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NEW INCUBATION 7

第7回となる今回のNEW	 INCUBATION展『パラレルワールド	または私
は如何にして世界を愛するようになったか』では、若手作家EUGENE	

KANGAWA	とベテラン作家PIERRE	JEAN	GILOUXを招き、それぞれの視点か
ら「現代の風景」を描き出した映像を展示します。両者の映像作品はともに壮麗
な光景を映し出していますが、現実のイメージへの介入の仕方、すなわち、どの
ように世界を見て、どのように理解し、どのように再構成したのかは対照的です。
こうした両者の対比は、それぞれの制作方法の違いに顕著にあらわれており、
KANGAWAの方法は「最小限の介入」、GILOUXの方法は「最大限の介入」と言うこ
とができるように思います。

たとえば、KANGAWAの前作《from	 the	 future》(2011－)は、震災後の福島と
クメールルージュ後のプノンペン(カンボジア)の実写映像を、ある旅人の手記に基
づいた視点からつなぎ合わせることで、ドキュメンタリーの様相を呈していなが
らもその実はメンタルマップにも似た風景を描き出しています。また、《After	 the	
War》(2011－)は、「今日」と同じ日付に世界中のどこかで行われた戦争にまつわる
映像が収集され、ウェブ上で自動的に上映され増殖し続けるという、一種のファ
ウンド・フッテージによるアーカイブプロジェクトです。今回は、東北の山岳信仰
をテーマとした映像作品《山水》(2015)を南ギャラリーに展示しますが、いずれもイ
メージそのものは改変せずに、客観的な視点で撮られた映像を、アーティスト自
身が設けた設定や脚本にしたがって「切り取り、並べる」という行為によって基本的
に制作されています。
その一方で、GILOUXは、CGやデジタル処理を駆使して、実写の映像にフィク

ションを織り交ぜた作品をつくりあげます。“Commercial	Fragmentation”（商業的

な断片）と名付けられた5つの短編映像のシリーズ作品（2008－09）では、美術史から
ハリウッド映画まで様 な々文脈を参照しながら、現代の人間や社会のメタファーある
いはカリカチュアとして擬人化したキャラクターの物語を創作しました。GILOUXは、
2010年から断続的に日本に滞在して近代以降の日本の都市の変容をテーマとした
連作“Invisible	Cities”を制作しており、今回はその中から日本の近代建築運動メタ
ボリズムをモチーフとした作品《Metabolism》などを出品します。彼が制作する映像
作品は想像力とユーモアにあふれたヴィジョンで人 を々幻惑します。
しかしながら、一見すると非常に異なる両者の映像作品が結果的にどこか近し

いものに感じられるのは、現実と非現実とが判然としなくなる瞬間です。自然風
景が現実以上の強度で切り取られ、つくり込まれたKANGAWAの映像は、むしろ
完全なる創作にも接近していっているように見える一瞬があります。その一方で、
GILOUXがデジタル画像処理によって再構築した虚構の都市は、生物のように有
機的に変態していく現実の都市の姿を神秘的に描いているようです。このように
現実と非現実が入り混じった彼らの映像は、どこか予兆的で現代の世界に対する
カウンターイメージとしても機能しています。

本展の関連企画として、ニュイ・ブランシュKYOTO	 2015が開催される10月
3日から数日間、期間限定でギャラリー以外でもこの2人の作家はインスタレー
ションを展示し、新たな「パラレルワールド」を繰り広げます。

ベテラン作家と若手作家とが出会い、互いに触発し合うことで、現代美術が抱えてい
る問題や、社会に対してできることを浮き彫りにすることをテーマとした展覧会NEW	
INCUBATION。本展は、出展するアーティストにとっても、鑑賞者にとっても、刺激に富
んだ挑戦の場となることを目指しています。

KANGAWAとGILOUXのいずれの作品もハイクオリティーな映像です。関西では見る機会が少ないKANGAWAの
作品と、関西で展示するのが初めてのGILOUXの作品を、この機会にどうぞご覧ください。

古川真宏（アート・コーディネーター）

NEW INCUBATION 7
『パラレルワールド または私は如何にして世界を愛するようになったか』
会期：	9月9日（水）－10月18日（日）10:00－20:00

※10月3日（土）は22:00まで延長開廊
※会期中無休・入場無料

会場：	ギャラリー北・南
出展作家：EUGENE	KANGAWA(ユウジン・カンガワ)、PIERRE	JEAN	GILOUX（ピエール

＝ジャン・ジルー）
協力：アンスティチュ・フランセ関西、ヴィラ九条山

パラレルイベント／ニュイ・ブランシュKYOTO2015関連企画
※詳細はウェブサイト［www.kac.or.jp］、または［www.nuitblanche.jp］をご覧ください

1. EUGENE KANGAWA 
Special Installation
日時：10月3日（土）18:00－22:00、4日（日）10:00－13:00／18:00－22:00、5日（月）10:00－17:00
会場：フリースペース

2. PIERRE JEAN GILOUX
a. Film Screening　　　日時：10月3日（土）夕刻　会場：京都国際マンガミュージアム（中京区）

b. Special Installation　日時：10月3日（土）－9日（金）10:00－20:00
会場：和室「明倫」

EUGENE KANGAWA （ユウジン・カンガワ）

アメリカ生まれの現代アーティスト／映像作家。デザインを専攻後、リサーチをベースに、スクリプトや設定に重点を置
いたフィルム、インスタレーションなどを手がける。特に実写映像やファウンド・フッテージを用いた美しくもミニマルな
表現は気鋭の若手作家として高い評価を受け、2013年にはサーペンタインギャラリー（ロンドン）のプロジェクトに参加。
また、2011年から手がける二つの作品《from	the	future》(2011-)と《After	the	War》(2011-)が、世界的な音楽家である
テリー・ライリーの共感を呼び協業を行う（東京、2014）。また同時にKANGAWAは、都市計画や特許研究、人工知能や
教育の研究などに携わるなど、そのダイナミックな活動が新たなアーティスト像、映像作家として世界的な注目を集め
ている。これらの活動はすべて、アーティストにとっては映像作品と並列のコンセプチュアルな作品であり、KANGAWA
を擁するON（株式会社オブジェクト・オブ・ヌル）も、彼の活動を最大化する組織として様 な々領域から評価を受けている。

PIERRE JEAN GILOUX （ピエール＝ジャン・ジルー）

アーティスト・映画監督のピエール＝ジャン・ジルーはリヨン国立美術学院で学んだ後、チェルトナム美術大学（イギ
リス）とマルセイユ＝リュミニー美術学院で学ぶ。当初は写真作品を中心に制作していたが、現在では映像作品を主
に制作している。特に、写真、映像、CGの間の関連性や混成形に関心があり、美術や建築の文脈を参照しながら、
ポップ・カルチャーやマスメディアの情報をつなぎ合わせた独自の言語をつくりだす。なかでも、5つの短編映像に
より構成されるシリーズ“Commercial	Fragmentations”（2008-09）は高く評価されている。インスタレーションや映
像作品をポンピドゥー・センター（パリ）、MAC/VAL（ヴィトリー＝シュル＝セーヌ、フランス）などで発表しており、最近で
は、“BEYOND	THE	SOUND”展（香港、2015）、“Wabi	Sabi	Shima”展（ブリュッセル、2015）に出品。日本では、『黄金
町バザール2013』（横浜、2013）、『No	Manʼs	Land』展（東京、2010）に参加。

PROFILE

上／EUGENE	KANGAWA	《山水》	2015	video
下／Pierre	Jean	Giloux	《Invisible	Cities		#	Part	1	#	Metabolism》	2015

Courtesy	the	artist	and	Solang	Production	Paris	Brussels
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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

美術

NEW INCUBATION 7
『パラレルワールド または私は如何にして
世界を愛するようになったか』
会期：	9月9日（水）－10月18日（日）10:00－20:00
	 	 ※10月3日（土）22:00まで延長開廊
	 	 ※会期中無休・入場無料
会場：	ギャラリー北・南
出展作家：E

ユウジン

UGENE	K
カンガワ

ANGAWA、P
ピエール

IERRE	
	 J

ジャン

EAN	G
ジルー

ILOUX
協力：	アンスティチュ・フランセ関西、ヴィラ九条山

パラレ ル イベント／ ニュイ・ブ ランシュ
KYOTO2015関連企画
※詳細はウェブサイト［www.kac.or.jp］、または
［www.nuitblanche.jp］をご覧ください

1. EUGENE KANGAWA 
Special Installation
日時：10月3日（土）18:00－22:00
	 4日（日）10:00－13:00

18:00－22:00
	 5日（月）10:00－17:00
会場：フリースペース

2. PIERRE JEAN GILOUX
a. Film Screening
日時：10月3日（土）夕刻
会場：京都国際マンガミュージアム（中京区）

b. Special Installation
日時：10月3日（土）－9日（金）10:00－20:00
会場：和室「明倫」

※Topic01（P1）もご覧ください

伝統

五感で感じる和の文化事業
伝統芸能ことはじめ 第3回「天守物語」
日時：	9月5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（先着順／要事前申込）

素謡の会「宙にただよう恋」
第2回《小督》
日時：	9月17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：	片山伸吾、吉浪壽晃、大江信行、橋本
忠樹、田茂井廣道、島田洋海

ゲスト：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）

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27回「元

ガンゴウジ/ガゴゼ

興寺を知る」
月に一度は古典芸能に触れ親しもうという企
画。9月は元興寺で仏像を拝観し、狂言にもで
てくるガゴゼ（元興寺）と呼ばれる鬼についてお
話をうかがいます。
日時：	9月18日（金）14:00開始
会場：	元興寺（奈良市）

集合：13:50	元興寺北門前（時間厳守）

講師：	辻村泰善（真言律宗	元興寺住職／公益財

団法人元興寺文化財研究所理事長）

料金：	無料
定員：	30名（先着順／要事前申込）

※8月22日（土）10:00から電話にて受付開始

音楽

KAC Performing Arts Program　
2015 / Music #1
朴守賢×中川日出鷹  『Double Respiration』
日時：	9月13日（日）	開場15:30	開演16:00
会場：	講堂
出演：	朴守賢（作曲・巴烏・葫蘆絲）、中川日出鷹

（ファゴット）、崔理英（ピアノ）

料金：	一般前売2,000円／当日2,500円
	 学生1,500円（前売・当日共）

※Topic02（P4）もご覧ください

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（参加無料・要

事前申込）

はなもとゆか×マツキモエ
「ダンス公演 OKay? ショーイング」
9月25日から行う、はなもとゆか×マツキモエ
の新作公演の一部をご覧いただき、意見交
換を行います。
日時：	9月3日（木）19:00－20:00
会場：	制作室5
定員：	10名

夕暮れ社弱男ユニット
「自己紹介で差をつけよう！」
自己紹介のあと、それぞれ今までの人生でハ
マってきたものと時期を書いてもらうマイブー
ム年表を作成・説明してもらいます。その後マイ
ブーム年表を踏まえて再び自己紹介をして、は
じめの自己紹介とどう変わったか検証します。
日時：	9月4日（金）19:00－21:00
会場：	ミーティングルーム２
定員：	5名

壁ノ花団 「『サイドカー』公開稽古」
9月24日から元・立誠小学校	講堂で上演を行
う壁ノ花団『サイドカー』稽古中盤。シーンを
創り上げていく様子をご覧ください。
日時：	9月5日（土）19:00－20:30
会場：	制作室6
定員：	10名

KUNIO 「申請書を書いてみる」
劇場利用のための申請書や助成金申請など多く
なる季節を前に、はじめて助成金や劇場利用の
ための申請書を書いてみようと考えている方への
ワークショップです。書く前にどんな準備が必要
か、注意すべき点など実践的な内容で進めます。
日時：	9月11日（金）18:30－21:30
会場：	ミーティングルーム2
定員：	5名
対象：	制作に興味のある方
持物：	筆記用具もしくはノートパソコン

「ニットキャップシアターの舞台創作ワー
クショップ」
役者は登場人物を演じるだけでなく、楽器演奏
をしたり、物語の語り部として舞台を動かした
りと、いろいろな役割を担って創作をしていま
す。その舞台創作をマルっと体験できるのがこ
のワークショップです！音楽好きの人、朗読好き
な人、演技をするのが好きな人、大歓迎です！
日時：	9月19日（土）14:00－17:00
会場：	制作室8
定員：	15名
※動きやすい服装でお越しください

発表支援事業（共催事業）

Sonorite 和音体音
韓国を代表する民俗打楽器奏者、柳印相によ
る公演。
日時：	9月4日（金）開場18:30	開演19:00
会場：	フリースペース
出演：	柳印相、金一志	ほか
料金：	前売3,500円／当日4,000円
主催・問合せ：金一志韓国伝統芸術院
　TEL：075-741-6156　
　FAX：075-741-6179

ねじ10　
現代日本のフラメンコを発信し続ける舞踊
家・森田志保がフラメンコの枠を越えて旅す
るシリーズ「ねじ」。踊るということの原点を
持って、感覚の旅に出る。
日時：	9月5日（土）開場18:00	開演18:30
会場：	フリースペース
出演：	森田志保（踊り）、齋藤徹（コントラバス）、

喜多直毅（バイオリン）、Diego	Gómez（カンテ）

料金：	4,000円（前売・当日共）

主催・問合せ：KFH（みんなで京都にフラメンコを広める会）

　TEL：080-4820-3621

〈ダヤ・トミコ ダンスフィールド〉Vol.1
『表現の魅力～インド舞踊と邦楽・琵琶～』
９種類の感情表現（ナヴァ・ラサ）をベースに持つ、
南インド古典舞踊バラタナーティヤムの多彩な
表現力と筑前琵琶の繊細な旋律が出会う。
日時：	9月6日（日）開場15:30	開演16:00
会場：	フリースペース
出演：	ダヤ・トミコ（インド舞踊）、片山旭星（筑前琵琶）

料金：	一般前売2,500円／当日2,800円
学生、障がいのある方、在住外国人
前売1,500円／当日1,800円

主催・問合せ：タンマイ・ナティヤアラヤイン
ド舞踊研究所

　TEL：075-464-1728

第327回 市民寄席
日時：	9月8日（火）開場18:30	開演19:00
会場：	講堂
演目：	林家愛染「狸の鯉」
	 桂三ノ助「初恋」
	 桂春若「京の茶漬」
	 笑福亭松枝「胴乱の幸助」
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

ほんまのところはどうなん、「アーカイブ」
～初心者にもわかるアーカイブ論 ～ 
美術家の森村泰昌氏を迎え、今日の芸術文化に
おいて関心が高まっている「アーカイブ」について
話し合うシンポジウム。自らを「アーカイブ初心者」
と呼ぶ森村氏。「なぜ、いまの美術でアーカイブ
が話題となっているのか」を一緒に考えませんか。
日時：	9月19日（土）13:00－17:30
会場：	フリースペース
講師：	森村泰昌、林田新、佐藤守弘、加治屋

健司、加須屋明子、石原友明
料金：	無料（申込不要）

主催・問合せ：京都市立芸術大学芸術資源
研究センター事務局

　TEL：075-334-2231

制作支援事業

ヨーロッパ企画第34回公演
『遊星ブンボーグの接近』京都公演
日時：9月10日（木）19:00
	 11日（金）19:00
	 12日（土）13:00／18:00★
	 13日（日）13:00
	 	 ★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3,500円／当日4,000円
	 学生2,500円（前売のみ）

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

Mゲキセレクション
このしたやみ 『熊』『タバコの害について』
日時：	9月12日（土）15:00
	 13日（日）15:00
会場：	三重県文化会館（津市）

作　：A.チェーホフ
演出：	山口浩章
料金：	一般2,000円／25歳以下1,000円
問合せ：三重県文化会館
　TEL：059-233-1122（チケットカウンター）

壁ノ花団 第十回公演『サイドカー』
日時：9月24日（木）19:30
	 25日（金）19:30
	 26日（土）18:30★
	 27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3,300円
25歳以下前売2,000円／当日2,300円
小中高生1,000円（前売・当日共）

問合せ：キューカンバー
　TEL：075-525-2195

片貝葉月 『Hazuki Katagai Works』
オブジェクトやインスタレーションなどの展示
を行います。
会期：	9月25日（金）－29日（火）13:00－18:00				
会場：	ギャラリーアンテナ（下京区）　　　　
料金：	無料
問合せ：ギャラリーアンテナ
　TEL：075-353-6788　　

はなもとゆか×マツキモエ新作ダンス公演
『OKay?』
日時：9月25日（金）15:00／19:30
	 26日（土）15:00／19:30
	 27日（日）16:30
会場：	アトリエ劇研（左京区）

料金：	一般前売2,000円／当日2,500円	
	 学生前売1,500円／当日2,000円
問合せ：はなもとゆか×マツキモエ
　E-mail：hanakkrmatu@gmail.com

『原色衝動 －パラダイスでインパルス－』
日時：9月26日（土）14:00／18:00
	 27日（日）14:00
会場：	京都造形芸術大学	春秋座（左京区）

振付・構成・出演：白井剛、キム・ソンヨン
映像写真：荒木経惟
料金：	一般前売3,500円／当日4,000円

シニア（60歳以上）前売3,200円／当日3,700円
25歳以下前売2,000円／当日2,500円

問合せ：京都造形芸術大学	舞台芸術研究センター
　TEL：075-791-9437（平日10:00－17:00）

したため＃３ 『わたしのある日』
めくれあがるまで日 を々見つめることから。
日時：	10月1日（木）19:00
	 2日（金）19:00
	 3日（土）14:00／19:00
	 4日（日）14:00
会場：	アトリエ劇研（左京区）

料金：	一般前売	2,000円／当日2,500円
	 学生前売	1,700円／当日2,200円
	 高校生以下無料（予約のみ）

問合せ：したため
　E-mail：info.shitatame@gmail.com
　WEB：http://shitatame.blogspot.jp

KAC Performing Arts Program 2015 
/ Contemporary Theater Program 
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－ 

柳沼昭徳 作・演出 『新・内山』
日時：	10月2日（金）－5日（月）	
会場：	講堂	
出演：	桑折現、阪本麻紀、今井美佐穂、

柏木俊彦	ほか	

山崎彬 作・演出 『また愛か』
日時：	10月24日（土）－11月2日（月）	

会場：	京都芸術センター	
出演：	玉置玲央、田中良子、藤原大介、

中西柚貴	ほか	

両公演共に	
料金：一般前売3,500円／当日4,000円	
	 学生前売3,000円／当日3,500円	
チケット取扱：京都芸術センター、チケッ

トぴあ（『新・内山』Pコード：445-944
／『また愛か』Pコード：445‐044）

第240回 市民狂言会
日時：	12月4日（金）

	 開場18:30	開演19:00
会場：	京都観世会館（左京区）

演目：	舎弟、業平餅、月見座頭、金藤
左衛門

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、チケット
ぴあ（Pコード：445-945）

※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

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

※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

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。

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（持参の

場合は締切日の20時まで）。

「藝文京展2016」 平面作品（版画・絵画・
写真）募集
公益財団法人京都市芸術文化協会によ
る公募展。今回は版画・絵画・写真分野
の平面作品を募集します。
募集分野：平面作品（版画・絵画・写真）

テーマ：現代の平面～ひかりとかたち～
賞：藝文京展大賞（副賞30万円）ほか
登録期間：10月1日（木）－12月10日（木）

10:00－20:00〔必着〕

登録料：5,000円
入選作品展：2016年1月6日（水）－27日（水）

展覧会場：ギャラリー北・南、フリースペース
主催：	京都市、公益財団法人京都市芸

術文化協会
後援：	京都商工会議所、一般社団法

人京都経済同友会、京都新聞、
NHK京都放送局

問合せ：京都芸術センター内「藝文京展」係
　TEL：075-213-1003
　E-mail：kouboten@geibunkyo.jp
※詳細はウェブサイトをご覧ください（www.

geibunkyo.jp/）

第33期 制作室使用者募集
若手芸術家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：2016年4月1日（金）－9月30日（金）

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
・	明倫ワークショップの実施
・	毎月実施の制作室連絡会への参加
締切：	9月30日（水）〔必着〕

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
フリンジ企画 「オープンエントリー作品」
募集 
フェスティバル会期中に京都府下で発表
される作品であれば、登録料不要、ジャ
ンル不問、審査なしで参加可能。KYOTO	
EXPERIMENTを通じて登録作品につい
ての情報を発信することができます。
締切：	9月15日（火）〔必着〕

条件：
・	2016年3月5日（土）－27日（日）に作品の
発表が予定されていること（公演中の1ス
テージ、展示期間の1日のみでも可）	

・	京都府内の会場で行われること
支援：KYOTO	 EXPERIMENT	 2016	

SPRING	広報媒体における広報
協力	

※詳細や申込フォームについてはフェスティ
バルの公式ウェブサイトをご覧ください	
（www.kyoto-ex.jp）

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING
インターン募集 
KYOTO	EXPERIMENT京都国際舞台芸
術祭	2016	SPRINGをスタッフと共に運
営するインターン（フェスティバル運営コース、
テクニカルコース、広報コース）を募集します。	
期間：	10月－2016年4月（7ヶ月間）	

選考方法：書類選考の後、面接（面接は9	
月下旬を予定）	

応募方法：応募用紙に必要事項を記入
の上、KYOTO	EXPERIMENT事
務局まで送付または持参

締切：	9月11日（金）〔消印有効〕	
※詳細は左記のウェブサイトをご覧ください	
応募先・問合せ：KYOTO	EXPERIMENT

事務局「2016	SPRING	インターン
募集係」（担当：村上）	

TEL：075-213-5839（7月：平日11:00－	
17:00／8・9月：平日11:00－19:00）	
E-mail：info@kyoto-ex.jp	
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『パラレルワールド	または私は如何にして世界を愛するようになったか』（9/9－10/18）

素謡の会「宙にただよう恋」
第2回《小督》

五感で感じる和の文化事業	月イチ☆古典芸能シリーズ
第27回「仏像を知る」

五感で感じる和の文化事業	伝統芸能ことはじめ
第3回「天守物語」

KAC	Performing	Arts	Program	2015	/	Music	#1
朴守賢×中川日出鷹	『Double	Respiration』

［明倫WS］はなもとゆか×マツキモエ
「ダンス公演	OKay?	ショーイング」

［明倫WS］壁ノ花団	「『サイドカー』公開稽古」

［明倫WS］夕暮れ社弱男ユニット	「自己紹介で差をつけよう！」

［共催］Sonorite	和音体音

［共催］ねじ10

［共催］第327回	市民寄席 ［共催］ほんまのところはどうなん、「アーカイブ」
～初心者にもわかるアーカイブ論～	

［共催］〈ダヤ・トミコ	ダンスフィールド〉Vol.1
『表現の魅力～インド舞踊と邦楽・琵琶～』

［明倫WS］KUNIO	「申請書を書いてみる」 ［明倫WS］「ニットキャップシアターの舞台創作ワークショップ」

tue wed thu fri sat sun mon tue wed thu fri sat sun mon wedtue fri
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sat sun sunmon monwed wedsatthu fritue tuethu
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過去にはキップ・ハンラハンやデヴィッド・シルヴィアン

との共同制作やCOMBOPIANO名義、さらには映画音楽
（最近では冨永昌敬監督最新作「ローリング」を担当）や舞台音楽

も多数手掛ける音楽家・渡邊琢磨。2014年にリリースし

た“仮想オーケストラによる管弦楽組曲集”というアルバム

『Ansiktet』に端に発してスタートしたプロジェクトが、渡

邊琢磨Piano	Quintetだ。ピアノ五重奏という古典的な室

内学編成を元にしたアンサンブル、その関西初演は大阪

天満宮からほど近くの天満教会というロケーションで行

われた。

外からの雨音とほのかな緊張感で充満した礼拝堂、そ

こに渡邊琢磨がふらりと登場し、ピアノソロで始める。ぴ

んと張りつめているようでいて隙間もあって、客席の椅子

のきしむ音や衣服の擦れる音、呼吸音といったものと混じ

り合うことで成立する音楽だ。続いて、チェロの徳澤青弦

を迎えてのデュオ、コントラバスの千葉広樹も加わっての

トリオ、と進んでいく。2曲ほどトリオで演奏した後、渡邊

琢磨は立ち上がり、指揮をする形をとる。チェロとコントラ

バスのデュオ、のはずがそこに渡邊琢磨は足踏みをした

り、譜面を震わせたり上下に振ったりして音を鳴らせる。

それも音楽を構成する大事な要素となっていて、それは

例えばあらゆる音を素材として音楽を作るエレクトロニッ

ク・ミュージック界の奇才、マシュー・ハーバートを想起す

2013年初演のコンセプトを引き継いだ再演である。
出演者はすでに村川拓也から指示の書かれた手紙を
受け取っている。上演が始まると、舞台奥に出演者の
名前、職業、居住地、年齢と分単位の出演時間、そし
て村川による指示の内容が投影される。指示そのものは
「大声で叫ぶ」「壁にもたれかかる」など、決して難しい
ものではない。ただし、出演自体は手紙を受け取った
人間に任されているため、登場するとは限らない。今
回は、趣向の異なるＡ～Ｄの４バージョンを連続上演し
たが、ティッシュ配りの要領で見知らぬ人に手紙を配っ
たＤのような試みからも、この連続上演がいかに偶然
性を考慮したものだったかということが分かる。
興味深いのは、たとえ出演者が誰も来なかったとし

ても、それが作品の失敗にならないことだ。実際、約
30の指示があったが、Ａは半数程度、Dは４人しか舞台
に登場しなかった。それでも、この作品が上演に耐えう
るものになっているのは、「不在」であるがゆえに喚起
される独特の時間があるからだ。

例えば、実際には来なかった人物のプロフィールだ
けが投影される時。なぜ来られなかったのか、彼ら自
身の選択の結果なのか。年齢や職業を手がかりに出会
えなかった出演者の姿を自然と想像してしまう。一般の
出演者に加えて、中村勘三郎ら故人への指示も唐突に
挟まれる。他の出演者と同様に、今は亡き勘三郎らが
舞台に立つ姿を思い浮かべてしまう。そこに明確な隔
たりはなく、彼らが出演しないことで、生きる者と死者
の線引きには問題が投げかけられる。
手紙の配布が中心となるＡ・Ｃ・Ｄの３バージョンに対

三田村陽は10年以上にわたって広島に足繁く通い、
その土地の日常的な風景を瑞 し々く活写してきた。その
成果は写真集『hiroshima	element』（ブレーンセンター、

2015年）に結実している。その刊行に合わせて開催され
た本展では掲載作品の一部が壁一面に展示されてい
た。風景を広く見渡すように対象から距離をとり横位置
で撮影された彼のカラー写真には、古ぼけた家屋、街

渡邊琢磨  Piano Quintet 関西ツアー
6月26日（金）

天満教会（大阪市北区）

村川拓也
『エヴェレットゴーストラインズ ４バージョン連続上演』
７月10日（金）－12日（日）

京都芸術センター（京都市中京区）

三田村陽個展 『hiroshima element』
7月21日(火) ‒ 8月8日(土)

The Third Gallery Aya（大阪市西区）

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。

E V E N T  C A L E N D A R　9 / 1 ▲ 9 / 30

図書室休室日：9月30日（水）

挑発的でいて静謐、
そしてロマンチックな
ピアノクインテット

「不在」の価値

広島なう

音楽

演劇

美術

中谷琢弥

須川渡

林田新

るような。奔放と緻密、そのどちらでもある状況。

「そこ（祭壇）から指揮したい誘惑がある」（渡邊琢磨）など

とおどけながら、ヴァイオリン・梶谷裕子、ヴィオラ・須原

杏を迎え、カルテットの形へ。一転、静謐な時間が立ち上

がる。反復と持続を続ける音色と記憶のなかにある匂い

がリンクしていく。これは、あの日のあの記憶そのものか

も…というほどの立体感と既視感、そして忘却。終盤、渡

邊琢磨がピアノに戻っての五重奏は、なんてロマンチック

な連なりなのだろう。時折、右手で指揮もしながらの演奏。

弦楽器の美しさが記憶をさらい、ピアノの低音域がへその

あたりに響いてくる。ときにピアノを打楽器かのように叩

いてしまう、これは“歓び”だ。アンコールはピアノソロ。プ

ライベートな音色に導かれて、潜む気配と物語がそれぞ

れの日常に着地する。

クラシックの荘厳さと深み、現代音楽の実験性と複雑

さ、ジャズの自由度と強度。そういったものが溶け合った

音楽はまた、予定調和と偶発的などいくつもの両極を認

識しての音楽でもあった。グレン・グールドのように背中

を丸めて演奏する渡邊琢磨の様子は、日常にある（と思

い込んでいる）真贋すらあざ笑うかのように挑発的で、そ

れでいていつまでも浸っていたいほどに気持ちいい。終

演後にちらっと見たセットリストにあった「Similar	 But	

Different」＝似て非なるもの、という言葉を受けて考える

と、すべてが繋がりそうで振り出しに戻りそうで、それもお

もしろい。

して、Ｂだけは2009年に亡くなった映画監督・佐藤真氏
を知る６人と村川のインタビューで構成される。村川は、
出演者に佐藤氏との出会いや彼の風貌、訃報に接した
時のことを尋ねる。インタビューの時間は定められてお
り、なかなか核心にはたどり着かないが、たんたんと、
時に話を脱線させながら当時のことを尋ねる村川の質
問によって、実際の佐藤氏を知らない私にも少しずつ
彼のユーモラスな姿が浮かび上がる。
このバージョンにおいても「不在」は決定的な役割を

果たした。最後に「佐藤氏が座っていると思って、見え
ない彼と話す」という指示がある。出演者全員がこの指
示を遂行し、それぞれがぎこちなく今は亡き佐藤氏に
語りかける。亡くなる直前に佐藤氏とラジコンによる空
撮を試みた教え子は、幕切れで舞台上にドローンを飛
ばす。６年という月日を経て、見えないものに対する想
像が、佐藤氏への追憶へとつながった瞬間のように思
えた。
どのバージョンも、実際に始まるまではどのような

上演になるか誰にも分からない。しかし、唯一「観客
が席につく」という指示だけは共通して遂行される。
その場に私という他者が立ち会い、ここではない誰か
に思いを馳せること。それは、この連続上演において
終始一貫しており、演劇が本来もつ重要な機能の一
つでもある。

中の大通りや市中を流れる川、原爆ドームや平和公園、
そこを訪れた観光客や修学旅行生など、日常的なとり
とめのない風景やそこに生きる人々の姿が写しだされ
ている。
三田村の写真を見ていて思い出したのが、当時の広

島の日常風景を写した写真で構成された石黒健治の写
真集『広島：HIROSHIMA	NOW』（深夜叢書社、1970年）で
ある。光学的に現在を写し取る写真は、いうまでもなく原
爆という過去の災禍を写すことはできない。写真家が撮
影できるのは現在時に残存する原爆の痕跡のみである。
被爆者の惨状を告発した土門拳の『ヒロシマ』（研光社、

1958年）や、原爆の悲惨さを広く世界に知らしめるべく反
核運動の一環として刊行された『Hiroshima-Nagasaki:	
document	1961』（原水爆禁止日本協議会、1961年）に掲載
されていたのも、もっぱら被爆者のケロイドや原爆遺品
など、原爆の爪痕を撮影した写真であった。石黒もまた
原爆が刻みつけた残痕を撮影している。しかし、そうした
写真は写真集においてごくわずかであり、その大半を占
めるのは原爆の爪痕が不可視の、とりとめのない広島の
日常風景である。本書は、痕跡が示唆する〈かつて〉との

対照関係のうちに広島の今日的な日常風景を提示する
ことを通じて、繁栄する広島の現在にあって、かつての
被爆都市「ヒロシマ」を表象することが困難であること、
災禍の痕跡としての「記憶」が忘却されつつあることを主
題化しているのである。
石黒の『広島：HIROSHIMA	NOW』と同様に、三田村

の写真にも原爆ドームなど、かつて広島が被った災禍を
想起させる対象が写っている。しかしそれらはあくまでも
広島の今日的な日常風景を構成する一要素として画面
に写り込んでいる。彼の写真が写しだす広島の現在は、
〈かつて〉と対照されることはないのであり、それはまる
でTwitterにその都度、投稿される「広島なう」のように、
個別的で断片的な現在なのである。彼が切り取った広島
の日常は、これまで広島を介して語られてきた多くの主
題を軽やかにすり抜けていく。それらは、断片的で無意
味であり、原爆の災禍、反戦、平和、反核、記憶の風化、
それへの抗いとしての記憶の継承といった主題へと文脈
付けられることはない。広島を撮りながらも声高に何か
を主張することのない彼の写真に物足りなさを感じる人
もいるかもしれない。しかし、彼が切り取った風景は、確

かに存在し、その都度の広島の現在を構成している細や
かな断片なのである。三田村は、そうした日々の欠片を
欠片として、とりとめのないものをとりとめのないものと
して肯定し、撮り続けているのである。

なかたに	たくや／ライター●音楽イベントの企画制作もしています。
9/10（木）には超即興（内橋和久、吉田達也）を大阪・CONPASSにて。10月
や12月にもあります。詳しくはhttp://www.cyoweb.comまで。

すがわ	わたる／大阪大学助教●先日、初めてプロレスを観戦しました。
屈強な肉体のレスラーたちが声援を浴びながら繰り出す技の数々は、パ
フォーマンスについて考えるには格好の材料でした。

はやしだ	あらた／大学非常勤講師●戦後70週年を迎える今年は日本各
地で「戦争」をテーマとした展覧会が各地で行われています。それぞれの
展覧会がどのように過去にアプローチしているのかを見比べてみると面
白いと思います。

Photo：Kim	Song	Gi
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「KYOTO	EXPERIMENT	京都国際舞台芸術祭」は、2010年
より毎年秋に京都市内の劇場を中心に世界各地から先

鋭的な舞台芸術を紹介してきました。このたび、6回目となるフェ
スティバルをロームシアター京都にメイン会場を移し2016年3月
に開催します。
国内外のアーティストと共に作品を製作する「創造するフェス

ティバル」として、新作も含めた11作品を紹介。「創造」と「交流」
の実験の場として、京都という都市が国際的な舞台芸術のプラッ
トフォームとなることを目指しています。

現在フェスティバル会期中に京都府下で発表される作品を対
象とした「オープンエントリー作品」および運営のインターンスタッ
フを募集しています。
※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

KYOTO EXPERIMENT
京都国際舞台芸術祭 2016 SPRING
開催期間：2016年3月5日（土）－27日（日）
会場：	ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場	

春秋座、京都府立府民ホール“アルティ”、京都国立近代美
術館	ほか

公式プログラム参加アーティスト：
researchlight、ダヴィデ・ヴォンパク、地点、
マーク・テ、松本雄吉×林慎一郎、大駱駝艦、
チェルフィッチュ、トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー、
マヌエラ・インファンテ	/	テアトロ・デ・チレ、
足立智美×contact	Gonzo、
ボリス・シャルマッツ/	ミュゼ・ドゥ・ラ・ダンス

※プログラムの詳細は2015年11月上旬に発表予定です
※公式プログラムのほか、外部専門家が選出したセレクション公演、フェスティ
バル開催期間に行う様々なイベントを紹介する「フリンジ企画」、シンポジウ
ム、トーク等の関連イベントを開催予定

ファゴットと巴烏を実際に聴き比べてみると、音色や音階の違いはさ
ることながら、呼吸の使い方や間の取り方、抑揚のつけ方などが大き
く異なるように感じました。この2つの特徴的な吹奏楽器がどのように
融合するのかは、当日お聴きください。

古川真宏（アート・コーディネーター）
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KYOTO EXPERIMENT
京都国際舞台芸術祭 2016 SPRING
オープンエントリー作品・インターン募集！

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム2015 成果発表公演

KAC Performing Arts Program 2015 / Music #1

日時：8月2日（日）	14:00－16:00

ユン・ハンソル 『国家－Nation－』 ショーイング

朴 守賢 × 中川 日出鷹 『Double Respiration』

今回の『Double	Respiration』では「呼吸」とい
う行為に着目し、東洋と西洋の吹奏楽器を組

み合わせた音楽公演を行います。
今回の公演の作曲を手がける朴守賢は、巴

バーウー

烏や
葫
フールースー

蘆絲といった中国の吹奏楽器の奏者でもありま
す。朴作品『暁闇の宴』が今年度の全日本吹奏楽コ
ンクールの課題曲に採択されるなど、とりわけ吹奏
楽曲が高く評価されています。彼の音楽はどこか東
洋的でノスタルジーを感じさせるような要素があり
ますが、朴自身は、東洋的なものをとりわけ意識し
て作曲しているわけではないと言います。朴の音楽
は、自らの出自のバックグラウンドから湧き出てくる
ものが、自然に西洋的なものと混ざり合っているよ
うに感じられます。
また、「日本で唯一の現代音楽ファゴット奏者」と

会場の中央に、正方形に囲んで並べられた客席。観客が席に着いてからしばらく
経つと、観客と同じように席に座っていた出演者が一斉に朗読を始めます。「残

念ながら私は負けている」「あまりにも無責任で他人事すぎる」などの断片的な台詞の
朗読が続くなか、合間合間で出演者それぞれの思い出が語られます。沖縄で見た米軍
の看板、阪神淡路大震災の記憶、父親が自分の部屋に残していった魚拓や貝がらな
ど、出演者の個人的な記憶が、前後の文脈とは関係なく差し込まれ、語りが静かに進
行していきます。
「一般的な演劇の作り方とは異なる方法で作品をつくる」という考えのもとに、これまで

も作品を発表してきたユン・ハンソル。本作『国家』でも、台本を用いた稽古は行われず、
約1か月にわたるクリエーションのほとんどが参加者同士の対話に費やされました。「国
家」という存在を実際に意識した瞬間、選挙について思う事、自分の好きな小説など、国
家に直接結びつく話題から日常の些細な出来事まで、様々なことが話し合われました。
ショーイングで使用された台詞は、このような対話の中から出演者自身が選び出し、ラン
ダムに並び替え、結びつけたものが使用されました。
前半の語りの部分が終わると、「疑似選挙」のためのレクチャーが始まり、架空の選挙が

実施されます。「投票ブース」と記された木製のブースの中で、観客は韓国の政治家4名の
中から実際に1人の候補に投票を行い、「大統領」を選出しました。この投票の結果で選出
された「大統領」が即興でスピーチを行い、ショーイングは終了しました。

公演全体を通してみても、具体的なストーリーはなく、タイトルである「国家」に対する
明確な答えも出てきません。そのことに困惑し、疑問を持つ観客もいたかもしれません。
ただ本作で重視されていたものは、「語ること」や「投票すること」といった行為そのもの
を観客が観察し、考えることだったと思います。「公演後に観客にドラマが生まれる」演劇
を作りたいというユン。本公演で感じた疑問や困惑がきっかけとなり、私達を取り巻く「国
家」についてあらためて考えることが出来たのではないでしょうか。

岩村空太郎（アート・コーディネーター）

も呼ばれる中川日出鷹は、特殊奏法を得意とし、作
曲家・藤倉大や酒井健治らの難曲を吹きこなす若き
才能として注目されています。中学生のときにストラ
ヴィンスキーの『春の祭典』を聴いてファゴットの魅
力に惹きつけられたとのこと。死の儀式をテーマと
したこの音楽に見られるような、死に近づくほど生
命を強く感じさせるという考えが中川の音楽観にも
影を落としているのだと言います。
朴は静中動や陰陽といった東洋の思想を反映

させ、生と死が円環をなす「生命の流れ」をイメー
ジしながら創作しています。今回は、「巴

バーウー

烏」とファ
ゴット＝「巴

バスーン

松」を中心とした音楽公演であることか
ら、シンボルマークの「巴」がキーワードとして浮か
び上がってきました。「Double	Respiration」＝「二
重の呼吸」とは、二つの生が重なり合う共鳴の輪を
意味します。講堂に流れゆく静と動の時間をお楽
しみください。

本年度のレジデント・アーティストとして京都で2か月のリサーチの後、1か月の滞在制作活動を行った韓国
の演出家、ユン・ハンソル。その成果発表公演を8月2日に開催しました。

京都芸術センターが主催する音楽事業K A C	
Performing	Arts	Program	/	Musicでは、センターの
講堂や教室など小学校の面影を残す空間で、音楽ホー
ルよりも身近で濃密な音楽体験の場をつくり出すこと
を目指しています。今年度は、作曲・演奏・鑑賞といった
「音楽行為」、また「吹く」「叩く」といった「演奏行為」を
キーワードに、音楽と身体性の関係をさまざまな角度か
ら提示する音楽公演を行います。

報告

朴 守賢 （ぱく すひょん）

大阪音楽大学音楽学部作曲学科作曲専攻
出身。第3回ACL-Korea青年作曲賞優秀賞、
第15回大邱国際現代音楽祭最優秀賞、関
西現代音楽交流協会作曲賞、第7回全日本
吹奏楽連盟作曲コンクール第1位（2015年度
全日本吹奏楽コンクール課題曲V『暁闇の宴』）等を
受賞。2008年、亀井純子文化基金（現・神戸文
化支援基金）の助成により、朗読音楽作品個展
「Sarang」を開催（神戸女学院小ホール）、同名
のソロアルバムを制作。
関西現代音楽交流協会、日本管打・吹奏楽
学会各会員。

崔 理英 （さい りえ）

東京藝術大学大学院修士課程を修了。第26回飯
塚新人音楽コンクール大賞、併せて文部科学大臣
賞など3賞受賞。第5回チェコ国際音楽コンクール
にて最優秀共演者賞受賞。日本演奏連盟推薦新
人オーディションに合格。これまでに故丸山博子、
故種田直之、田中美鈴、多美智子の各氏に師事。
ポーランド国立放送交響楽団、ワルシャワ国立フィ
ルハーモニー管弦楽団、ウクライナ・チェルニーゴ
フフィルハーモニー交響楽団ほかと東京、京都、
大阪、ウクライナにて共演。関西で定期的にソロリ
サイタルを開催する中、近年は京都JOCS主催の
チャリティリサイタルに出演、また新進作曲家の作
品演奏、小・中学校でのアウトリーチ活動にも力を
入れるなど、さまざまな演奏会に出演している。現
在、京都市立京都堀川音楽高等学校非常勤講師。

中川 日出鷹 （なかがわ ひでたか）

京都市立芸術大学卒業。仏、パリ地方音
楽院修了。本年度、フランクフルト音楽大
学修士課程に在学予定。2014年、ルッツェ
ルン音楽祭アンサンブル首席奏者として
チューリヒ、ロンドン、ルッツェルンなどで
新作初演を行う。京都市立芸術大学やパリ
国立高等音楽院でのレクチャーやIRCAM
（パリ国立音響研究所）でのレコーディングな
ど現代音楽の活動を精力的に行う。2015
年秋よりアンサンブル・モデルン・アカデ
ミーのメンバーとして渡独。現代音楽コン
クール「競楽ⅩⅠ」ファイナリスト。出光音楽
賞最終候補。2014年度京都市芸術文化特
別奨励賞。明治安田クオリティオブライフ
文化財団海外研修生。

PROFILE

撮影：七ッ谷正文
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※詳細はイベント情報（P2）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
　		http://www.facebook.com/kyotoartcenter
　		twitter：@Kyoto_artcenter

アーティストインタビューやイベント情報など
トピックが満載！


