
京都から世界へ―舞台芸術の「実験」を実践するフェスティバル、9月に開幕。

TO P I C  01

は、と考えています。これまでアートの「フェスティ
バル」は博覧会のように作品をたくさん並べる、と
いうやり方が多かったと思いますが、その方法で
は作品が消費されるだけになりがちです。このフェ
スティバルでは、アーティストに焦点をあて、その
作品創りをサポートすることで、作品が生まれてく
る土壌をより豊かにすることを考えています。

─今年のプログラムは昨年と比べて演劇が多
いことも特徴的ですね。

それも見どころのひとつです。海外の演劇作品
を紹介する時には、言葉が違うので理解するのに
骨が折れることもありますが、これだけグローバル
化された時代においては、逆に異なる文化的背景
を持つ人との「違い」に意識的になることが大切な
のではと思います。相手を理解するためには、その
人のバックグラウンドをきちんと知らなければいけ
ない。そのためには、言葉を使った表現に今一度、
向き合うことが必要だと思っています。単に外国語
だから意味が分かる／分からないということだけで
なく、言葉の響きと身体の関わりの違いや、その言
語の構造だからこそ出てくる考え方の違いに気付
くこともありますよね。翻訳されているからすべて
が分かるということではない。そういったことを観
客の皆さんとも共有できたらと思っています。

そこで、今年上演するShe	 She	 Popやロラ・
アリアスといった海外カンパニーの作品テーマは
「歴史」という比較的入りやすいものにしました。
ストーリー自体は歴史を知っていれば追いやすい
ものなので、筋を理解することだけでなく、自身
の母語を使うパフォーマーの身体性を含めた感受
性や考え方を感じてもらえたらと思います。

─毎年、橋本さんが選ばれたプログラムから
その年の特徴やテーマが浮かび上がってくるよ
うに思います。プログラミングはどのようにされ
ていますか。

新作が多いので先にテーマを設定することが
難しいのですが、どういうタイミングでどの作家を
この京都で紹介するのが時代にフィットするのか、
ということは常に考えています。その中で、プログ
ラムの核になるアーティストが何人か決まってくる
と、それに合わせて全体が決まるという感じです。
KYOTO	EXPERIMENTは京都で初めての国際舞
台芸術祭として始まったので、今回も含めた4回
は京都で行うべきプログラミングの方向性をいろ
いろと試してきました。京都では馴染みのない作
品をどうやったら多くの観客に見てもらうことがで
きるか、紹介の切り口をいくつも提案してきて、成
果が出てきていると感じます。演劇やコンテンポラ

リーダンスのファンのみならず、幅広い層の観客
が積極的に足を運んでくれています。また、「京都
発」の作品に関心を持ってくれる国外のプレゼン
ターも増えていて、今年はたくさん見に来てくれる
予定です。今後は、このフェスティバルを開催して
いくことにより、京都の劇場文化をより充実させて
いくことにつなげていきたいですね。1日に何演目
も上演するフェスティバルという形式だからこそ、
お客さん同士の交流が生まれたり、ミーティング
ポイントでの出会いがあったりと、貢献できる部分
が大きいと感じます。また、今年も「舞台芸術コー
ディネーター育成事業」をプレ企画として開催した
ように、次世代を担うコーディネーターの育成にも
力を入れていきたいと考えています。

（聞き手：アートコーディネーター　川崎陽子）

※プログラム詳細はP4をご覧ください。

─今年のプログラムの見どころについてお聞
かせください。

京都で創られた作品が多いことがひとつ挙げら
れます。演劇カンパニーのチェルフィッチュは今回
上演する『地面と床』世界初演直前の今年5月に、
京都芸術センターで滞在制作と公開リハーサルを
行い、作品を仕上げました。マルセロ・エヴェリン
は2011年にも参加しましたが、今回上演する作品
のため、昨年2012年のフェスティバル期間中、1ヵ
月間京都で滞在制作を行いました。この作品には
日本で出会ったダンサーが2名出演しています。ビ
リー・カウィーも昨年に続いての参加となります
が、今回発表する新作は昨年の滞在中に京都のダ
ンサーと創作に取り組んだものです。東京を拠点
とするダンスカンパニー、Baobabもこの8月、京都
芸術センターで新作の創作を行っています。池田
亮司さんや高嶺格さんの作品も、京都で創るとい
う形ではありませんがKYOTO	EXPERIMENTとの
共同製作として作品を発表します。
このように、さまざまな形で作品制作をKYOTO	
EXPERIMENTがサポートすることによって、必ず
しも京都を拠点とするアーティストに限らず、国内
の他都市や国外で活動するアーティストにも「京
都発」作品を発表してもらうことで、世界に評価さ
れるような作品を生み出していくことができるので

今年で4回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭。

国内外から最先端の舞台芸術を紹介するフェスティバルの開幕に先がけて、プログラム・ディレクターの橋本裕介氏に聞きました。

橋本裕介  はしもと・ゆうすけ

舞台芸術プロデューサー。合同会社橋本裕介事務所代表。
京都大学在学中より演劇活動を開始。2003年橋本制作事務
所（現合同会社橋本裕介事務所）を設立、京都を拠点として、
現代演劇、コンテンポラリー・ダンスのアーティストのマネー
ジメント、公演の制作業務を展開する。この他、京都芸術セ
ンター事業「演劇計画」の企画・運営を皮きりに、さまざまな劇
場、機関、施設と連携した企画を展開するなど、演劇・ダンス
に関わる多彩なプロジェクトを手掛けている。2010年からは
KYOTO	EXPERIMENT	京都国際舞台芸術祭のプログラム・
ディレクターを務める。

今年のKYOTO	EXPERIMENTでは、京都でしか見るこ
とのできない作品がたくさん上演されます！フリンジ企
画も審査なしで登録できる「オープンエントリー作品」と
演出家羽鳥嘉郎ディレクションによる「使えるプログラ
ム」の2つが開催され、フェスティバル期間中は毎日何
かを見ることができます。関西圏以外の地域にお住ま
いの方も、この秋はぜひ京都へ！京都芸術センターも
1ヵ月間、賑やかになりそうです。

チェルフィッチュ『地面と床』　photo:	Kamel	Moussa

マルセロ・エヴェリン　ワークインプログレス公演（2012）エキストラオーディションの様子
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各種イベント申込方法 （別途記載のあるもの、共催事業、制作支援事業は除く）
催し名・住所・氏名・電話番号を添えて、ウェブサイト申込フォーム、
TEL、FAXで事前にお申込ください。チケット窓口でも受け付けます。
※　印の公演は、京都芸術センター友の会のご招待券・ご優待割引対象公演です。
　（制作支援事業は京都芸術センターチケット窓口取扱公演のみご優待。共催事業はご優待対象外）
　その他、友の会特典詳細についてはウェブサイトをご覧ください。
※各種学生料金は要証明書呈示。

展覧会

夏休み企画展
『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。
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
会場：	ギャラリー北・南	ほか
出展作家：大西康明、松澤有子

［関連企画］
〈インスタレーション〉をめぐるシンポジウム
日時：	9月16日（月・祝）14:00－16:00
会場：	講堂
パネリスト：加須屋明子（京都市立芸術大学准教
授）、鞍田崇（総合地球環境学研究所特任准教授）、
原久子（大阪電気通信大学教授）、大西康明、松
澤有子（本展出展作家）
※事前申込不要・入場無料

KYOTO	EXPERIMENT	京都国際舞台
芸術祭2013期間中の展覧会について
はP4をご覧ください。

伝統

第317回市民寄席
日時：	9月3日（火）開場18:30	開演19:00
会場：	講堂
出演：	桂小鯛	 「二人ぐせ」
	 林家染雀	 「宗論」				
	 笑福亭学光	「夢八」				
	 桂福団治	 「藪入り」	（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：
430-488）にて販売中。

素謡の会「ようこそ、観阿弥さん」
第2回 《自

じ
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日時：	9月12日（木）開場18:30	開演19:00
会場：	大広間
出演：	味方玄、林宗一郎、田茂井廣道、島田洋海
料金：	前売1,500円／当日1,800円

五感で感じる和の文化事業 
月イチ☆古典芸能シリーズ 第3回

「三味線ってなに？ 〜製作過程を知る〜」
月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企画。三
味線の製作過程を紹介した展示や、京都の老舗三
絃店三代目、今井善一氏による三味線づくりの実
演とレクチャーを行い、三味線の魅力に迫ります。

［三味線ってなに？ 展覧会］
会期：	9月5日（木）－14日（土）
	 10:00－20:00	※会期中無休・入場無料
会場：	フリースペース

［レクチャー＆実演］
日時：	9月7日（土）14:00－15:30（予定）
会場：	フリースペース
講師：	今井善一（今井三絃店三代目）
	 野中智史（三味線職人）　
聞き手：竹内有一（京都市立芸術大学日本伝統音

楽研究センター准教授）

料金：	無料
定員：	30名（要事前申込）

［モスクワ公演へ向けての公開稽古〜歌舞伎囃子〜］
日時：	9月11日（水）13:00－14:00
会場：	フリースペース
講師：	杵屋浩基、杵屋寿哉
※事前申込不要・入場無料

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）

悪い芝居 「もっと音を感じてみよう！」
過去に悪い芝居が公演で使用した台本や、
座付き音楽家、岡田太郎のオリジナル楽曲を
用いて「音」が身体に与える力について探りま
す。身近な音の力を感じよう！
日時：	8月31日（土）13:00－14:30
会場：	制作室8
定員：	8名

京都フィロムジカ管弦楽団
「アンサンブルコンサート」
いつもは大人数で演奏会をするオーケストラ

ですが、今回のワークショップでは、少人数
のアンサンブルをお届けします。身近に生演
奏を感じていただけます。
日時：	9月1日（日）13:00－14:00
会場：	制作室12
定員：	20名

壁ノ花団 「あて書きしてみる。」
あて書きとは、特定の俳優が演じるのを前提
に演劇の台本を書くことです。東西の名画
や、映画の有名なシーンを使って、その登場
人物たちにセリフをつけて楽しみましょう。
日時：	9月1日（日）13:00－15:00
会場：	制作室4
定員：	５名
※筆記用具をお持ちください。

イッパイアンテナ
「短編コメディを作ってみましょう」
京都で活動する劇団「イッパイアンテナ」のワー
クショップです。参加者のみなさんとテキストを
中心に短いお芝居を作ります。身構えはいっさ
い不要です。会話の間、動き方などを体験しな
がら、コメディについて一緒に考えてみましょう！
日時：	9月5日（木）19:00－21:00
会場：	制作室8
定員：	15名
※動きやすい服装でご参加ください。

てんこもり堂 「シェイクスピアを旅する」
「シェイクスピア」作品を旅するように楽しむワー
クショップ。2010年より開始し、10回目となる
今回は『お気に召すまま』がテーマです。セリフ
を声に出して読むことで、その面白さを知りな
がら、心と身体をリフレッシュしてみませんか？
「人生は舞台、人は皆役者」（「お気に召すまま」よ
り抜粋）

日時：	9月16日（月・祝）14:00－18:00
会場：	ミーティングルーム2
定員：	10名
対象：	シェイクスピアに少しでも興味のある方
※動きやすい服装でご参加ください。

K.I.T. 「ものづくりの場（3）
〜地中にふれる〜」
創造はコミュニケーションから。一緒に身体
を動かしたり、簡単なゲームをしながら、創造
的現場への第一歩を体験してみませんか。そ
して、11月上演予定の『地中』（脚本：角ひろみ）
にも少し触れてみませんか。
（ファシリテーター：柏木俊彦）

日時：	9月21日（土）14:00－17:00
会場：	制作室4
定員：	10名
※動きやすい服装でご参加ください。
※「ものづくりの場(1)(2)～地中にふれる～」に参加の有
無は問いません。

大西由希子 「バリ舞踊の根っこで踊る」
きらきらピカピカしたバリ舞踊ではない、「踊りの手
前」のようなところで遊びたいと思います。一緒に遊
んで下さる方、お待ちしています。裸足で踊ります。
日時：	10月2日（水）19:30－21:00
会場：	制作室8
定員：	10名
※動きやすい服装でご参加ください。

共催事業

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：	9月1日（日）14:00－16:00
会場：	和室「明倫」
※2014年3月に発表会を予定しています。

料金：	500円（茶菓・テープ付）
持ち物：着物、足袋
申込方法：参加者の氏名、学年、連絡先を記入
の上電話、FAX、E-mailにて申込。（先着順20名）
※申込締切は各回、開催日の１週間前まで。

主催・問合せ：京の狸囃子実行委員会
　TEL：075-221-4258　
　FAX：075-221-4573
　E-mail：taiken_entry@fujikage.jp

京都こども能楽囃子教室
プロの能楽囃子方が小中学生を対象に能楽
囃子の教室を開講いたします。
日時：	9月15日（日）、10月26日（土）、11月16

日（土）、12月15日（日）、2014年1月12
日（日）、2月9日（日）、3月9日（日）

時間：	18:00－19:00（小鼓・大鼓教室）
	 19:00－20:00（笛・太鼓教室）
会場：	ミーティングルーム1・2、和室「明倫」
対象：	小学１年生から中学3年生まで
料金：	1回1,000円　全7回通し6,000円
定員：	笛、小鼓、大鼓、太鼓	それぞれ先着10名
	 	 ※申込締切は各回、開催日の前日まで。

主催・問合せ：一般社団法人京都能楽囃子方同明会
　E-mail：kyoshitsu@noh-doumeikai.com

紬の会
能楽師、片山伸吾をナビゲーターとし、異分
野のゲストのお話を通して、伝統芸能や芸術
の意義や継承、未来を探ります。
日時：	9月18日（水）19:00－21:00
会場：	和室「明倫」
ゲスト：七代目山中源兵衛（錫師）
料金：1,500円
主催：	花習塾・紬の会事務局
　E-mail：tsumugi@kashu-juku.com

制作支援事業

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

悪い芝居 vol.15 『春よ行くな』
［大阪公演］
日時：	8月22日（木）19:30◆

23日（金）19:30◆
24日（土）13:30／18:30☆
25日（日）13:30／18:30☆
26日（月）14:00☆／19:30
27日（火）19:00
◆早期観劇割引（一般のみ500円引）
☆アフターライブあり

会場：	in→dependent	theatre	2nd（大阪市浪速区）
［東京公演］
日時：	9月11日（水）－17日（火）
※日程詳細は悪い芝居ウェブサイトをご覧ください。

会場：	駅前劇場（東京都世田谷区）
料金：	一般前売3,000円／当日3,500円
	 学生前売2,000円／当日2,500円
	 	 ※その他各種割引あり

問合せ：悪い芝居
　TEL：090-3941-1481
　E-mail：	info@waruishibai.jp
　WEB：http://waruishibai.jp

ヨーロッパ企画 第32回公演
『建てましにつぐ建てましポルカ』
［京都公演］
日時：	9月5日（木）19:00

6日（金）19:00
7日（土）13:00／18:00★
8日（日）13:00

	 	 ★終演後、出演者による「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3,000円／当日3,500円
	 学生シート（前売のみ）2,500円
問合せ：サウンドクリエーター	
　TEL：06-6357-4400（平日12:00－19:00）

［大阪公演］
日時：	9月28日（土）13:00／18:00★

29日（日）13:00
	 	 ★終演後、出演者による「おまけトークショー」あり。

会場：	シアターBRAVA!（大阪市中央区）
料金：	一般前売4,000円／当日4,500円
	 学生シート（前売のみ）3,500円
問合せ：シアターBRAVA!
　TEL：06-6946-2260（10:00－18:00）
※その他地方の公演についてはヨーロッパ企画ウェブサ
イトをご覧ください。

寺田みさこ振付作品 『アリア』
「ひとり暮らしの部屋」といったプライベート空
間を設定し、ダンサーが次 と々繰り出すソロ
ダンスをベースに舞台を構成します。
日時：	9月7日（土）19:00

8日（日）13:00／17:00★
	 	 ★ポストパフォーマンストークあり。

会場：	AI・HALL（伊丹市）
料金：	一般前売3,000円／当日3,300円
	 学生＆ユース（25歳以下）2,000円（前売のみ）
問合せ：AI・HALL
　TEL：072-782-2000　
　E-mail：info@aihall.com
　WEB：http://www.aihall.com/

壁ノ花団 『ザサン』
日時：	9月12日（木）19:30

13日（金）19:30
14日（土）18:30☆
15日（日）18:30

	 	 ☆終演後、リーディングイベントを実施。

会場：	元・立誠小学校講堂（中京区）
料金：	一般前売3,000円／当日3,200円
	 	 ※その他各種割引あり

問合せ：キューカンバー
　TEL：075-525-2195
　WEB：http://kabenohanadan.com

北九州芸術劇場 ダンスダイブ2013
〜ダンスダイブウィーク「ショーケース」〜
セレノグラフィカ『鰭と脚の狂

ラプソディー

騒曲』
十人十色のダンスを、十人十色の楽しみ方
で届ける北九州芸術劇場のダンスプロジェク
ト。セレノグラフィカが北九州で踊ります。
日時：	9月23日（月・祝）開演14:00
会場：	北九州芸術劇場	小劇場（北九州市）
料金：	一般2,000円／ユース（24歳以下）1,000円
	 	 ※当日券は500円増。
	 	 ※その他セット券など各種割引あり。

問合せ：北九州芸術劇場		
　TEL：093-562-2588
　E-mail：kitagei@kicpac.org
　WEB：www.kitakyushu-performingartscenter.or.jp

第232回 市民狂言会
日時：	12月6日（金）
	 開場18:30	開演19:00
演目：	栗

くり

焼
やき

、因
いな

幡
ば

堂
どう

、月
つき

見
み

座
ざ

頭
とう

、膏
こう

薬
やく

煉
ねり

出演：	茂山千五郎、七五三、正邦ほか
会場：	京都観世会館（左京区）
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：	431-314）
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術センターに
て販売。

※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

第29期 制作室使用者募集
芸術家（団体）の活発な創作活動を支援す
るため、造形および舞台芸術作品の制作
を行う「制作室」（全12室）を提供します。
使用期間：2014年4月1日（火）

－2015年3月31日（火）
応募期間：9月1日（日）－30日（月）〔必着〕
使用料：無料
条件：
・	1申請につき使用期間は最大3ヶ月
・	新しい芸術表現を試み、継続的な活動
を展開していること。

・	制作した作品を京都芸術センター以外の
場で発表する具体的な計画があること。

・	市民との交流に対して意欲的であること。
※その他詳細は募集要項をご覧ください。

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）。

Dance 4 All
コミュニティダンスフェスティバル 参加作品募集

　京都芸術センターでは2009年度より、コミュニティダンス企画「Dance	4	All」
を毎年実施してきました。当初は、参加者の年齢層を「こども」「わかもの」「おか
ん」「おやじ」の4グループに分け、京都芸術センターの全館を使って発表公演を
行ったことから「D

ダンス

ance	 4
フォー

	A
オール

ll」と名づけられた本企画。その名の通り、赤ちゃ
んから子ども、大人、シニアまで、全ての世代の方々にご参加いただいてきまし
た。さまざまなバックグラウンドを持つ人々が集い、1年に1回、リハーサルを重
ねてひとつの公演を創り上げるという、京都芸術センターを舞台にした「ダンス」
から、さまざまな出会いが生み出されてきました。
　今年度、本企画が5年目を迎えるにあたり、地域文化としてのダンスの可能
性をより拓いていくことを目的に「コミュニティダンスフェスティバル」を開催しま
す。京都芸術センターでリハーサルを重ねて発表するコミュニティダンス作品公
演、さまざまなテーマを設定するセミナーやミーティングに加え、全国のコミュニ
ティダンスグループによる作品を公募します。人とつながり、踊る楽しみを体感
している全国のコミュニティダンサーたちが京都に集結し、他地域の作品や事例
に出会うことで、互いに新たな刺激やアイデアを与え合うような機会になるので
はないでしょうか。そのことが、それぞれの地域におけるコミュニティダンスの今
後のさらなる展開につながっていくかもしれません。さまざまな地域の皆様から
のご応募をお待ちしています！

フェスティバル開催日程：2014年2月22日（土）、23日（日）
※2月21日（金）に前夜祭を予定

公募作品発表会場：京都芸術センター各所（フリースペース、ミーティングルーム2	ほか）

締切：	10月31日（木）〔当日消印有効〕
※選考の上、11月中旬に結果発表予定

募集作品数：30分程度の作品	6作品程度
条件：
・	１グループにつき5名までの交通費・宿泊費2泊分を支給（実費）
・	上演作品をナビゲートするアーティスト、またはそれに順ずる者1名がグループ
に同行すること（アーティスト謝礼・宿泊・交通費等として、1グループにつき5万円支給）

・	作品上演に必要な会場設営、技術コーディネートは事前に上演プランを確認
の上、京都芸術センター側で行います

Dance	4	All	2012	発表公演	『ひとつの明るい建物』　撮影：草本利枝

※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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アール・ブリュットといわれる作品と、第一線で活躍す

るアーティストの作品を共に展示する活動を行うボーダ

レス・アートミュージアムNO-MAで、「対話」をテーマに

した展覧会が開催された。本展で出会った作品から、制

作行為とそれを観客に届ける展示行為について、アー

ル・ブリュット作品とアーティストの作品との共通点／相

違点という観点から考察してみたい。

出品作家の一人、坂本三次郎は、長年暮らす施設の敷

地内を舞台に拾った木の枝や小石、野菜などを用いて、地

面に「枠」を作り出す行為を一日中繰り返している。この「制

作」は施設の職員や利用者から様々に解釈されているが、

坂本の動機や意図を明確に知る者はいない。身のまわり

の物を介して自らが属する場を黙 と々確認する作業のよう

でもあり、ゆるやかに自分の領域を形成する作業のようで

もある。今回の展覧会では、このような坂本の行為を施設

職員が写真と映像を用いて記録したものを提示している。

また、新屋喜生の《粘土太鼓》は、彼自身が桴
ばち

を手に

粘土を叩いて音を楽しむ映像と、その痕跡として「成形」

された粘土を焼いたものとを展示している。白い展示台

の上にリズミカルに配された焼き粘土たちは一群の彫

刻作品となり、音源という元々の機能を超えて新たな生

命を与えられているといえる。そして新屋の場合も、や

築200年の古民家で、100年前のドイツ表現主義演劇を

見る。人里離れたとまでは言えないが、駅からほどほど離

れて喧騒を忘れるには十分。猪名川を挟んで五月山が見

える。雨があがって靄がかかっている。ちょっとした旅行

に来た気分。引き戸を開けて土間に入ると左手に「舞台」

がある。見上げると天井は吹き抜けで、薄暗い中に黒 と々

した梁が存在感を示している。

ゲオルク・カイザー作『朝から夜中まで』は1917年の初

演以来、各地で上演が重ねられてきた。日本では1924年

に築地小劇場の舞台に掛けられ、村山知義の斬新な舞台

美術とともに近代日本演劇史にも名を残している。1921

年には映画化もされた。もちろんサイレントである。今回

のパフォーマンスはこの映画版からの逆輸入で、サイレ

ント形式を採用、つまりピアノ伴奏による無言劇仕立てに

なっている。舞台の色彩も全体的にモノトーンである。

主人公は銀行の窓口を担当する男。この男が、タイト

ルのとおりたった一日で転落する様を描く。ある日の朝、

男は若い女に誘惑されて銀行の金を盗み出す。それがす

べての始まり。金に物を言わせて肉欲に溺れる。虚しくな

るまで踊り続ける。そして夜になって教会にたどり着く。と

うとう金を手放して神に祈りを捧げるが、警官に追い詰め

られて事切れる。その最期の姿が磔にされたキリストそっ

くりで、皮肉な余韻が残る。

このように大体映画版通りのプロットだが、思い切って

枝葉を切り落とし、よりシンプルに構成し直しているとこ

ろが好印象だ。上演場所はいわゆる劇場ではない。照明

設備は満足ではないし、舞台装置も自ずと限定される。そ

日本のGSなどと同様に60～70年代に東南アジア各国で盛んに奏でられてい

たサイケなガレージ・ロックやファンキー歌謡の編集盤に、ダブケと呼ばれる中

東の伝統的なラインダンス音楽をローカル臭ムンムンのまま今に継承した音楽性

で世界的な話題を集め、近年にはビョークとも共演するに至ったシリアの怪人＝

オマール・スレイマンなど…。2000年代に入って従来の“ワールド・ミュージック”

とは一線を画する観点でアジア、アフリカ、中東、南米などから発掘した刺激的

な音源を次 と々発表してきた、米国シアトルを拠点とする［サブライム・フリクエン

はり彼の行為を記録し、粘土を焼いて提示する一連の作

業は、彼の周囲の人びとによってなされている。

アール・ブリュットの作家の中には、自らの形成したも

のが展示され、不特定多数の観客に提示されることを想

定していない者も多い。その作品は彼らの生活に根付

き、自らとの対話の結果生み出されると考えられる。そ

れ故、それが作品と呼ばれるものなのか、どの段階でそ

うなのかという判断はそれを受容する側に委ねられるこ

とになる。上に記した両名の作品は、本展の出品作の中

でもその傾向がとりわけ顕著である。そして、彼らの作

品の提示方法、つまり、移りゆく事物を映像や写真で記

録する（坂本）、あるいはパフォーマンスの記録と、その痕

跡を提示する（新屋）というのは、20世紀以降のアートの

文脈で多用されてきた方法である。

アートの文脈で作家の意識を持って活動する多くの人

間は、自分の作品が提示される形式や状況に非常に意識

的である。これらは作品の内容でもあり、アートの歴史は

作品を他者に届ける展示の方法を様々に展開させてきた。

その中で、上述したような記録や痕跡の提示という方法も

採用されたわけであるが、これはそもそもアートの文脈が

日常生活や学術研究など他領域から借用したものである。

坂本と新屋の展示では、改めて元々の意味での「記

録」や「痕跡」としてこの方法が用いられている。そこでは、

作品の意図が聞きとりやすいように切りつめられた展示

方法とは異なり、自ら茂みの中に分け入り、かすかな声を

聞きとる観客の側の力を試されているように思われた。

んな環境では物語を丁寧に描くよりも、骨組みだけを示し

てあとは観客に肉付けさせる方がいい。柳下美恵のピア

ノ伴奏がムードを作りそれを助ける。

登場人物も減らして、鍵となる人物だけが升田学と板

倉芽来実の二人によって演じられる。升田は銀行員、板

倉は彼を惑わす女を演じる。それ以外の人物、たとえば

資本家や踊り子については、グロスの諷刺画から飛び出

したような等身大パネルで表される。表現主義映画らしい

歪みや誇張を備えていてしっくりくる。

映画版にせよ元々の戯曲にせよ、作品の肝となるのが

ドクロの表現である。男が見る幻覚であり、彼の行く末を

暗示するものとして要所に現れる。ところが今回の作品で

はドクロは出てこなかった。その代わりに、蝙蝠のように

吊り下げられたいくつもの札束が、彼の運命を的確に表

していた。梁の陰から男を窺う不吉な蝙蝠＝札束の群。会

場の空間を取り込んだ巧いやり方だ。

ワンドリンク付きの休憩を挟んで小一時間。客席も腰掛

けが数十あるばかりの小空間。ごく小さなイベントだった

けれど、中心街からそれこそ"離れ"たところで、さらりと

上演されているのがおもしろい。表に出ればすっかり日の

落ちた空に山影が見える。雑踏まではまだ遠い。余韻を

味わいながら会場を後にした。 （15日19:30観劇）

シーズ］。今回に初来日したマーク・ジャーギスは、元サン・シティ・ガールズのア

ラン・ビショップとともにこのレーベルの主要な作品に関わってきた中心人物で

ある。会場となった塩屋の旧グッゲンハイム邸には、関西で彼の動きとリンクする

クセの強い異国の音に精通したDJや音楽家、レーベル主宰者なども数多く出演

し、容赦なく未知の音が飛び交う濃密な1日となった。

オープニングから、京都を拠点に韓国の80～90年代のシティ・ポップ的な音源

を“コレアリック”と称してDJプレイするBACON	Crewが独自の選曲で昼下がりの

塩屋の洋館を異世界に変えると、続いては30年以上にわたって東南アジアの音

楽に精通してきた大阪・心斎橋の名レコード店＝プランテーションの店主、popo

のトランペット奏者と泊のギタリストによる特別ユニットである“お気楽アジア音

楽寄港”が登場。生演奏も挟みながらインドネシアやマレーシアなどのレトロな名

作を、カセットテープやアナログ・レコードで軽妙に紹介していった。

大阪を拠点に世界中からレアな音源を発掘して再発し続けるEMレコードの主

宰者である江村幸紀と岸野雄一のトークでは、アナログ・シンセの使い方が独特

な70年代台湾のユルくもヒップな音源紹介から、話題は沖縄の70年代の音源

におけるドラミングの微妙なビートの打ち方の独特さや、打ち込み主体のダンス

ホール・レゲエへと移行する時期（80年代半ば）のジャマイカ音楽の革新性などへ。

日本でも有数のレコード・マニアとして知られる両氏による、非欧米圏の音楽の

面白さに対する一歩深い考察が語られたところで、主役のマークが登場した。

マークはノートPCで用意してきた音源と映像を同期させながら、ダブケ色の強

いアラブ圏の音源を中心にタイなどの東南アジアものや古いボリウッド（インドの

映画音楽）なども自在に挟み、レーベル作品同様のサイケな美学に貫かれた音源

を次 と々プレイ。知られざる中東～アジア圏の映画、テレビ番組、音楽PVなどの

膨大なアーカイヴの中から選り抜かれた映像の数 も々また、バッド・トリップ寸前

の絶妙なヒップネスに満ちていた。

またイラストレーターとしても知られ、近年にガレージ・ロックなどを経てこの界

隈の音に傾倒するキングジョーのDJも、東南アジアやインドの60～70年代の音源

を中心としながらもロックな強度に貫かれた選曲で、サブライム・フリクエンシーズ

が提示してきた“辺境レア・グルーヴ”感覚を明快かつダンサブルに体現していた。

かわだ	あやこ／兵庫県立美術館学芸員●最近、東京の展覧会をめぐる
旅に行っていました。岡本太郎×Chim↑Pomの正面対決（@岡本太郎記念
美術館）は見物でしたよー！

よしもと	ひですみ／音楽ライター●大阪市在住。11年に東京の大石始氏との共同監修で『GLOCAL	
BEATS』（音楽出版社）を上梓。同書のSUBLIME	FREQUENCIESの項も執筆しています。

まさき	よしかつ／大阪大学招聘研究員●ベランダにレジャーチェアをお
いて本を読みながら夕涼みしています。風が吹いてとても気持ちいいの
ですが、その快適さに意識を取られすぎてなかなか本に集中できません。

作品の声を届ける／
聞きとる場としての展覧会

サイケ 〜モンドの果て、辺境のヒップネス

古民家でドイツ表現主義

美術

音楽

演劇

対話の庭 Dialogue of Garden －まなざしがこだまする
4月27日（土）－8月11日（日）

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA（近江八幡市）

SUBLIME FREQUENCIES A-GO-GO
7月15日（月・祝）

旧グッゲンハイム邸（神戸市）

出演：Mark	Gergis、江村幸紀＋岸野雄一、キングジョー、
お気楽アジア音楽寄港、BACON	Crew	ほか

『朝カラ夜中マデ』
6月14日（金）－16日（日）

GALLERY & CAFE HANARE（兵庫県川西市）

構成・演出：柳下美穂、弁田学
ピアノ伴奏：柳下美穂
出演：弁田学、板倉芽来実河田亜也子

吉本秀純

正木喜勝

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。

撮影：小林志穂

坂本三次郎	「無題」　写真提供：救護施設	松山荘

撮影：Ryo	Kikuzaki

夏休み企画展	『dreamscape	─	うたかたの扉』

E V E N T  C A L E N D A R　9 / 1 ▲ 9 / 3 0

図書室休室日：9月30日（月）

夏休み企画展	『dreamscape	─	うたかたの扉』
［関連企画］〈インスタレーション〉をめぐるシンポジウム第317回	市民寄席

［明倫WS］	壁ノ花団	「あて書きしてみる。」

［明倫WS］	イッパイアンテナ	「短編コメディを作ってみましょう」

月イチ☆古典芸能シリーズ	第3回	「三味線って
なに？～製作過程を知る～」レクチャー&実演

［明倫WS］	京都フィロムジカ管弦楽団	「アンサンブルコンサート」

［共催］	大人と子どもの	日本舞踊体験教室

［共催］	京都こども能楽囃子教室

［共催］	紬の会

［明倫WS］	てんこもり堂	「シェイクスピアを旅する」

［明倫WS］	K.I.T.	「ものづくりの場（3）～地中にふれる～」

素謡の会	「ようこそ、観阿弥さん」
第2回	《自

じ

然
ねん

居
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じ

》

KYOTO	EXPERIMENT	2013
マルセロ・エヴェリン	/	デモリション	Inc.

『突然どこもかしこも黒山の人だかりとなる』（9/28－10/1）

KYOTO	EXPERIMENT	2013
ビリー・カウィー	『“Art	of	Movement”	and	“Dark	Rain”』［展示］（9/28－10/27）

KYOTO	EXPERIMENT	2013
高嶺格	『ジャパン・シンドローム～ベルリン編』［展示］（9/28－10/27）

月イチ☆古典芸能シリーズ	第3回	「三味線ってなに？～製作過程を知る～」三味線ってなに？展覧会
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チェルフィッチュ
『地面と床』 
日時：	9月28日（土）15:00◎／19:00
	 29日（日）14:00◎★
会場：	京都府立府民ホール	アルティ
料金：	一般前売3,500円／当日4,000円
	 ユース・学生・シニア前売3,000円

／当日3,500円	
	 高校生以下1,000円（前売・当日共）

Baobab
『家庭的 1.2.3』
日時：	10月19日（土）13:30◎★／19:00
	 20日（日）13:30◎★
会場：	元・立誠小学校	講堂
料金：	一般前売2,500円／当日3,000円
	 ユース・学生・シニア前売2,000円	

／当日2,500円
	 高校生以下1,000円（前売・当日共）

マルセロ・エヴェリン / デモリション Inc.
『突然どこもかしこも黒山の人だか
りとなる』
日時：9月28日（土）19:00	
	 29日（日）14:00◎／19:00
	 30日（月）20:00	
	 10月1日（火）20:00	 	
会場：	京都芸術センター	講堂	
料金：	一般前売3,000円／当日3,500円
	 ユース・学生・シニア前売2,500円

／当日3,000円
	 高校生以下1,000円（前売・当日共）
※12歳未満は保護者の同伴が必要。途中入場はでき
ません。

池田亮司
『superposition』
日時：	10月25日（金）19:30
	 26日（土）14:30◎／19:30
会場：	京都芸術劇場	春秋座
料金：	一般前売3,500円／当日4,000円
	 ユース・学生・シニア前売3,000円

／当日3,500円	
	 高校生1,000円（前売・当日共）
※未就学児入場不可。本作品は強いストロボと重低
音・高周波を使用しておりますので、心臓の弱い方や
ペースメーカーをご使用の方などはご遠慮ください。

庭劇団ペニノ
『大きなトランクの中の箱』
日時：	10月3日（木）19:30　
	 4日（金）19:30　
	 5日（土）14:00◎★／18:00
	 6日（日）14:00◎／18:00　
	 7日（月）19:30
	 8日（火）19:00
会場：	元・立誠小学校	講堂
料金：	一般前売3,000円／当日3,500円
	 ユース・学生・シニア前売2,500円

／当日3,000円
	 高校生以下1,000円（前売・当日共）

ロラ・アリアス
『憂鬱とデモ』
日時：	10月25日（金）20:00
	 26日（土）17:00◎★
	 27日（日）17:00◎
会場：	京都芸術センター	講堂
料金：	一般前売3,500円／当日4,000円
	 ユース・学生・シニア前売3,000円

／当日3,500円	
	 高校生1,000円（前売・当日共）

木ノ下歌舞伎
『木ノ下歌舞伎ミュージアム“SAMBASO”

〜バババッとわかる三番叟〜』
日時：	10月12日（土）15:00◎／19:00　
	 13日（日）13:00◎／17:00◎
会場：	京都芸術劇場	春秋座
料金：	一般前売2,500円／当日3,000円
	 ユース・学生・シニア前売2,000円／

当日2,500円
	 高校生以下1,000円（前売・当日共）

ビリー・カウィー
『“Art of Movement” and “Dark Rain”』
［展示］
会期：	9月28日（土）－10月27日（日）
	 10:00－20:00　会期中無休・入場無料
	 	 ※10月5日（土）のみ22:00まで

会場：	京都芸術センター	ギャラリー南
［パフォーマンス］
日時：	10月8日（火）20:00　
	 9日（水）20:00　
会場：	京都芸術センター	講堂
料金：	一般前売2,000円／当日2,500円
	 ユース・学生・シニア前売3,000円	

／当日3,500円
	 高校生1,000円（前売・当日共）
※本作の上演にはストロボ閃光に近い映像を伴います。

She She Pop
『シュプラーデン（引き出し）』
日時：	10月18日（金）19:30　
	 19日（土）16:00◎★
	 20日（日）16:00◎
会場：	京都芸術センター	講堂
料金：	一般前売3,500円／当日4,000円
	 ユース・学生・シニア前売3,000円

／当日3,500円
	 高校生以下1,000円（前売・当日共）

高嶺格
『ジャパン・シンドローム〜ベルリン編』
［展示］
会期：9月28日（土）－10月27日（日）
	 10:00－20:00　会期中無休・入場無料
	 	 ※10月5日（土）のみ22:00まで

会場：	京都芸術センター	ギャラリー北
［パブリックビューイング］
※ニュイ・ブランシュ	KYOTO	2013	プログラム

日時：	10月5日（土）19:10　
会場：	京都市役所前広場　

　  公式プログラム・スケジュール

チケット取扱
●KYOTO EXPERIMENTチケットセンター ※11:00－20:00（9/22までは日曜休）
窓口：京都芸術センター2F	KYOTO	EXPERIMENT事務局内
TEL：075-213-0820
オンラインチケット（要事前登録）：http://kyoto-ex.jp（PC）	
http://kyoto-ex.jp/m（MOBILE）

●京都芸術センター　窓口販売のみ（10:00－20:00）
●チケットぴあ（各公演のPコードはチラシ・ウェブサイト等でご確認ください。）
　TEL：0570-02-9999　WEB：http://pia.jp/t

問合せ
KYOTO	EXPERIMENT事務局（平日11:00－19:00）　
TEL：075-213-5839
E-mail：info@kyoto-ex.jp　　
WEB：http://kyoto-ex.jp

凡例
★：終演後ポスト・パフォーマンス・トークあり
◎：託児サービスあり　

※有料1,500円・要事前予約。各公演の4日前までに
KYOTO	EXPERIMENT事務局までお問合せください。

ユース：25歳以下　シニア：65歳以上
※ユース、学生、シニア、高校生以下チケットをご購入の方は
当日、証明書のご呈示が必要です。

フリンジ企画 「使えるプログラム」
演出家・羽鳥嘉郎（けのび）の企画立案によるプログラム。
詳細は「使えるプログラム」ウェブサイトをご覧ください。
http://kyoto-ex-useful.jp/

フリンジ企画 「オープンエントリー作品」
KYOTO	EXPERIMENT	2013開催期間中に京都府下で発表される20作品が
エントリー。
詳細はKYOTO	EXPERIMENTウェブサイトをご覧ください。
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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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