となるのは、参加者の暮らす街「京都」

の舞台芸術を実際に体験してもらう機会を創ること

の地図が描かれた大きなキャンバス。受付で購入し

ができました。2013年度はフェスティバル開催前の

た自分だけの「家」
を自由にデコレーションして、自

プレ事業として、参加型アートプロジェクト
『home

分たちの「街」
を作り上げていきます。
「街」が育つに

sweet home』
を開催します。
「京都」の地図を会場

つれ、提示板・郵便・ローカルラジオ局など、住人に

となる京都芸術センター講堂にトレースし、参加者

様々なサービスが提供されるようになります。最終

が自ら建てた「家」によって、オリジナルの「街」
を作

日には「家」
を購入した住人が集まってパーティーを

り、コミュニティを生みだすプロジェクトです。
『home sweet home』(懐かしい我が家)は、イギリ

し、このユニークな
「街」の完成を祝います。自分だ
けの家を建て、住みやすい街づくりを目指すことで、

『home sweet home』
の楽しみ方
１. 不動産屋（受付）で地図を見ながら自分の好き
な「家」を購入。鍵を受け取り、契約書にサイ
（
「家」
は100円〜）
ン。

皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。ポストマンや市会
議員、DJには京都芸術センターの制作室を使用しているアー

２. いざ、劇場のなかの「街」へ！ 自分の購入した
「家」
はどこかな？
３. 真っ白な家に折り紙やビーズなどで自由に
デコレーションをし、自分だけのオリジナルな

ティストも登場します。
川崎陽子（アート・コーディネーター）

「家」
を建てます。
４. 近所に
「家」
が並び始めたら、街づくりのスター
ト！ コミュニティ掲示板に貼紙したり、ラジオ

『home sweet home』

局に曲をリクエストしたりすることができます。

日時：7月26日（金）13:00−20:00
27日（土）11:00−20:00
28日（日）11:00−16:00

ポストマンも手紙を配達してくれます。
５. 最終日（28日）には、この特別な街の完成を祝う
「ストリート・パーティー」
を開催！

※16:00よりストリートパーティー開催
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください。

TOP IC 03
夏休み企画展『dreamscape―うたかたの扉』

ワークショップ参加者、
大募集！
夏

休みには、
〈いつも〉
と違う何かが待っている。
今年度の夏休み企画展『dreamscape―うた

松澤有子「なぞの植物：あったらいいなの芽」参考画像

大西康明「結晶を使って作ってみよう」参考画像

また、大西康明を講師として
「結晶をつかって作っ
てみよう」のワークショップを8月20日に行います。こ

通学路から見えていた、まだ通ったことのない道や、開けたこ
とのない引出し、誰もいない教室…夏休みは、
〈いつも〉
のとな

かたの扉』
では、夏休み＝“非日常の世界への扉が開

の日には、よく知っているものたちに、空中で花が咲

く特別な期間”として、大西康明、松澤有子の2人の

くように成長する白い結晶を発生させ、まだ見たこと

作家が表現する
「日常の一歩先にある
〈もう一つの世

のない新しい〈モノ〉
を作ります。雪のように真っ白で

きっと隠されています。夏が終わるころ、泡となって消えてしまう

界〉」
を展覧します。

繊細な結晶が花開いていく様子をみんなで観察して

かもしれないこの
「うたかたの扉」
の向こうへ、子どもから大人ま

展覧会の関連企画として、本展出展作家を講師に

みましょう。これから何かが起こりそうな、不思議な

迎えたワークショップを開催します。まず8月4日に

白い風景が広がっていきます。この、はかない美しさ

は、松澤有子による
「なぞの植物：あったらいいな

はまさに
「うたかた」
のもの。またとない特別な体験と

の芽」。
「元・明倫小学校であったこの場所、この教

なるでしょう。

室から沢山の子どもたちが羽ばたき、それぞれの人

このほか、KAC Performing Arts Program /

生を送っています。学校とは、そんな沢山の可能性

Contemporary Danceとのコラボレーション企画とし

や夢が育まれる場所です」
と語る松澤は、参加者が

て、舞台照明デザインの考え方を実践してみる
「想像・

りにあるけれど、まだ知らない世界への扉が開くとき。夏休み
だからこそ出会える
〈モノ〉
や
〈コト〉
のヒントが、この展覧会には

で、いろんな方々に思いを馳せていただければ、と思います。
藤田瑞穂（アート・コーディネーター）

大西康明（おおにし・やすあき）
2001年筑波大学芸術専門学群卒業、2004年京都市立芸術
大学大学院美術研究科修了。日常的な素材を用いながら、
目に見えない現象や気配をとらえて造形化させた作品群を
制作。近年は、何らかの
〈かたち〉
を模った半透明のシートを
黒い接着剤によって吊り下げるという手法での作品を多く手
がけてきた。国内のみならず海外でも精力的に展覧会を行っ
ている。主な展覧会としてグループ展
『agorà ‒Miniartextil』
（Villa Olmo、イタリア、2012年）、個展
（ Wifrid
『Inner Space』
Israel Museum、イスラエル、2012年）
、グループ展
『世界制作の

展覧会 夏休み企画展
『dreamscape─うたかたの扉』
会期：8月3日（土）
−9月16日（月・祝）
10:00−20:00 ※会期中無休・入場無料
ワークショップ①
「なぞの植物：あったらいいなの芽」

（国立国際美術館、2011年）
（愛知県美
方法』
、個展
『体積の裏側』
術館、2011年）
など。

http://onys.net/

松澤有子（まつざわ・ゆうこ）
シドニー大学大学院芸術学部修士課程修了。その土地の風

真っ白の葉脈の葉に思い思いに絵を描き、ふたばを

変換・連想ゲーム 〜五感で遊ぶ照明ワークショップ」

日時：8月4日（日）14:00−16:00

土や場所の性質を活かし、まるでその場に生命が宿ったか

作るワークショップを提案しています。今まだ芽を出

を実施します。この3つのワークショップによって、目の

KAC Performing Arts Program / Contemporary

のように非日常空間を生み出すインスタレーションを各地で

したばかりの新芽である子どもたち、そして、
「元・

前に見えていたはずの空間が、
どんな形に変わってい

Dance×夏休み企画

新芽」であった大人たちも、学校特有のにおいや、

くのか。子どもたちにとって、そしてもちろん大人たち

空気の力を借りて、かつて、子どもだったときの感

も、夏休みだけの特別な世界に出会えるはずです。

覚を取り戻しながら、
「なぞの植物」
を皆で作ってい

それぞれの作家が表現する世界から
「想像のヒン

きます。それぞれの芽はどんな花が咲き、どんな実

ト」
をもらって、
〈もう一つの世界〉への扉、開けてみ

がなるのでしょうか。

ませんか。

「想像・変換・連想ゲーム 〜五感で遊ぶ照明ワークショップ」
日時：8月10日（土）14:00−16:00
ワークショップ②「結晶をつかって作ってみよう」
日時：8月20日（火）14:00−16:00
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください。

制作。
「制作はいつもその土地、その空間、そこに存在する
時間や記憶に寄り添うことからはじまります。そして作品は、
そこからさらに紡いでゆこうとする過程の積極的な残像で
（徳島LEDアートフェスティ
す」
と語る。主な展覧会に、
「つづく」
バル、2012年、2013年）、
（黄金町バザール、横浜、
「ひかりを仰ぐ」
2011年）
（中之条ビエンナーレ、2011年）
、
「来訪」
など。

http://yukomatsuzawa.com/

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・
……… 10:00−20:00
談話室・チケット窓口
○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：@Kyoto̲artcenter
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