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TOP IC 01

－新しいファシリテーターと
コミュニティをつなぐプロジェクト－
Dance 4
All 2013
京都で創
るコミュニ
ティダンス
作品『

京都芸術センターでは、2009年度よりコミュニティダンスに
取り組む企画「Dance 4 All」
を開催し、経験豊かなダンサーお
よび振付家をファシリテーターとして招き、子どもからシニアま
でさまざまな世代の参加者とともに、それぞれのバックグラウ
ンド、個性を活かしたダンス作品を創り上げ、上演してきまし
た。2013年度にはその集大成ともいえる
『コミュニティダンス・
フェスティバル2013』
を開催、全国から6つのコミュニティダン
ス・チームが京都に集結しました。京都で創り上げたコミュニ
ティダンスの作品とともに、それら6作品の上演、シンポジウム
や映画上映、ミニトークなどを行いました。
昨年度は
「コミュニティ」の人々とダンスを繋ぐ
「ファシリテー
ター」の育成に焦点をあて、
「Dance 4 All」初となるファシリ
テーターの公募を実施。審査の結果5名のファシリテーター、
市川まや、巖良明、渋谷陽菜、鈴村英理子、余越保子を選出
しました。そして今年度、彼らはそれぞれの作品プランを基に、
出演者を募り、2ヶ月間のクリエーションを経て5月の公演にむ
かいます。今回は2月に行った彼らへのインタビューの中から、
自身の活動や作品への思いを抜粋します。

市川まや（いちかわ まや）

渋谷陽菜（しぶや はるな）

今、
「Kyoto Dance Exchange」
という20代～70代までのダンサー
達と明倫学区で活動しています。

新潟の生まれで、剣道一家の出
身です。父だけでなく兄弟4人が全
員剣道をやっているという家でし

小さい頃からバレエやコンテンポ
ラリーダンスをやっていたのです
が、たまたま京都芸術センターで
「リズ・ラー マン ダンス・エクス
チェンジ」
というダンスカンパニーを知り、コミュニティ
ダンスと出会いました。その後明倫学区の人たちと活
動していくようになり、知らない地域ではあったのだけ
れど、少しずつ顔見知りが増えてきました。
私自身、昔から引っ越すことが多くて、自分の地元と
呼べる場所がどこか、よくわかりません。そんな時に明
倫学区の人たちと出会いました。この土地に何かしら
関わりのある方と、元明倫小学校の校舎のどこかで、

た。ダンスは高校の時から始めま
した。
私は目に見えないけど、確かに
そこにある感覚を凄く大切に思っ
ています。例えば、隣にいる人との距離感や、部屋に
入った瞬間の雰囲気、会話中に一呼吸置きたくなる瞬
間など、日常的に当たり前に感じていることです。
それは幼い頃からやっていた、剣道による日本独特
の所作を習った影響かもしれません。今回、この作品
ではそういった感覚を元に、10年以上なにか一つのこ
とを続けた皆さんと、当たり前だけどその人にしかない
間合いを引き出す作品を創ります。

それぞれの居かたを見つけ、そこに立ち、踊りたいと
思います。

巖良明（いわお よしあき）
ダンスをはじめたのはただ単純
に文化祭でモテたかったからなの
で す が 、モテ た い だ け のツール
だったダンスがいつのまにか生活
の一部になって、自分にはなくては
ならないものになっています。ヒッ
プホップ から始まり、大学時代は
ずっとハウスダンスをやっていましたが、24、5の時に
京都芸術センターでKENTARO!!さんのワークショップ

鈴村英理子（すずむら えりこ）
「Dance 4 ALL」に最初から参加しています。初回の
時は、北村成美さんのアシスタントとして参加したので
すが、そこで北村さんが全く言葉
を使わないことに衝撃を受けまし
た。北村さんは常に誰とでも一対
一の真剣勝負でワークショップも
作品づくりもされていて、どんな人
であろうと手加減はしない。本当
にやるかやられるか、常にそういう
姿勢で接するから参加者もどんどん変わってくる。それ
を間のあたりにしているから、相当なエネルギーがファ
シリテーターには必要だなと感じています。今、娘がい

を受けて、コンテポラリーダンスが好きになりました。そ
こからL.A.に行き、今ここで色んな仕事をさせてもらっ
ています。

るんですが、子育てに対しても、そういう風に接するこ
とが出来ていて、すごくいい経験を今までさせて貰った

「モテる」ためには欠点やコンプレックスをさらけ出し
て、素の自分が全部出た時の方がかっこいいのではな

なあと実感しています。今回の作品は、赤ちゃんとお母
さんをテーマとしています。お母さんたちにとって子育

いかと思います。そういう雰囲気に今回の作品をもって
いきたいです。

てが楽しくなり、その後の人生に繋がるようなきっかけ
になればいいなと考えています。

ハイウェイ
』撮影：
草

本利枝

余越保子（よこし やすこ）
2 年 前まで 外 国 人としてニュー
ヨークで、日本 の 文 化とアメリカ
の文化の軋轢の中でコミュニティ
というものをいつも意識してダンス
を作ってきました。自分がどこかひ
とつのグループ に所属していると
いうよりも”myself and others”と
いう感覚が強い。そういうことを30年前アメリカに渡っ
たときからずっと考えています。この10年間は、ニュー
ヨークのプロのダンサーと 歌舞伎役者、日本舞踊家、
邦楽家が同じ舞台に立つ作品を制作してきました。我々
アーティストは、コミュニティをつなぐ文化大使のような
ところがあると思うのです。作品をいろんな土地の観
客に運ぶことを含めて、今まで自分が創ってきたものは
全部コミュニティダンスとも言えます。普通ならば接点
のないコミュニティにダンスが介入することで、お互い
を寄せあう接着剤となる役割があるからです。

「Dance 4 All」初の試みである公募によるファシリテーター選出。5名
のファシリテーターたちは、出演者の方と出会い、作品プランについ
て考えを深め、一つ一つの作業を手さぐりで進めています。彼らの姿
をみていると
「踊るってなんだろう」、
「コミュニティダンスってなんだろ
う」、簡単に答えのでない問いが頭に浮かんできます。真摯に向き合う
彼らに思わず背筋を伸ばしながら、5月公演にむけてどのような作品が
紡ぎ出されるのか、自分自身もわくわくしています。
芝田江梨（アート・コーディネーター）

Dance 4 All 2015 －新しいファシリテーター
とコミュニティをつなぐプロジェクト－
日時： 5月31日（日）14:00／18:00
会場：講堂ほか
料金：前売1,000円／当日1,500円

（5作品の鑑賞が可能）※小学生以下無料

演目：市川まや「舎、ieie」
巖良明
「モテる男になるためには…」
渋谷陽菜
「Space」
鈴村英理子
「わたしのたからもの」
余越保子
「YOU YEAH!」
(五十音順)

※プログラム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

ワークシ
ョップの
様子

Illustration by Shiho Ueda／Logo design by Su-
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第325回 市民寄席

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

日時： 5月15日（金）
開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演・演目：桂弥太郎「動物園」
桂文華「近日息子」
林家染二「三年目」
笑福亭三喬「近江八景」
（出演順）

料金：前売1,500円／当日1,800円
主催：京都市、ロームシアター京都（公益財団
法人京都市音楽芸術文化振興財団）

問合せ：ロームシアター京都 開設準備室
TEL：075-746-3355

美術
展覧会ドラフト2015
PARASOPHIA特別連携プログラム
川村麻純『鳥の歌』

河本信治（PARASOPHIAアーティスティックディレ
クター）の審査により選出された川村麻純の展

示プランを実現。日本と台湾の関係史をテー
マとした映像、写真によるインスタレーション
作品を展示。
会期：3月7日（土）
－5月10日（日）
10:00－20:00

PARASOPHIA:

京都国際現代芸術祭2015

アーノウト・ミック
『異言』

大企業の社内行事と現代の宗教儀式とをパ
ラレルに見せることにより、国境を越えた新
たな宗教運動の出現について探求する大規
模なインスタレーションを展示。
会期：3月7日（土）
－5月10日（日）
10:00－19:00
※月曜閉場、ただし5月4日（月・祝）は開場。
入場無料

会場：講堂

第30回 ペトロフ・ピアノコンサート
～ペトロフピアノで彩るクラシックの名曲～

明倫小学校でずっと使われていたペトロフ社
製ピアノが多くの方々の協力で修復され、京
都芸術センターへと受け継がれています。そ
の音色をお楽しみください。
日時： 5月23日（土）開場17:30 開演18:00
会場：講堂
（ピアノ）
（ピアノ）
出演：森田有衣子
、西村あゆみ
料金：1,000円
主催：明倫自治連合会・明倫ペトロフの会
問合せ：明倫ペトロフの会（小島）
FAX：075-231-0727

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/

大長編 男肉 du Soleil『鉄球』

日時：5月20日（水）19:00
21日（木）19:00★
22日（金）19:00★
23日（土）13:00／18:00★
24日（日）13:00

悪い芝居vol.17『キスインヘル』大阪公演

日時：6月17日（水）19:00◎
18日（木）19:00◎
19日（金）19:00
20日（土）13:00／18:00
21日（日）13:00／18:00
22日（月）19:00
23日（火）14:00
会場：HEP HALL（大阪市北区）
料金：悪い芝居結成10年記念公演開幕チ
（◎のステージ）前売3,000円／当
ケット
日3,500円
一般前売3,800円／当日4,300円
U25前売2,800円／当日3,300円
高校生前売2,000円／当日2,500円
問合せ：悪い芝居
TEL：090-3941-1481
E-mail：info@waruishibai.jp
WEB：http://waruishibai.jp/KIH/index.html

★おまけトークショーあり

会場：元・立誠小学校 音楽室（中京区）
料金：一般前売2,500円／当日2,900円
学生前売2,000円／当日2,500円
男肉飛び散る席 前売2,000円／当日
2,500円（最前列・最も間近で出演者と触れ
合えます）

絶対安全席 前売・当日3,000円（最後
列・このエリアには出演者は立ち入りません）

問合せ：サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400（平日12:00－19:00）

田中遊『戯式vol.4』京都公演

日時： 5月23日（土）19:30
24日（日）15:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般2,000円／22歳以下1,500円（前
売・当日共）

※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南

アラヤー・ラートチャムルーンスック展
『NIRANAM 無名のものたち』

タイ出身の国際的美術家アラヤー・ラートチャ
ムルーンスックが、昨年5月から6月にかけて
京都に滞在して制作した映像・写真による新
作インスタレーションを展示。
会期：5月18日（月）
－6月14日（日）
10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南、談話室、インフォメー
ション
［関連企画］
ギャラリートーク
作品制作に関わった人たちを迎え、作家本人
とともに、作品について語り合います。
日時： 5月22日（金）18:00－19:30
会場：ギャラリー南
（アーツイニシアティヴトウキョウ
進行：堀内奈穂子
［AIT/エイト］
キュレーター）

料金：無料
定員：30名（事前申込不要・先着順）
※逐次通訳あり
※TOPIC02（P4）もご覧ください

伝統
五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第23回「鳴物を聴く～応用編～」

月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企
画。5月は、鳴物の役割に着目します。今回は
新たなコラボレーションにも挑みます。
日時： 5月16日（土）16:00－17:30
会場：講堂
講師：中村壽慶（邦楽囃子方）、中村圭介（ピア
ニスト）ほか
料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）

ダンス
Dance 4 All 2015
～新しいファシリテーターとコミュニティを
つなぐプロジェクト～

昨年度公募により選出した5名のファシリテー
ターによる公演。
日時： 5月31日（日）14:00／18:00
会場：講堂ほか
料金：前売1,000円／当日1,500円
（5作品の鑑賞が可能）

※プログラム詳細はウェブサイトをご覧ください
※Topic01（P1）もご覧ください

大植真太郎オーディションワークショップ

ネザーランド・ダンス・シアターなど海外カン
パニーでの活躍で知られる振付家・ダンサー
大植真太郎による新作ダンス作品出演者を
募集、選出する。作品は8月に京都芸術セン
ターにて上演。
日時： 5月31日（日）13:00－18:00
6月1日（月）15:30－21:30
会場：フリースペース
料金：無料（要事前申込）
※お申込の際、事前に参加希望日、時間
帯をお知らせください

対象：年齢、性別不問

※パフォーマンスに加え音楽の経験があ
れば好ましい
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明倫ワークショップ

制作支援事業
第238回 市民狂言会

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・要
事前申込）

WI'RE
「電子音響音楽制作ワークショップ～声
を使った音作品を作ろう～」

“声”を録音してパソコンで音作品を作ろう。
音楽を作った事が無い方、パソコンが苦手な
方でもOK。WI'RE音響担当の石上和也がナ
ビゲート。他メンバーも参加！
日時： 5月2日（土）13:00－18:30
会場：和室「明倫」
定員：10名
持ち物：
1. パソコン(WindowsまたはMac)
2. ヘッドホン
3. USBメモリ
4. 本・雑誌など(録音時に使用、無くても可)
※申し込み時に下記をお知らせください
1. 持参されるパソコン（WindowsまたはMac）
2. 可能であればOSの種類(バージョン)

新世界ゴールデンファイナンス
「数字で振付をして舞踏っぽく踊ってみよう」
右ひじを7cm上げる。40秒かけて頭を右に倒
す。5回肩甲骨を動かす…。など数字を使っ
て振付を行います。最後には照明と音を入れ
て、簡単な発表会を行います。ダンス未経験
の方でもお気軽にご参加下さい。
日時： 5月2日（土）20:00－21:30
会場：和室「明倫」
定員：10名

悪い芝居
「演劇的観点から楽しむ
『遊び』」

みんなで気軽にできる単純な
「遊び」
でも、目
標や姿勢を変えるだけでとても豊かな体験が
出来ます。
軽く身体を動かして、頭に汗をかきましょう。
日時： 5月9日（土）15:00－16:30
会場：制作室2
定員：12名
対象：演劇に興味のある方
※動きやすい服装でお越しください

THE ROB CARLTON
「『なんてことのない台本』
を面白くしてみ
ましょう」

THE ROB CARLTONで作・演出を務める村
角太洋がこのワークショップのために用意し
た
「なんてことのない台本」
を元に、皆様と一
緒に俳優を動かしながら演出を考えます。
是非一緒に・・・
「なんてことのない台本」
を面
白くしてみましょう！小さなお子様も大歓迎！
日時： 5月24日（日）14:00－16:00
会場：ミーティングルーム2
定員：10名

発表支援事業（共催事業）
LYÖSTRAINI～リアストゥライニ～
京都公演

二十五絃箏とレーナ・ヴィッレマルクの歌声、
巨匠アンダーシュ・ヤーミーンのコントラバス
の音が響き合う。
日時： 5月14日（木）開場18:30 開演19:30
会場：講堂
出演：レーナ・ヴィッレマルク（Vo/フィドル /
Va）、中川果林（二十五絃箏）、アンダー
シュ・ヤーミーン（B）
料金：3,500円（前売・当日共）
主催：Asian Cape Connection
問合せ：Harmony Fields
E-mail：info@harmony-fields.com

てんこもり堂×KAIKA劇団 会華&開可
『お家に帰りたい』

W・シェイクスピア
「ヘンリー五世」
から着想を
得て、ある家族と家族を囲む町の人々のお話。
日時： 5月4日（月・祝）15:00／19:30
5日（火・祝）15:00／19:30
6日（水・祝）15:00
会場：アートコミュニティスペースKAIKA（下
京区）

料金：前売1,700円／当日2,000円  
ペア（家族割）3,000円（前売のみ）
問合せ：てんこもり堂（きん）
TEL：090-9701-9962
E-mail：tenkomoridou@yahoo.co.jp
WEB：http://tenkomoridou.at.webry.info/

應典院舞台芸術祭space×drama2015
参加公演
努力クラブ９
『彼女じゃない人に起こして
もらう』
日時：5月7日（木）19:30◎
8日（金）19:30★
9日（土）14:00／19:00
10日（日）14:00／19:00★
11日（月）14:00

※開演の45分前から受付開始、30分前か
ら開場
◎初日値引 ★アフタートークあり

会場：シアトリカル應典院（大阪市天王寺区）
料金：一般前売2,300円／当日2,800円
学生前売1,800円／当日2,300円

日時：6月26日（金）
開場18:30 開演19:00
会場：京都観世会館（左京区）
演目：郭公、吹取、泣尼、神鳴
出演：茂山千五郎、七五三、千三郎 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、チケット
ぴあ（Pコード：443－206）
※団体券2,200円（20名以上）は京都
芸術センターにて取扱

平成27年度 市民狂言会
年間席札販売

公演日：6月26日（金）、8月20日（木）
（金）
（金）
12月4日
、2016年3月4日
会場：京都観世会館（左京区）
料金：8,000円（全４回分）
限定100枚

※お一人様2枚まで。完売次第終了
年間を通して前売券をご購入いただくより
も安くなります

素謡の会「宙にただよう恋」
第1回《楊貴妃》

日時： 6月11日（木）
開場18:30 開演19:00
（受付開始18:00）

会場：大広間（待合：講堂）
出演：杉浦豊彦、河村晴久、分林道治、
宮本茂樹、田茂井廣道
料金：前売1,500円／当日1,800円

素謡の会「宙にただよう恋」
年間席札発売

日時：6月11日（木）、9月17日（木）
11月5日（木）、2016年2月4日（木）
開場18:30 開演19:00
（受付開始18:00）

会場：大広間（待合：講堂）
料金：5,000円（全4回分）
限定80枚

※お一人様2枚まで。完売次第終了
年間を通じて前売券をご購入いただくより
も安くなります

（セブン・イレブン、
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
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

◎初日値引：前売1,800円／当日2,300円
（一般・学生共）

問合せ：努力クラブ
TEL：070-6547-9680
E-mail：doryokukurabu@yahoo.co.jp

KUNIO番外公演『ともだちが来た』

日時：5月14日（木）19:00
15日（金）19:00
16日（土）13:00／16:30
17日（日）12:00
会場：元・立誠小学校 音楽室（中京区）
料金：一般前売2,800円／当日3,500円
学生前売2,000円／当日2,500円
問合せ：KUNIO
TEL：075-712-6004
E-mail：info@kunio.me
WEB：http://www.kunio.me

應典院舞台芸術祭space×drama2015
参加公演
第20次笑の内閣『名誉男性鈴子』

日時：5月14日（木）19:30
15日（金）19:30
16日（土）14:00／18:30
17日（日）11:00／15:30★
18日（月）14:00★
★アフタートークあり

会場：シアトリカル應典院（大阪市天王寺区）
料金：前売2,500円／当日3,000円
京都滋賀割（前売）2,000円
問合せ：笑の内閣
TEL：090-2075-0759
E-mail：waraino_naikaku_u@yahoo.co.jp
WEB：http://warainonaikaku.sitemix.jp/

Quiet.Quiet『条例』

生きること、死ぬこと、殺すこと、裁くこと。死
刑制度を基軸に人間を考察します。
日時：5月16日（土）15:00／19:00
17日（日）11:00／15:00
会場：KAIKA（下京区）
料金：前売1,700円／当日2,000円
問合せ：Quiet.Quiet
TEL：050-3554-2369(ツジサキ）
E-mail：info@quiet-quiet.com
WEB：http//www.quiet-quiet.com

トラディショナル・シアター・トレーニ
ング（T.T.T.）2015 受講生募集

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24日（金）
－8月12日（水）
応募条件：演劇・ダンスなど、舞台芸術
に関わる表現活動もしくは研究
活動を行っている方。原則として、
オリエンテーションから発表会ま
での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・性別は不問
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
（※審査あり）50,000円
スト
※リピーター割引（過去にT.T.T.を受講
した方）一般50,000円／学生・アー
ティスト40,000円

〔必着〕
締切：6月30日（火）

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

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。
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
・ アートコーディネーターによるサポート
〔必着〕
締切：6月30日（火）

作家ドラフト2016 作品展示プラン募集

若手アーティストの発掘・支援を目的と
した作品公募。ギャラリー北・南のいず
れかの空間のための作品展示プランを
公募します。
審査方法：書類選考にて各ギャラリーに
つき入選者各1名（組）を決定
審査員：小沢剛（アーティスト、東京藝術大
学先端芸術表現科准教授）

アーティスト・イン・レジデンス2016
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。
2016年度はパフォーミング・アーツの分
野を募集します。
滞在期間：2016年4月1日（金）
－2017年
（3ヶ月以内）
3月31日（金）
応募資格：
・ パフォーミング・アーツの分野の芸術

支援内容：
・ 作品制作、運搬、展示及び撤去のた
めの費用として、1名（組）につき30万円
を支給
・ 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：2016年2月
〔消印有効〕
締切：5月10日（日）

募集要項および応募用紙は、京都芸術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。
（持参の
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、必要書類とともに同センターまで送付または持参
場合は締切日の20時まで）
。

関西圏の公演•展覧会について、

美術

若手レビュアーが月替りで執筆します。

ダンス

ファッションの
阪神間らしさとは？

の美意識を明確にしようという姿勢を固持していたのだろ
う。ダンサーが手に電球を包んで下腹部に包んでは開く、

～『細雪』
ののちに～

暗喩豊かな振り付け。コンテンポラリーダンス作品の構成

今とつながっている身体

サワシュ晃子

と言えばエンターテイメントの構成を拒むところがあるよ
うな気がするが、
「余白」は起伏があり、どこかレビューの

高橋良明

展示風景

ようにまとめられており、見やすい作品だった。
「余白」
のエンターテイメント性と
「under」
の不気味さ。ど

『1950－70年代の阪神間スタイル』

ちらも明確な意識を以って製作された作品であり、それに

国内ダンス留学＠神戸3期生成果上演

明治時代末期から昭和にかけての阪神間では、阪急電

神戸ファッション美術館（神戸市東灘区）

重ねた作品だけあって、ダンサーの集中力と理解力は非常

3月14日（土）
－15日（日）

けていたことも事実である。

1月17日（土）
－4月7日（火）

見合う明瞭な認識で拝見する事ができた。選考され上演を

車と阪神電車の開通をきっかけに、
『細雪』の主人公一族
のような富裕な中産階級を中心とする、新たな文化圏が

に高く保たれていた。例えば
「余白」
ではほとんど一枚一枚

ArtTheater dB神戸（神戸市長田区）

形成されていた。そこでは、神戸港から流入する西洋と上

の絵のようにシーンが進む。自らのポーズを把握し、客観的
てが彼らの肉体で占められてしまう錯覚すら覚えた。

国内ダンス留学＠神戸のショーイングを拝見した。国内

方の伝統が入り交じった、独自のモダンな文化が爛熟を

谷崎潤一郎が『細雪』で描いてみせた、昭和初期の豊

な検証もされていたからであろう。そのうち、視界のほぼ全
状況の様々に違う若いダンサー達が
「留学」
によって得ら

かな阪神間のライフスタイルを彩る、四姉妹の艶やかな

見せる。ファッションの面でも当然、日本の最先端をいっ

衣裳の競演。作品の鍵でもある、和服を好む三女・雪子と

たのが阪神間だった。日本初の月刊ファッション誌がここ

各所から参加した２０代前半の若手ダンサー達が、長期間

れたものを、幸運にも十二分に感じる事が出来た。各地か

流行最先端の洋服を着こなす四女・妙子の鮮やかな対比

で創刊され、日本中の多くの人がまだ和服であった当時、

にわたり共同製作をした成果の上演であった。二本の作

ら集まり、訓練して見つめ続けた美が成果になって現れた

は、阪神間の成熟したお洒落文化を当時の世間に印象付

阪神間にはアメリカで流行りのファッションが紹介された。

品であったが、どちらも丹念に作りこまれ、それ以上に洗

時、この留学は観客の眼前に時代の美を現出させていた。

けた。

練された作品だったように思う。

帰国した彼らの、それぞれの土地での活躍を願っている。

（振付：上野愛実）
はオーソドックスな作
一本目の
「under」

（3月15日観劇）

品に見えて、実は“鑑賞者の認識”を焦点にした作品だっ

たかはし よしあき／インタビュアー●「京都の演劇人にインタビュー 頭

たのではないか。ダンサー達がユニゾンして一体になっ

を下げれば大丈夫」
というウェブサイトを製作しています。最近はとみ
にダンサーの方々への取材を行っています。次は衣裳の方々への取材

たかと思えば一人が離れ、他の四人と不気味に異なる振

が多くなるかも？何となく、そんな気分です。http://www.intvw.net/

付を提示する。その震えは時におぞましい予感を伴うもの

このような歴史について、本展で全く触れられていな

時代は下り、阪神間でデザイナーの田中千代、上田安

かったのは残念だ。今回取り上げられていたデザイナーは

子、石津謙介、原田和枝、コシノヒロコらが活躍した1950

皆、東京にも劣らぬ関西ファッションの一時代を築いた存

年代から70年代の「ファッションにおける阪神間の特性

在である。とはいえ、彼らが阪神間を活動の拠点としたの

を紹介」する、というのが本展のテーマである。最初の見

は、単なる幸運な偶然ではなかったはずだ。彼らが登場し、

所は、関西で洋裁学校を作った田中や上田が企業との

活躍する、その土壌が阪神間にはあった。ファッションの

連携で製作した、ディオールのスーツとドレスだ。今で言

阪神間らしさ解明の鍵は、ここにあるのではないだろうか。

で、個人のコンプレックスを呼び起こすような感触を伴っ

うライセンス商品であるが、大阪で行われたそのお披露

以前、コシノヒロコ氏にお話をうかがった時、上方文化

ていた。群体から外れた異常に、両親に置き去りにされた

目ショーへの高い注目度を、当時の新聞記事が伝えてい

を背景とした「中に秘めた情熱」や「情念」が「大阪に育っ

ような不安感を感じたのだ。この感慨は具体的に自分の

る。さらに、アイビールックの旗手、石津によるVANのジャ

たデザイナー（による作品）の特質」だとおっしゃった。その

どの思い出が原因なのか自らの経験をまさぐらずにおれ

ケットやスーツとともに、モダン都市・大阪の象徴である

彼女が初めて出した心斎橋のお店の顧客は、
『細雪』の

ない、いわば不愉快な鑑賞体験であった。また、ダンサー

クラブコスメチックスの化粧品が並ぶ。一方では、原田の

世界を彷彿とさせる、関西の有名企業の夫人や令嬢たち

の身体は人とも物体とも取れるぐらい曖昧で、次の作品と

色鮮やかなミニのワンピースが、スウィンギング・ロンドン

だったという。上方文化の洗練の中に生きた『細雪』の姉

は好対照である。

が流行した時代の雰囲気をよく伝えている。帯のようなデ

妹のお洒落魂が、戦後の阪神間にも脈々と受け継がれて

（振付：長屋耕太）はとても
「余白に満ちたかはたれとき」

ザインが特徴のミニのアンサンブルや、エスニック風ワン

いたと言えそうだ。

挑戦的な作品だった。冒頭のシーン、天井からニスのよう

ピースはコシノのもので、一際個性的で多国籍な印象だ。

に垂れる光と、照らされた身体の稜線が印象的な作品で

作品は、それぞれが当時の空気を漂わせる貴重なサンプ

あった。しかし徒にエロに傾く事はなく、むしろ丁寧に身

ルで、実に目に楽しい。とはいえ、構成という点では、個々

体を運用し、鋭いイメージを空間に刻む。振付家は自ら

人の作品を並べるのに終始し、いささかコンテクストに欠

撮影：岩本順平

伝統

気を得た。これが人形芝居と結びついて今日の人形浄瑠璃、

溢れ出る情感
北見真智子

楽曲「童神」
で締めくくられた。物語終盤、チルーは病床の中

「浄瑠璃を聴きに行く」
と表現したほど、人形浄瑠璃の芝居に

で母親の夢を見る。まさに死を迎えた時、語り手の古謝自身

おいては義太夫節の比重が大きい。したがって、沖縄音楽と

が人形を抱え、あたかもその場にチルーと母親がいるかのよ

の組み合わせにいささか不安を抱いていた評者であったが、

うな悲哀の情景を作りだした。人形遣いの手元から人形が離

その懸念を一蹴する魅力ある舞台となった。

れることに驚きを隠せなかったが、逆にその手法は母子への

木偶舎による
「寿二人三番叟」。義太夫節にあわせて三番叟の
連れ舞うさまは、開幕にふさわしい賑やかさを呈していた。続
く古謝美佐子の歌のメドレー
「この地球（ほし）に生まれて」は、

3月14日（土）

ね）
」 遊び仲風」
「
といった琉球民謡が挿入され、最後は古謝の

いわゆる文楽へと続く。かつては
「文楽を見に行く」
とは言わず

公演全体は大きく二部にわかれていた。第一部のはじめは

勘緑人形×古謝美佐子
琉球版人形浄瑠璃『吉屋チルー物語』

サワシュ あきこ／日本学術振興会特別研究員●先日、博士課程を終え
て、研究室の惜別会に出席しました。修了生たちの挨拶を聞きながら、
博士課程とは本当に人生そのものだと感じました。大変なこともあった
けれど、この経験を持てたことを、心からよかったと思います。

誤植のお詫び・訂正のお知らせ
京都芸術センター通信（明倫art）2015年4
月号（vol.179）第1面の最上部に掲載されてい
る下記の写真クレジットに誤植がございまし
た。謹んで訂正いたしますとともに、読者お
よび関係者の皆様にご迷惑をおかけしたこ
とを、深くお詫び申し上げます。

思いを巡らせ、情愛を強く触発させる演出として功を奏したと
言える。

【誤】演劇計画 山下残演出作品『動物の
（2007） 撮影：平野愛
演劇』

＊歌意：この恨めしい比謝橋は、きっと情けのない人が、私を売り渡
そうと架けたのだろうか

→
【正】オープンキャンパス「ショーケース」
垣尾優＆宮北裕美（2010） 撮影：青空

ドヴォルザークの交響曲に沖縄詞をのせた
「家路」や「子守唄

国立文楽劇場（大阪市中央区）

メドレー」、
「安里屋ユンタ」、また沖縄戦をテーマにした古謝
の楽曲「1945の春」
「黒い雨」
など、人生にスポットを当てた作
品が並ぶ。女性民謡グループ「ネーネーズ」に在籍していた頃

「琉球版人形浄瑠璃」
という不思議な見出しを見つけた。

よりもはるかに奥深く、情感あふれる歌声として評者には届い

四百年前に実在した琉球歌人・吉屋チルーの物語を、日本に

た。

残る伝統的な三人遣いの人形と沖縄音楽とで実現する企画で

それをさらに実感させられたのが、第二部の琉球版人形浄

ある。浄瑠璃人形遣いと紹介のある勘緑氏は文楽の世界に入

瑠璃「吉屋チルー物語」～「童神」。貧しさのため、比謝橋を

門後、辞してフリーの人形遣いとなる。主宰する
「木偶舎」は

渡って那覇の遊郭に身売りされた吉屋チルーは、身分違いの

2006年に結成された三人遣い浄瑠璃人形を遣う劇団で、
「吉

恋に苦しんだのち早世する。彼女が8歳の時に残した代表的

屋チルー物語」は、沖縄音楽を代表する歌手の一人である古

な琉歌「恨む比謝橋や

謝美佐子氏とのコラボレーションによるものであった。

＊
架けてぃ置ちぇさ」
が作品の根幹を成す。舞台中央には三線

そもそも浄瑠璃とは語り物全般をさす言葉である。中でも、

情きねん人ぬ

我ん渡さと思てぃ

を手にした古謝が、上手には脚本・構成を手がけた佐原一哉

17世紀半ばに大坂の初代竹本義太夫によって始められた
「義

氏がシンセサイザー奏者として座り、三人遣いのチルー人形

太夫節」は、独特な節回しと、近松門左衛門という作者によっ

が舞台に登場する。ウチナーグチ
（沖縄語）
を交えた語りのほ

て優れた物語を獲得したことから、語り物を代表するまでの人

」 恨む比謝橋」
か、
「てぃんさぐぬ花」
「 琉歌（唱え）「
「 琉歌（つら
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きたみ まちこ／大阪音楽大学他非常勤講師●外国人観光客に対して観光庁
が昨年度に実施したアンケート。日本での一番の興味は
「日本食」
、次いでアジ
ア圏の観光客は
「ショッピング」
、アメリカからの観光客は
「歴史、伝統文化体験」
「舞台鑑賞」
との回答。なかなか興味深いです。
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展覧会ドラフト2015 PARASOPHIA特別連携プログラム
（3/7－5/10）
川村麻純
『鳥の歌』
PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
（3/7－5/10）
アーノウト・ミック
『異言』
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アラヤー・ラートチャムルーンスック展
（5/18－6/14）
『NIRANAM 無名のものたち』
アラヤー・ラートチャムルーンスック展『NIRANAM 無名のものたち』
［関連企画］
ギャラリートーク
Dance 4 All 2015 ～新しいファシリテーターと
月イチ☆古典芸能シリーズ 第23回
「鳴物を聴く～応用編～」
コミュニティをつなぐプロジェクト～
大植真太郎オーディションワークショップ（5/31－6/1）

［明倫WS］WI'RE
「電子音響音楽制作ワークショップ～声を使った音作品を作ろう～」
［明倫WS］新世界ゴールデンファイナンス
「数字で振付をして舞踏っぽく踊ってみよう」

［明倫WS］
悪い芝居
「演劇的観点から楽しむ
『遊び』
」

［明倫WS］
THE ROB CARLTON
「
『なんてことのない台本』
を面白くしてみましょう」

［共催］
LYÖSTRAINI～リアストゥライニ～ 京都公演
［共催］
第325回 市民寄席

［共催］
第30回 ペトロフ・ピアノコンサート
～ペトロフピアノで彩るクラシックの名曲～

図書室休室日：5月29日（金）
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アーティスト・イン・レジデンス プログラム 2015
京都芸術センターでは、京都での創作やリサーチを望む芸術家や芸術分野の研
究者を受け入れるアーティスト・イン・レジデンスを実施しています。アーティストや研
究者が京都に滞在し、異なる文化に触れ、町や人との出会いから刺激を受けながら、

実施している公募プログラムのほかに、2011年からは京都市立芸術大学と連携して

に加えて、昨年度に京都市立芸術大学と連携して招聘したアラヤー・ラートチャムルー

国際的に活躍するアーティストを対象とした招聘プログラムも行っています。

ンスック（タイ）が個展を行います。また、京都のレジデンス関係団体の連携を深め、

2015年度は、ユン・ハンソル（韓国）、山本浩貴（日本）、ディラン・シェリダン&ローラ・

レジデンス事業のアーカイブ化など進める
「Kyoto A.I.R. Alliance Festival 2016」
を

新しい芸術表現を生み出す機会を提供しています。2000年のセンター開設から毎年

（オーストラリア）、マルティ・ルイス
（スペイン）の4組が滞在制作を行うの
ヒンドマーシュ

昨年に引き続いて開催します。

TOP IC 02

本のアラヤー・ラートチャムルーンスックの新作を展示します。アラヤーは、昨

「自分が規定されてきた立場から消えて、身体も感情も移動させて、自分が
別々のところに存在する技術」
と彼女が呼ぶ技術は、前回の京都滞在でも十分に
発揮され、京都芸術センターの植え込みに蚊帳で作った仮設小屋から、特別養
護老人ホームや動物愛護センター、川沿いに住むホームレスの小屋などさまざ
まな場所を移動しながら、撮影とインタビューを重ねました。そのとき集められた
京都に生きる動物や人間、そしてアラヤー自身のとりとめがなく儚い記憶が、こ
の展覧会で館内各所に再び作品となって現れます。

展では、タイの古都チェンマイを拠点に国際的に活躍する映像・写真作家

アラヤー・ラートチャムルーンスック展

『NIRANAM 無名のものたち』

年5月半ばから6月半ばにかけての約1カ月間、京都に滞在し、市内各所でこの
展覧会のための映像や写真を撮りためました。
チェンマイにあるアラヤーの自宅では、15匹の犬が暮らしています。
「生きてい
る命も死んでいる命も、同じ空間に存在する」
というアラヤーは、生きている犬に
加えて、すでにこの世を去って幽霊になっている犬とも一緒に暮らしているそう
です。そんな日常生活の中で自然に培われた感覚が作品制作行為と一体をなし
ており、生と死、現実と夢、人間と動物などの境界線が曖昧であり、自分が今い
る次元から離れることの意味を問いかけるような作品をつくってきました。

本展では、館内の随所に作品が点在します。
「消えては現れ、別々のところに…」
というアラヤー
の得意技はこの展覧会でも発揮され、私たちを彼女独特の世界観に浸らせてくれそうです。
西尾咲子（アート・コーディネーター）

PROFILE
アラヤー・ラートチャムルーンスック（Araya Rasdjarmrearnsook）
チェンマイ在住の映像・写真作家。
バンコクのシラパコーン大学グラフィックアーツ専攻修士課程修了。
「ド
（2012）
（2010）
（サンフランシスコアジア美術館、2012）
や
「シドニー・ビエンナーレ」
、
『アジアの亡霊』
な
クメンタ13」
ど、世界各地の芸術祭や企画展に出品、日本での展覧会は
『風穴：もうひとつのコンセプチュアリズム、
（国立国際美術館、大阪、2011）
、
（横浜美術館、神奈川、2013）
『熱々
！東南アジアの現代美術』
など。
アジアから』

アラヤー・ラートチャムルーンスック展『NIRANAM 無名のものたち』
会期：5月18日（月）
－6月14日（日）10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
会場： ギャラリー北・南、談話室、インフォメーション
［関連企画］ギャラリートーク
日時： 5月22日（金）18:00－19:30 会場：ギャラリー南
（アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]キュレーター）
進行：堀内奈穂子
料金：無料 定員：30名（事前申込不要・先着順）
※逐次通訳あり ※イベント情報（P2）もご覧ください
（撮影：Ratchata Suwansilp）
京都市内の各所をリサーチしたときの画像

TOP IC 03

わってきました。これまで私は、社会政治学的な価値や、演
劇の可能性とは何かを示すことが出来ないか模索してきま
した。私の作品は、すでに世の中にあるものを写しとるので
はなく、全く新しいものを発見するプロセスなのです。伝統
的な演劇の枠組みにとらわれず、多様な分野の人々とのコ
ラボレーションによって、新作を創作したり、古典的な作品
を新たな形で発表したりしてします。

ユン・ハンソル／山本浩貴

INTERVIEW

ま

ず、最初にレジデント・アーティストとしてお迎えする
のは、ユン・ハンソルさんと山本浩貴さんです。5月前
半から滞在制作を始めるお2人に、これまでの活動や京都
でのプランについて、それぞれにお話を伺いました。
─これまでどのような活動をしてきましたか？
ユン・ハンソル：幸いなことに私は1996年から演劇に携

は
「移住」、
〈情報のmigration〉
は
「移動」
を意味します。加
速する人と情報のmigrationのグローバル化に伴うコミュニ
ケーションの変容は、京都という都市やそこに暮らす人々に
どのような影響を与えているのでしょうか。私は今回、留学
生や外国人労働者など京都に
「移住」
してきた人々との共同
作業の中で、彼ら／彼女らの目を通して、その問いに向かい
合いたいと考えています。私のプロジェクトは、人々を巻き込
むことで成立する参加型のアートです。migrationというテー
マに政治学や文化人類学など他分野の知見からアプローチ
している学生・研究者の方々や、このテーマに関心をもつ京
都近郊の方々の参加を期待しています。

─京都でレジデンスをしたいと思ったきっかけは何ですか？
ユン：2012年、
「ステップメモリーズ―抑圧されたものの帰
還」がフェスティバル/トーキョー12に招へいされましたが、
これが日本のアーティストと共同製作した最初の機会でし
た。これは好奇心を刺激する出来事で、日本を理解し日本
の芸術家と共同製作したいと思うようになったきっかけでし
た。その後日本のアートシーンを調べたのですが、京都が、
若く実験的な芸術家が集まり、演劇のみならず、音楽、映
像、様々な分野にわたる面白い作品がつくられる場所であ
ることを知りました。彼らと出会い、共同製作をする機会が
出来ればと思います。
─今回のレジデンスでは、どのようなことをされる予定ですか？
ユン：私は
「I'm the sexking」
という作品を2011年に創作し
ました。この作品は性を扱ったポストドラマ演劇と呼ばれま
したが、本作を京都の芸術家との協働で、性に限らない新
たなテーマに基づいて再創作できればと思います。音や映
像、インスタレーションなどを用いて、全く新しい京都バー
ジョンを上演したいです。そのために、京都のアートシーン
を実際に見て、様々な分野の芸術家・プロデューサーと対話
をしたいですね。

山本浩貴「第三世界でアルテ・ポーヴェラを再生産する」(2013年）

＊ ＊ ＊
─山本さんは京都にどのような印象を持っていらっしゃい
ますか？

韓国在住の劇作家と、イギリス在住の研究者、全く異なる背景を持つ
2人には京都という街はどのように捉えられるのでしょうか？成果発表と
して、ユンさんは演劇公演を、山本さんは展覧会やレクチャーを予定し
ています。ぜひお見逃しなく！
岩村空太郎（アート・コーディネーター）

PROFILE
ユン・ハンソル（Hansol Yoon）

山本浩貴：京都の特異性はその伝統と革新の融合形式に
あると考えます。京都は日本の代表的な古都であると同時
に、学問や政治経済の最先端を走る
「グローバル・シティ」
のひとつでもあります。
「伝統」
という概念は、グローバル化
がもたらす多文化主義や知の水平化と相反する面があるよ
うにも思われます。京都において、
「伝統」
と
「革新」がいか
に融合、反発あるいは共存しているかに関心があります。
─京都ではどのような滞在制作をされますか？
山本：今回のテーマは
「migration」
です。
〈人々のmigration〉

演出家・演劇集団
「グリーンピグ」
代表。1972年生まれ。大学で社会学を専
攻した後、漢陽（ハンヤン）大学演劇映画科大学院、コロンビア大学大学院
で演劇を学ぶ。2006年にグリーンピグを結成し、代表と演出を務める。近
年、韓国で最も動向が注目される演出家の一人。11年、今後の躍進が期
待される韓国のアーティストに贈られる
「斗山蓮崗（トゥサンヨンガン）芸術賞」
を受賞。現在、檀國（ダングック）大学校教授。

山本浩貴（やまもと ひろき）
一橋大学社会学部で宗教社会学を専攻した後、ロンドン芸術大学のチェ
ルシー・カレッジ・オブ・アーツで修士課程を修了。現在ロンドン芸術大学
CCW大学院の博士課程に在籍。非欧米のアートやデザインの研究に特化
したロンドン芸術大学付属トランスナショナル・アート研究所（TrAIN）に博士
研究員としても所属。平成27年度ポーラ美術振興財団在外研修員としてイ
ギリスにて研修。

ユン・ハンソル『1984』

PARASOPHIA:

京都国際現代芸術祭 2015

世界の第一線で活躍する約40名の作家が出品している
「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015」
も、いよいよ会
期が5月10日
（日）
まで。芸術祭を支えるサポートスタッフの姿
をご紹介します。

「シェルパ・ツアー」

毎週土曜・日曜の午後2時から京都市美術館で行うサポートスタッ
フによる対話型の鑑賞ツアーです。簡単な解説を行い、感想の共有
を目指します。
「シェルパ」
と呼ばれる、その日の担当スタッフが選ん
だルートでご案内します。
実施日：毎週土曜・日曜日14時〜
所要時間：40分程度 定員：15名程度
※参加には入場券が必要です

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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