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継 ぐこと・伝 えること 53

わんだふる佳恵

京 都芸術センターでは、開設当初より伝統芸能を楽しむこと
のできる多彩なプログラムを実施しています。なかでも
「継ぐ
こと・伝えること」は解説と実演を通して、敷居が高いと思わ
れがちな伝統芸能をわかりやすく届けることを目指し、現代
の伝統芸能の姿を模索してきました。
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所作や見立ての要素が組み込まれ、古典のしきたりを
もった
「手妻」は人気を博しました。明治以降、西洋文化
の流入が加速すると
「手妻」
は、
「和妻」
と名前を変え、や
がて現代のマジックへと大きな広がりをみせていきます。
今回は、
「手妻」の伝統を継承しながらも、ニコニコ動

014年度は大衆芸能とも称される
「演芸」
に着目し、

画で活躍し、ネットカルチャーでの新たな展開をみせる

伝統を継承しながらも、現代性を積極的に取り入れ

藤山晃太郎と、和洋を問わない幅広いレパートリーで活

て創作を行ってきた芸能を紹介しています。51回目には

躍し、今年新たに日本の伝統的な奇術の最高峰ともいえ

河内家菊水丸を招いて
「河内音頭」
を取り上げ、時代の移

る
「水芸」にチャレンジしたわんだふる佳恵を招き、二人

り変わりとともに、浪曲やジャズ、フォーク、レゲエやファ

の実演を通して、
「手妻」
と
「奇術」の特徴、つながり、そ

ンクなどの音楽的要素を取り入れてきた変幻自在な音楽

れぞれが辿った過去から現代への軌跡をみつめます。

性と、巧みな
「語り芸」
の世界を堪能しました。52回目には、
「機動戦士ガンダム」
という新たな題材をもとに若手層に

「伝統芸能」
という枠にとどまらない、生きた芸の真髄
と、実演家の真撃に向かい合う姿をお楽しみください。

「講談」
を広く普及している七井コム斎を招き、
「ガンダム
講談」
の実演を通して、講談が持つ多彩な言語表現、豊
かな身体表現の魅力に迫りました。今年度最後の
「継ぐこ
て づま

と・伝えること」
では、
「手妻」
と
「奇術」
を取り上げます。

子どもの頃、テレビに映っていた紙の蝶々。扇にあおがれて、
まるで生きて
いるように羽を動かしていました。自分がそれまで知っていたマジックとは異
なる不思議で美しい光景を今でも覚えています。時にはかなく、時に美しい。
芝田江梨（アート・コーディネーター）
そんなイリュージョンをお届けします！

マジックは世界各地で古い歴史を紡ぐ芸能の一つで
す。手のひらから消えるコイン、姿を消す美女。マジシャ
ンが繰り出す鮮やかなトリックは観客の目を快くあざむ
き、その心を魅了してきました。日本でも奇術をはじめ幻
術、品玉、手品と様々な名称で親しまれ、なかでも江戸
時代には、日本独自のマジック、
「手妻」が誕生していま
す。現代、我々がよく目にするマジックは、合理的な原理
で成り立つトリックを用いて、実現不可能な物事がまる
で実際起こっているかのように錯覚させることに主眼を
置いています。一方
「手妻」
は物語性を備え、演技、演奏、

KAC Performing Arts Program 2014 /
Traditional Performance
継ぐこと・伝えること53「手妻×奇術」

日時： 1月31日（土）開場14:30 開演15:00
会場：講堂
出演：藤山晃太郎（手妻師〔古典奇術師〕）
わんだふる佳恵（奇術アーティスト）
司会：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）
料金：前売1,800円／当日2,000円
高校生以下500円（前売・当日共）
※イベント情報（P2）もご覧ください

衣装でその物語世界を表現する舞台芸術です。舞踊の
藤山晃太郎「金輪切」

『 継ぐこと・伝えること』
これまでとこれから
「継ぐこと・伝えること」
は、京都芸術センター開設当初より継続して、伝統芸能・文化
を紹介しているセンターの基幹事業のひとつ。実演やトーク、体験を交えてわかりやす
く紹介し、芸能の継承について観客と出演者がともに考える機会を創出しています。
また
「番外編」
では、異分野とのコラボレーションや新しい表現を生み出すための実験的な
リサーチも実施し、未来へ向けた伝統芸能の在り方を模索・提案しています。
第50回を迎えた記念として、実演家や製作者へのインタビューや対談を行い、その
全記録を掲載した一冊の書籍に、2年をかけてまとめました。現在、ジュンク堂書店大
阪本店にて、実演家と識者を招いたトークイベントも開催。さまざまな視点から
「継ぐ
こと」
「伝えること」
について問いかけ、伝統芸能の新たな可能性に迫ります。
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ナントカ世代
（演劇的に）
」
「所信表明演説を聞いてみよう

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

（演劇的に）
前回のWS
「街頭演説を聞いてみよう
」
に続き、所信表明演説を聞いてみます。ナントカ
世代の次回作が1,000円で鑑賞できる特典付。
日時： 1月11日（日）19:00－20:30
会場：講堂
定員：12名

シアターリミテ
『はじめての演劇体験』

演劇が初めての人に向けて、発声や台詞の
体験、ドラマ作りをダイジェストで体験します。
日時： 2月8日（日）10:30－13:00
会場：制作室8
定員：10名

美術
藝文京展2015

「暮らしと装飾」
をテーマとして工芸分野の作品
を募集し、全国から多彩な作品が寄せられまし
た。そのなかから入選した作品を展示します。
会期：1月10日（土）
－2月1日（日）
10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
会場：ギャラリー北・南

「冬休み芸術体験教室」作品展

子どもたちによる自作俳句の書画や 、ダン
サーを描いたクロッキー、粘土でつくった果
物などの作品を展示します。
（月・祝）
（日）
－18日
10:00－20:00
会期：1月12日
※会期中無休・入場無料
※最終日は16:00まで

｢ひとひと茶会－初釜－｣
和ろうそくのおもてなし

和ろうそく職人・大西巧を席主に招き、和ろう
そくのわずかな灯りの中で茶会を行います。
日時： 1月24日（土）
10:00／11:00／13:00／
14:00／15:00／16:00
会場：和室「明倫」
席主：大西巧（和ろうそく大與 四代目主人）
内容：抹茶
定員：各席14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、同席希望の方
がいる場合は氏名を明記の上、1月5日
（月）
までに申込〔必着〕。ウェブサイトから
も申込可。応募者多数の場合は抽選。
※Topic03（P4）
もご覧ください

会場：ミーティングルーム2

伝統

日時： 1月10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
定員：100名（要事前申込／先着順）

第323回 市民寄席

日時： 1月21日（水）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演・演目：露の紫
「金明竹」
林家そめすけ
「通天閣に灯がともる」
桂文喬
「天狗裁き」
（出演順）
笑福亭福笑
「入院」
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、
（Pコード：440-515）
高島屋京都店、チケットぴあ

鳥公園＃１０『空白の色はなにいろか？』

日時：1月8日（木）19:30
9日（金）19:30
10日（土）14:00／18:00
11日（日）15:00
会場：フリースペース
料金：一 般 前 売 2 , 5 0 0 円 ／ 2 5 歳 以 下 前 売
2,300円／高校生以下前売500円／ト
リプル割4,500円 (3名1組・要予約）／初
めて割500円(枚数限定・要予約）
一 般 当日2 , 8 0 0 円 ／ 2 5 歳 以 下 当日
2,600円／当日高校生以下800円
主催・問合せ：鳥公園
TEL：080-1073-3446
080-1454-3345
E-mail：info.birdpark@gmail.com

音楽
大人と子どもの日本舞踊体験教室

Kyo×Kyo Today vol.5

伝統芸能ことはじめ
－名作から知る伝統芸能の楽しみ方－
第6回
「仮名手本忠臣蔵～九段目・山科閑居～」

発表支援事業（共催事業）

京都市交響楽団とのコラボレーション企画。
「5」にちなんでモーツァルトによる五重奏曲
3曲をお楽しみください。
日時： 1月30日（金）開場18:30 開演19:00
※受付開始18:00

会場：講堂
出演：小谷口直子（クラリネット）、垣本昌芳
（ホルン）、長谷川真弓（ヴァイオリン）、山
本美帆（ヴァイオリン）、金本洋子（ヴィオ
ラ）、木野村望（ヴィオラ）、ドナルド・リッ
チャー（チェロ）
曲目：クラリネット五重奏曲イ長調K.581
（モーツァルト）ほか
「シュタードラー」
料金：一般前売1,800円／当日2,000円
学生1,000円（前売・当日共）
チケット取扱：京都芸術センター、チケットぴ
あ（Pコード：247-337）
主催：京都市、京都芸術センター、京都市交
響楽団
※Topic02（P4）
もご覧ください

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てみましょう。
日時： 1月11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
申込方法：電話・FAX・E-mailで、参加者の氏名、
（先着順20名）
年齢、連絡先を記入の上申込。
※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

第4回 森悠子のプロペラプロジェクト
―子ども音楽道場―

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4回は、
モーツァルト
『アイネ・クライネ・ナハトムジー
ク』
を勉強します。
日時：
［講習会］
1月24日（土）、25日（日）
10:30-16:00
［公開リハーサル］
1月25日（日）
開場14:30 開演15:00
会場：講堂
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：office@musiccem.org

京都こども能楽囃子教室

日時： 1月25日（日）
17:30－18:50（笛・小鼓教室）
18:50－20:10（大鼓・太鼓教室）
会場：ミーティングルーム2、和室
「明倫」
対象：小学1年生～中学3年生
料金：1,000円（開催日の3日前までに申込）
主催：一般社団法人京都能楽囃子方同明会
E-mail：kyoshitsu@noh-doumeikai.com

制作支援事業
MuDA『MuDA EXHIBITION』

ハイパーパフォーマンスグループMuDAの初
個展。衝突、反復行為や生命、宇宙へと向か
う儀式的なパフォーマンスが、一つのモノ、
空間の中に出現します。
日時： 1月10日（土）
－24日（土）
11:00－19:00
※1月17日（土）のみ閉廊時間20:30
※日曜のみ閉館時間16:00
※月曜日休館
●1月17日（土）スペシャルパフォーマンス
14:00／19:00＊各回限定30名
（会期中土日のみ）
●MuDAハイパーグッズ販売

会場：大阪府立江之子島文化芸術創造セン
ター
［enoco］
1F Room4（大阪市西区）
料金：
［展覧会］
無料
［スペシャルパフォーマンス］
1,000円
問合せ：MuDA
TEL：070-5661-1106
E-mail：muda.japan@gmail.com
WEB：http://muda-japan.com/

『HAIGAFURU / Ash is falling』

三好達治による詩『灰が降る』
をサブテクスト
に、
「核」や文明、身体とダンスの未来につい
て考察した作品。
日時：1月16日（金）19:00
17日（土）14:00★／18:00
18日（日）14:00

渡邉野子『重い星の死のために』

タブローやドローイングなど新作の絵画作品
で構成する展覧会。
日時： 1月13日(火)－25日(日)12:00－19:00
※月曜休廊、最終日は18:00まで

会場：ギャラリーa (中京区)
料金：無料
問合せ：ギャラリーａ
TEL：075-241-4056
WEB：www.gallery-a.jp

トリコ・Ａ 演劇公演2014
『赤ずきんちゃん』大阪公演

日時：1月15日（木）19:00
16日（金）15:00／19:00
17日（土）13:00／17:00
18日（日）11:00／16:00
19日（月）14:00／18:00
会場：ウィングフィールド（大阪市中央区）
料金：前売3,000円／当日3,500円
問合せ：トリコ・A プロデュース
WEB：http://toriko-a.com/

京都フィロムジカ管弦楽団
「第３６回定期演奏会」

日時： 1月18日（日）14:00開演
会場：びわ湖ホール 大ホール（大津市）
指揮：滝本秀信
（ショスタコー
曲目：交響曲第12番「1917年」
ヴィチ）ほか
料金：前売1,000円／当日1,200円
問合せ：京都フィロムジカ管弦楽団
TEL：070-6506-4032
E-mail：ticket@kyotophilo.com

ナントカ世代『連作・スズキスズオのスべて』
ナントカ世代の作品に繰り返し登場する男・
スズキスズオにまつわる物語。
日時：1月23日（金）19:30
24日（土）14:00／19:00
25日（日）14:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般前売1,800円／ペア前売2,800円
／当日2,300円
学生前売1,300円／学生当日1,600円
問合せ：ナントカ世代
TEL：090-7151-7107
E-mail：sedai@jv.main.jp
WEB：http://sedai.main.jp

シアターリミテ 第17回公演『せんみつ』
日時：1月31日（土）13:00／17:00
2月1日（日）13:00／17:00
2日（月）19:30
会場：BAR NEXT（中京区）
料金：3,000円（1ドリンクオーダー）
問合せ：シアターリミテ
TEL：090-3615-3934（20:00－23:00）

★アフタートークあり。

月イチ☆古典芸能シリーズ
第19回「遊びを知る〜かるたを通じて〜」

月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企
画。1月は、かるたに注目して伝統的な遊びの
文化に迫ります。
日時： 1月17日
（土）
15:00-16:30
会場：大広間
講師：前田直樹（株式会社大石天狗堂 代表取締
役社長）

料金：無料
定員：40名（要事前申込／先着順）

叢書一
『継ぐこと・伝えること』
トークイベント

書籍テーマである
「継ぐこと」
と
「伝えること」
に
ついて実演家と識者が実演も交えて話します。
日時： 1月28日（水）19:00－20:30
会場：ジュンク堂書店大阪本店3F喫茶スペース
ゲスト：内田樹（学塾凱風館主宰）
聞き手：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）
料金：無料
定員：40名（先着順／要事前申込）
問合せ：ジュンク堂書店大阪本店
TEL：06-4799-1090

KAC Performing Arts Program 2014
/ Traditional Performance
継ぐこと・伝えること53「手妻×奇術」

江戸古典奇術の技法を受け継ぐ手妻師・藤山
晃太郎と奇術アーティスト・わんだふる佳恵を招
き、手妻と奇術の実演およびトークを行います。
日時： 1月31日（土）開場14:30 開演15:00
会場：講堂
出演：藤山晃太郎、わんだふる佳恵
司会：小林昌廣
料金：前売1,800円／当日2,000円
高校生以下500円
※Topic01（P1）もご覧ください

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。
2

演劇
KAC Performing Arts Program 2014
/ Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
「Read in Progress」

秋の新作上演に向けて、戯曲を創作するプロ
グラム。執筆途中の長編戯曲の一部をドラマ
リーディング形式で発表。ゲストによるトークも
あり。
Vol.5 柳沼昭徳
日時： 1月29日（木）19:00－21:00
会場：フリースペース
出演：桑折現、阪本麻紀ほか
料金：無料（要事前申込／先着順）
定員：80名

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
（参加無料・要事前申込）
ティストによるワークショップ

男肉 du Soleil
「団長のお気楽ラップ講座 中級編」

即興でラップの歌詞を作っていく
「フリースタ
イル」に挑戦。言葉を音に自由にのせていく
心地よさを、ぜひ体験してみてください。
日時： 1月5日（月）18:30－20:00
会場：制作室11
定員：8名
対象：ラップに興味のある方
※ペンとノートをお持ちください

トリコ・A プロデュース
『赤ずきんちゃん』公開稽古

1月に開催する新作「赤ずきんちゃん」の公開
稽古です。
日時： 1月10日（土）14:00−16:00
会場：制作室１
定員：12名

会場：フリースペース
出演：森裕子、佐伯有香、合田有紀、野村香
子、渡邉尚
アフタートークゲスト：富田大介（大阪大学大
学院国際公共政策研究科教員）

料金：一般前売3,000円、学生前売2,500円、
18歳以下前売2,000円 ※当日各500円増し
主催・問合せ：Dance & Environment
TEL：070-6500-7242
FAX：075-414-2425
E-mail：mc@monochromecircus.com

circo de sastre －仕立て屋のサーカス－
『シャビの恋』
物語音楽家と、裁縫師と、照明作家による即
興舞台。音楽なのか、演劇なのか、ダンスな
のか、サーカスなのか。音と布と光の中に物
語がある。
日時： 1月19日（月）19:30開演
会場：講堂
出演：CINEMA dub MONKS(曽我大穂/ガンジー
西垣)、
スズキタカユキ
照明：渡辺敬之
料金：一般前売2,500円／当日3,000円
学生1,000円、18歳以下無料
申込方法：E-mailにて、
件名を
「仕立て屋のサー
カス」
とし、氏名、人数、連絡先を明記
主催・問合せ：HUTU
E-mail：info@hutu.jp

第237回 市民狂言会

日時： 3月13日（金）
開場18:30 開演19:00
会場：京都観世会館
（左京区）
演目：伊文字、薩摩守、樋の酒、八尾
出演：茂山千五郎、七五三、あきら ほか
料金：前売2,500／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：
441-348）

※団体券2,200円（20名以上）は京都
芸術センターにて取扱

素謡の会「世謡の春」
第4回《当麻》

日時： 2月5日（木）
受付開始18:00 開演19:00
会場：大広間
出演：河 村 晴 道 、味 方 健 、吉 浪 壽 晃 、
田茂井廣道
料金：前売1,500円／当日1,800円

第324回 市民寄席

日時：3月1日（日）開場13:30 開演14:00
会場：講堂
出演・演目：笑福亭飛梅
「米揚げ笊」
桂よね吉
「蛸芝居」
桂小春団治
「断捨離ウォーズ」
笑福亭松枝
「貧乏花見」
（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：441-429）

チケットぴあで取扱いのチケットは、電
（セブ
話、ぴあ窓口、
コンビニエンスストア
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

シリーズ邂逅「邂逅之絲」

八橋検校が没し、バッハとヘンデルが生誕し
たのはともに1685年。この330年前の東西の
音楽の交差に匹敵する、音響芸術と視覚芸
術の本質的交差に挑む音楽公演。
日時： 1月23日（金）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
曲目：Credo六段、雅歌（ヨンギ・パク＝パーン）、
春香伝より（パンソリ古典）、新作（キム・
ジュンヒ）
、光 lumen, quod natum est
LICHT（中村典子）
出演：横山佳世子（箏・二十五絃箏）、オ・ヨンジ
（パンソリ）、シムヒャン
（書）、キム・ジヒェ
（ヴァイオリン）
、大西泰徳（チェロ）
（前売・当日共）
料金：一般2,000円／学生1,000円
主催・問合せ：オフィス・ミュージックメッセージ
TEL：0797-51-3935

「PARASOPHIA: 京都国際現代芸
術祭2015」
サポートスタッフ募集

会期中の運営業務を支えるサポートス
タッフを募集します。芸術を学ぶ学生、
アートに興味がある方、とにかく芸術祭
に関わってみたい！という方、ぜひご応
募ください。
（土）
（日）
活動期間：3月7日
－5月10日
※事前研修、勉強会等を予定しています

対象：
・ 18歳以上。国籍不問。日本語の会話
能力を有する方

・ 研修にできるだけすべて参加できる方
・ 英語等多言語のできる方歓迎
※活動は無償（報酬・交通費なし）。事務局の負
担により、ボランティア保険に加入

募集説明会を実施しています。日程は
ウェブサイトでご確認ください
WEB：www.paravol.jp
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応募可。
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の
上、京都芸術センターまで郵送、メール、
FAXにて送付または持参。

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。

美術

もうひとつの世界、
あるいは共同体

て引き立つ格好になって、わたくしは正直のところ退屈し

音楽

た。ただ冒頭のレイノルズの《ディーリアス賛の牧歌》は、
手慰みのように書かれた擬古典的（？）小品であるが、その

～日本とメキシコを移動する
人々の眼差しから～

爽やかな主題が忘れ難い。

静と動

上述の田隅さんの性格は、よく知られた《愛の挨拶》
で

―田隅靖子の近現代イギリスのピアノ曲

もその魅力が開花する。左手のシンコペーションはあくま

内山幸子

でも正確さを保ち、例の歌謡的主題に耽溺する事はない

樋口騰迪

はぎのみほ＋タロウ・ソリジャ
『きおくのなかのくに』
展示風景
撮影：日本メキシコ芸術建築制作研究所

ルバート

けれども、しかし音階の上下に沿ってかかる自然な緩 急

はぎのみほ＋タロウ・ソリジャ
『きおくのなかのくに』
は、

デュナーミク

や強弱が絶妙の効果を発揮していた。半ば通俗名曲のよ

メキシコと日本 それぞれの視点 移民と文化変容
【Program 2】
『幻影、気配をとらえて
Atrapando；apariciones y apariencias
Apprehending；apparitions and appearances』

うに扱われるこの曲と、これだけ誠実に向き合い、作品

田隅靖子ピアノ・リサイタル

の魅力を改めて感じさせてくれるピアニストは、決して多

11月1日（土）

くはないだろう。

京都コンサートホール（京都市左京区）

全体としてのそうした田隅さんの控えめな印象を払拭し

－12月28日（日）
11月22日（土）

頭から上村さんはその美音でもって情熱的に弾きまくり、

CAP STUDIO Y3（神戸市中央区）

S.レイノルズ(1947-)：ディーリアス賛の牧歌

積極的に主導権を握ってゆく。その間隙をぬって、第１楽
章のピアノ独奏部など、緊張感のある弱音を田隅さんも

（1857-1934）
E.エルガー
：愛の挨拶(1888)/スミルナにて(1905)

聴かせるが、次第に触発されて、楽章ごとに両者のテン

B.ブリテン(1913-76)：夜の小品(1963)

ションが高まってゆく様は圧巻であった。ともすれば冗漫

G.ベンジャミン(1960-)：ピアノフィギュアズ(2004)

になりがちなこの作品を、これだけ一息に聴かせる演奏

T.アデス(1971-)：闇に見えるもの(1992)

は滅多とあるものではない。相乗効果と言う意味での、ア

R.サクストン(1953-)：シャコニー(左手のための)(1988)

ンサンブルの魅力を極めた名演であった。

ビューをもとに制作された写真・テキスト・ビデオで構成さ
れている。大陸へ渡った日本からの移民とその子孫たち
かで力強く語られる道徳心には、今や既に失われていた
り、むしろ自由を奪ってがんじがらめにしているのではと
思うものもある。しかし実は、映像にもテキストにも、日本

本プログラムは、日本およびメキシコ在住の6名のアー

やメキシコという単語は一切出てこない。当初
『Proyecto

ティストによる滞在型プログラムであり、前後期に分かれて、

JAPÓN（日本プロジェクト）』
と題されていたこの作品は、移

メキシコの生活文化を紹介するワークショップやパフォーマ

民らが語る日本やメキシコが、国や時間の枠を超えて、言

ンス、現代美術展示が行われた。
『幻影、気配をとらえて』

葉では表現しきれない
〈くに〉
を表していると気づき、
『きお

は、2つの展示から構成された後期プログラムである。

くのなかのくに』
に変更された。ここでの
〈くに〉
はより
〈共

現代メキシコを代表する写真家、グラシエラ・イトゥルビ

F.ブリッジ(1879-1941)：チェロとピアノのためのソナタ (1913-7)
ひぐち まさみち／大阪大学文学研究科博士後期課程在学●《愛の挨

―当夜のプログラムを全て掲げてみたが、皆さんはど

人移民とその子孫を探し訪ねて行った、111名へのインタ

は、何を家族から学び、継承して来たのか。ビデオのな

たのが、チェロの上村さんを迎えてのブリッジである。冒

（1862-1934）
F.ディーリアス
：ハープシコードのための踊り(1919)

2008年から5年間にわたってアメリカ大陸で暮らす日本

同体〉
に近いものであり、彼らにとっての理想の共同体の

デによる
『仮面と儀式』
は、代表作である鳥をモチーフに

拶》
、この曲は簡単そうでいて、作品のかたちをきっちり拵えるのが甚だ
難しい。演奏会後、自分で弾いてみて改めて思い知りました。

姿が投影されていると２人は考えている。

したシリーズと自画像が中心に展示された。イトゥルビデ

日本から最初のメキシコ移民団35名が海を渡ったの

ろうか？ 17世紀来ほぼ２世紀に亘って、音楽の一大消費

にとって鳥は
〈生〉
と
〈死〉
をつなげる役割を持っており、
また

は1897年。長い航海や亜熱帯地域での農業は想像以上

地であっても、自前の大作曲家を生み出し得なかった英

〈変化〉
を受けいれることそのもののシンボルとして、重要

に困難だった上、資金不足にも陥り、移民政策としては

国は、近現代に至って漸く復興の兆しを見せる。そうした

なイメージとなっているが、彼女はそうした自身の意識の

失敗だったとされる。しかし移民の一部はメキシコにとど

英国の作曲家のみを特集した、田隅さんらしい、実に意

深層にあるイメージに自ら近づいていき、写真にうつし直

まって暮し、現在、在墨日系人の数は約17,000人と言わ

欲的な選曲の演奏会である。

している。宗教や生活文化がうつり込んだ民俗写真のよう

れる。さまざまな危機的状況を乗り越えて大陸での暮しを

の作曲家を御存知で、またどの曲を聴いた事がおありだ

ヴィルトゥオーゾ

さてこのプログラム、過剰な前衛、また超絶技巧的作品

でもあるが、同時に、歓喜や狂気や独特の静けさを含む

築いた日本人移民たちが、100年以上にわたって心のよ

を排している。田隅さんは華やかに技巧派でなく、楽譜に

叙事的な世界が立ち現れ、見る者の眼前に固定された世

りどころにしてきた大切な「何か」が、この作品を通して、

書かれた事を先ずきっちりと弾いてみせるのに徹する人

界の見え方をゆるがせ、もう一つの精神的な世界のイメー

今さまざまな社会的不安や危機感にさらされている私た

であるから、自身の特質をわきまえたベテランらしい周到

ジをわき立たせる。それゆえにドキュメンタリー写真と芸

ちに届けられた気がした。

な選曲と言えるであろう。しかしその伝でいって、特に存

術の不可分な領域で評価される稀有な作家である。本展

命中の作曲家の作品は、新しい響きを模索しながらも、ど

を皮切りに日本に約3週間滞在して撮影を行う予定で、彼

こか思い切りのつかないようなその微温的な性格が却っ

女が日本の風景から何を捉えるのか楽しみだ。

演劇

「俳優」
の普遍性
三田村啓示
アートスペース無門館+アトリエ劇研
開館30周年記念公演『ピエールとリュース』
－18日（火）
11月13日（木）
アトリエ劇研（京都市左京区）

大戦下のパリを舞台に出会った一組の男女の恋物語とのこ

はテレビから流れるあのお馴染みの緊急地震速報に、実

なく、かといってわかりやすく演出過多の前衛に向かうで

と。だが実際にこの舞台を観た方ならまず誰しもの目に止

際の着弾は地震そのものにと、元のテクスト内で起きるいく

「俳優」の姿を通して時と場所を超えた作
もなく、あくまでも

まるであろう、立ち上げられた舞台に鎮座しているのはお

つかの出来事は今この国に住む私たちの現実に近い何か

品・作家の本質／普遍性を見事に抽出した。

よそ100年前、戦時下のパリという原作の時代背景とはか

に置き換えられていたりもするが、例えば軍需工場、召集

け離れた小奇麗な今風のリヴィング・ルームであり（ただ後

令状などといった言葉と、あのピエールとリュースを演じる

方にはそれに不似合いなステンド・グラスの装飾が釣り込まれてはい

俳優たちのあの如何ともしがたい「距離」の不可思議さをど

るものの）、そこにはいやにポップな原色のカジュアルな服

う受け止めれば良いのだろう？ その言葉たちとの
「距離」
は

（！）のピエールと、こちらもその辺を
装に身を包んだ小太り

私たち観客にとっても同じものであり、それは現実味を増し

歩いてそうな幼さの残る大学生然とした佇まいのリュース

ながら縮められようとしている…と感じざるを得ない不穏な

が現れる。耳を塞ぎビジュアルだけを観ればよくある現代

状況の下に今私たちが居ることに上演を観て改めて気づか

の日常会話劇にしか見えないのだが、彼らが発語する言葉

される、とでも言えばいいのだろうか？

大変恥ずかしながら、僕はこの上演でロマン・ロランと

観客はそこで様々なズレ―演じる彼らの身体と元テクス

在というレイヤー、加えてその２つのレイヤーを時に引き裂

いうノーベル賞作家を知った。同時代の日本の作家や画

トの言葉が丁寧に引き裂かれたり同化したりする様を目の

かれながら行き来しているはずの俳優たちというレイヤー

家などと交流があったということも初めて知ったし、当然ロ

当たりにする。この作品において起こる、100年前のテクス

であり、そこで最終的に前景化してくるのは3つ目のレイ

マン・ロラン研究所なるものが京都にあることも知らなかっ

トが今の俳優の身体を通して発せられた時の不思議な化

ヤー、
「いかなる状況であっても人間らしく生きること」
を体

た。理想主義的ヒューマニズム、平和主義、反ファシズム

学反応は、いかにテクストを自分の言葉として発するか、の

現する
「ピエールとリュースを演じる俳優の姿」ではなかっ

の作家という言葉通り、この作品も反戦色の強い、第一次

ようなある種の単純さに回収されることは無い。空襲警報

たか。演出家はテクストをシンプルに立ち上げるだけでは
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（17日観劇）

みたむら けいじ／俳優、空の驛舎、C.T.T.大阪事務局●今年も本当に
色々あった一年でした。お世話になった方々に心からの感謝を。来年も宜
しくお願い致します。ちなみにニューとまる。第1号はもうしばらくお待ち
下さいとしか言いようがないのですが、続報をお待ち下さい。

トのレイヤーと、そのテクストが上演されているこの国の現

…この大きな
「演出」
がまずこの作品の大枠として有る。

2015/1/1

・

この上演には恐らく３つのレイヤーが在る。既存のテクス

は紛れもなく
「ピエールとリュース」のテクストであろうこと

E VEN T C AL E N DA R

うちやま さちこ／アートマネージャー●今年はメキシコと日本を往来
する知人友人が多く、再び気持ちがぐっとメキシコに引き寄せられまし
た。筆者が2011～2012年にメキシコで出会ったアートをartscape blog
（artscape.jp）
で紹介しているので、ぜひご覧ください。

©アトリエ劇研
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藝文京展（1/10－2/1）
「冬休み芸術体験教室」
作品展

伝統芸能ことはじめ －名作から知る伝統芸能の楽しみ方－
第6回
「仮名手本忠臣蔵～九段目・山科閑居～」

第323回 市民寄席
月イチ☆古典芸能シリーズ
第19回
「遊びを知る～かるたを通じて～」

KAC Performing Arts Program 2014 / Traditional Performance
継ぐこと・伝えること53
「手妻×奇術」
明倫茶会｢ひとひと茶会－初釜－｣ 和ろうそくのおもてなし

Kyo×Kyo Today vol.5
［明倫WS］男肉 du Soleil
「団長のお気楽ラップ講座 中級編」

［明倫WS］トリコ・Aプロデュース
『赤ずきんちゃん』
公開稽古
［明倫WS］ナントカ世代
（演劇的に）
」
「所信表明演説を聞いてみよう

［共催］鳥公園#10
『空白の色はなにいろか？』
［共催］大人と子どもの日本舞踊体験教室

［共催］
『HAIGAFURU / Ash is falling』

KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
「Read in Progress」Vol.5 柳沼昭徳

［共催］circo de sastre
－仕立て屋のサーカス－
『シャビの恋』

［共催］第4回 森悠子のプロペラプロジェクト —子ども音楽道場—
［共催］シリーズ邂逅
「邂逅之絲」
［共催］京都こども能楽囃子教室

図書室休室日：1月30日（金）

3

TOP IC 02
京都芸術センター×京都市交響楽団

Kyo×Kyo Today vol.5
「Kyo×kyo Today vol.4」
の演奏風景

京都芸術センターと京都市交響楽団のコラボレーショ
ン企画「Kyo×Kyo Today」。元小学校の講堂というレ
トロな空間で、奏者の息遣いが聞こえるほどの近い距
離で、クラシック名曲を味わえる贅沢なひと時をお届
けします。

記

念すべき5周年を迎えた今回は、
「5」にちなん
でモーツァルトの五重奏曲3曲を、京都市交響
楽団の管楽器奏者と弦楽器奏者が演奏します。最晩
年の洗練された弦楽五重奏曲第6番、そしてホルン五
重奏曲とクラリネット五重奏曲を聴きながら、クラシッ
クコンサートの魅力に存分に触れることができます。
「Kyo×Kyo Today」初出演となる垣本昌芳（ホルン）と
長谷川真弓（ヴァイオリン）の両氏に、本プログラムの見
どころについてお話をうかがいました。
―
「Kyo×Kyo Today」
はコンサート会場とは異なる
空間での演奏会ですが、初めて出演するにあたって
心境はいかがでしょうか。
垣本 昔の人が使っていたレトロな建物の中で演奏
できるのは、タイムスリップしたような体験でもあり、
今から楽しみです。コンサートホールでの演奏とはま
た一味違った響きを、お客様と共有できることは、奏
者としてこの上ない喜びです。
長谷川 「Kyo×Kyo Today Vol.2」
を聴きに行った時
に、京都烏丸の街中に突如現れる懐かしい趣の建物
にとても好感を覚えました。響きも良く、｢また聴きに
行きたいなぁ｣と思っていたところに出演のお話をい
ただき、大変光栄です。寒い時期ですので、お客様

の心に響く温かい演奏がしたいと思っています。

なりの楽しみ方だと私は思います。
長谷川 日々の生活の中で何らかの芸術に触れる

―今回は全曲目がモーツァルトです。モーツァルト

と、豊かな気持ちになります。クラシック音楽を聴くこ

やその作品の魅力をお聞かせください。

とは、その手っ取り早い入口ではないでしょうか。演

垣本 モーツァルトの作品は、私が音楽を学ぶ中での
原点の一つです。モーツァルトは、明るく生き生きとし
た元気のよい曲を沢山遺しましたが、聴いていても演
奏していても、私はいつも前向きな気持ちになります。
長谷川 演奏という行為自体が、人前で裸をさらけ
だすようなものといいますか、自分という人間を披露
することになるのですが、モーツァルトはあらゆる名
作曲家たちの中でも、演奏者の人柄が顕著に出ると
思います。彼の親しみやすいメロディは、弾くだけで
は形にならず、演奏者自らの感性をどんな方向で、
どのように表現するかが難しいのですが、それが上
手く行った時の響きや空間には、言葉では説明でき
ない幸福感があります。

奏会へ出かけるだけで、前述のように演奏家の裸、
すなわち生き様が見られますし、多くは遠い過去に
生きた作曲家たちの渾身の傑作を、2時間くらいで堪
能できてしまいます。知識があるのはもちろん良いこ
とですが、なくても楽しめるのもクラシック音楽の魅
力です。考えるのではなく、感じるのが楽しいのです。

―数えきれないほどクラシック音楽を演奏したり聴
いてこられたお二人ですが、クラシック音楽の魅力と
はどのようなものでしょうか。
垣本 生活の中に電気が無かった時代から発展して
きた音楽が、クラシック音楽として、現在も受け継が
れ、演奏され続けています。電化製品が身の回りに
溢れ、スピーカーから簡単に音楽を聴くことが出来て
しまう現代だからこそ、会場で人間が奏でる生の音
を、お客様の肌で是非感じて頂きたいです。巻き戻
すことの出来ない、一度きりの音楽を脳裏に焼き付
けて頂くことが、クラシック音楽の魅力であり、現代

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
サポートスタッフ募集中
PARASOPHIA（パラソフィア）という言葉の響きとイ

奏者による曲間のトークをはじめ、奏者との近い距離感、元小学
校の懐かしい講堂の雰囲気が相まって、
「初めてクラシックコン
サートを体験してみたい」
という方でもくつろげる演奏会です。金
曜日の夜、普段着で気軽に立ち寄って、世界的な名曲の生演奏を
お楽しみください。
西尾咲子（アート・コーディネーター）

Kyo×Kyo Today vol.5
日時：1月30日
（金）
開場18:30 開演19:00
※受付開始18:00

会場：講堂
出演：小谷口直子（クラリネット）、垣本昌芳（ホルン）、
長谷川真弓（ヴァイオリン）、山本美帆（ヴァイオリ
ン）、金本洋子（ヴィオラ）、木野村望（ヴィオラ）、
ドナルド・リッチャー（チェロ）
曲目：弦楽五重奏曲 第6番 変ホ長調 K.614
ホルン五重奏曲 変ホ長調 K407
クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581
「シュター
ドラー」
料金：一般前売1,800円／一般当日2,000円
学生 1,000円（前売・当日共）※要学生証提示
※イベント情報（P2）もご覧ください

メージが、じわじわと浸透してきています。いよいよ
3月から始まるPARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭
2015。京都で初めて行われる大規模な現代芸術の
国際展です。3月7日(土)から5月10日(日)まで、京都
が誇る歴史的建造物や豊かな自然環境を舞台に、世
界の第一線で活躍する作家が作品を発表します。主
会場は京都市美術館と京都府京都文化博物館。鴨
川や堀川団地、そして京都芸術センターも会場のひ
とつ。ウィリアム・ケントリッジ、蔡國強、ピピロッティ・
リスト、日本からは高嶺格、田中功起、やなぎみわ
など、国内外から約40名の作家が参加します。
PARASOPHIAに向け、京都芸術センターではサ
ポートスタッフセンターを設置し、作家、スタッフと共
に盛り上げるサポートスタッフを募集しています。昨
年9月より募集登録を開始し、現在までの登録者はす
でに様々な場面で活躍中です。オープンリサーチプ
ログラムの会場準備から、ポスター貼り、テープ起こ
しなどの事務局作業まで、会期前から多岐に渡って
PARASOPHIAを支えています。
ま た 、サ ポ ートス タッフ を 対 象 に 、より深く
PARASOPHIAを知るための勉強会や、会期中の
活動に向けた研修会を実施しています。第1回勉強

TOP IC 03
明倫茶会

「ひとひと茶会 ―初釜―」
和ろうそくのおもてなし

明倫茶会
「ひとひと茶会 ―初釜―」
和ろうそくのおもてなし
日時： 1月24日（土）10:00／11:00／13:00／
14:00／15:00／16:00
会場：和室
「明倫」
席主：大西巧（和ろうそく大與 四代目主人）
内容：抹茶 定員：各席14名
料金：1,000円（要事前申込）
申込締切：2015年1月5日（月）
※イベント情報（P2）もご覧ください

会にはPARASOPHIAのアーティスティックディレク
ター、河本信治氏をスピーカーに迎えました。出展作
家の紹介を中心に、どのように作家を選んだのか、
PARASOPHIAの隠れたキーワードなど、芸術監督の
口からPARASOPHIAについて聞けたのは、サポート
スタッフ勉強会ならではの時間。3回目の勉強会には、
出展作家のひとりである田中功起氏が急遽ゲストとし
て登場し、今回京都で制作する新作について語ってく
れました。勉強会・研修会は会期直前まで続きます。
河本氏は勉強会をこのように結びました。
「我々は
みなさんの手助けが必要だ。サポートスタッフの活動
は
『言われたからやりました』
と流す場合もあるだろう

芸術の各分野で活躍する方が席主となってお客様との
一期一会を演出する明倫茶会。お菓子やお茶、設えや
茶道具など随所にこだわりを散りばめた趣向は、現代
の芸術文化の一端を垣間見る機会となり、毎回新たな
発見をもたらします。

1

月の明倫茶会で席主を務めるのは、滋賀県の

湖西にある1914年から続く和ろうそく専門メー
だい よ
カー「大 與 」
を営む4代目主人、大西巧です。代々受
け継がれる伝統の技と現代的な感覚を織り交ぜた
和ろうそくを作っています。また、和ろうそくブランド
「hitohito」を立ち上げ、灯と人を繋ぐことをコンセ

プトとし、火のある丁寧で豊かな暮らしを提案してい
ます。
和ろうそく職人、プロデューサーとして精力的に活
躍する大西が、今回は茶会を通して、現代の生活に
おける灯と人との関係を問いかけます。自然の材料
や蠟の温度、外気温に配慮して、芯に薄い蠟の層を
何枚も巻きつけることで出来上がる和ろうそくは、自
然に近い存在であり、灯もまた自然だと大西は言い
ます。幾重にも重ねられた蠟が炎のゆらぎを生み出
し、ゆっくりと表情を変えていきます。現代における
火のある暮らしを見つめなおしてみませんか。
古来、神事に使われるなど人間の生活と切り離せ
ないものであった火は、その機能が電気にとってか
わられた現代においても、人々を癒す存在として大
きな役割を果たしています。和ろうそくの灯りに包ま
れた空間には、火のある暮らしのヒントが隠されてい
るのかもしれません。あなたは和ろうそくの灯りのな
かに何をみるのでしょうか。
今回、1席を14名と通常より少な目に設定したのは、大西さんがお
客様とじっくり場を共有し、一人ひとりにとって深い時間にしてほしい
という考えがあってのことです。和ろうそくの灯りに包まれた空間で、
匂いや温度さえも感じながら、職人の技と想いを感じてください。
上村絵梨子（アート・コーディネーター）

けれど、もう少し踏み込んで
『なんでこれをやるのだろ

PROFILE

う』
と自分で考えていくようなプロセスであってほしい。

大西巧（おおにし さとし）
近江手造り和ろうそく大與四代目主人。和ろう
そく職人。立命館大学経済学部卒業後、烏丸
二条・松栄堂に入社し、茶の湯と出会う。2004
年に退職後、実父の元で、和ろうそく職人の
修行を始める。2011年、代表取締役に就任。
同年、ディレクター、デザイナーとして関わった
「お米のろうそく」でグッドデザイン賞、グッドデザイン・中小企業
庁長官賞を受賞。2014年創業100周年を機に
「灯と人を繋ぐ」
コン
セプトブランド・hitohito（ひとひと）を立ち上げ、暮らしの中の灯と
人の関係や在り方を問い、発信している。

「ひとひと」
という耳あたりのよい音の中に、
「灯と
人」
というドキっとするような壮大なテーマを仕込
んでみました。ろうそくに限らず、火がなくても十
分に生活できる現在に、
「火を扱える」
ということ
がヒトのアイデンティティではなくなるかもしれない
という未来に、ホモ・エレクトスたちは何を思うで
しょう。
「ひとひと」はヒトに対する警笛なのです！
…なんて、恐い話は初釜には不相応。
「ひとひ
と」
という音のように軽やかに「そんな、あほな」
と
やりましょう。
席主 大西 巧

多分そちらの方が生産的であろうと思う。漫然とこの
期間をPARASOPHIAのために浪費するよりも、自分
自身が考える機会として捉えてもらいたい。そういう視
点に立つと、多分宝の山だという気がするんです」
。
京 都 が 現 代 芸 術 に 染まる6 5 日 間 。あ な たも
PARASOPHIAサポートスタッフとして、この芸術祭
に参加してみませんか。

PARASOPHIAサポートスタッフウェブサイト

www.paravol.jp

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：@Kyoto_artcenter
http://www.facebook.com/kyotoartcenter
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