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近藤愛助（こんどう あいすけ）
静岡県生まれ
2001年 Bゼミスクーリングシステム修了
2008年 国立ベルリン芸術大学 造形学部美術学科マイスターシュー
ラー課程修了
2012年 『Behind the scenes: HIDDEN WORLDS ‒ HIDDEN
（FRISE Künstlerhaus Hamburg、ハンブルク）
ANSWERS』
（Tokyo Wonder Site Berlin、Kunstraum
2013年 個展『I=Y=O=∞』

TOP IC 01

Kreuzberg/Bethanien、ベルリン）
（Kunstraum
2014年 『Distant Observations, Fukushima in Berlin』
Kreuzberg/Berhanien、ベルリン）
（CCC、静岡）
2015年 個展
『Recontruction of Memories/記憶の再構築』

作 家 ドラ フト 2 0 1 6

近藤愛助『サンフランシスコに移民として暮らしていた曾祖父について（またはベルリンに移民として暮らしている私について）』
BARBARA DARLINg『BETWEEN #01』

うな重いため息を漏らす事がしばしばある。美術は勝ち負けの競技では
ないとどこかの偉い人が言っていた。きっとその通りだと思っている。時

小沢氏は、プラン募集の際、応募者にむけて、最近の若手アーティスト
の内向き志向や委縮する表現、真実と向き合わず世界や他者から目を
背ける傾向をいましめ、
「その真逆な作品を見せてください」
と力強いメッ
セージを発しました。
そんな言葉に触発されたのか、応募プランには問題意識を持って社会
に目を向けたものが目立ちました。激動の時代を生き、世界が足元から
揺らぐような経験にさらされながらも、目を開き、考え、表現するアーティ
ストたちの動きを見て、小沢氏は「未来に対する希望を感じる。アートだ
からなにかができると信じたくなる」
と述べています。
冒頭に紹介したような決意と思いを抱きつつ審査にあたった小沢氏
は、104件にのぼる若い作家たちの作品案を一つずつじっくり審査し、最
終的に近藤愛助とBARBARA DARLINgのプランを選出しました。二人の
プランが、2月に作家ドラフト2016展覧会として実現します。
近藤愛助は、自分の曾祖父が移民としてアメリカで38年間暮らした間
に残した写真をコラージュし、写真や絵画、彫刻作品として構成します。ま
た、太平洋戦争中には収容生活も経験した曾祖父と、現在移民としてベ
ルリンで生活する自らを重ね合わせるというコンセプトで映像を制作し、
再構築された過去と現在の
「記憶の装置」
としての空間を現出させます。
対するBARBARA DARLINgは、東北の海岸を車で北上する一組の
カップルの一部始終を撮影したロードムービーのようなセミドキュメンタ
リーの映像作品を展示します。3日間の東北の旅を収めた映像に残され

には、その気持ちが揺らぐこともある。しかし、これに応募してきたアー
ティスト達は、ため息の可能性を百も承知で挑戦してきたと信じている」

た台詞は「愛してる」の一言のみ。そのたった一つの台詞が、背景となっ
た東北の海岸にどのように響き、目撃者となった鑑賞者は二人の旅をど

「作家ドラフト」は、若手アーティストの発掘・支援を目的に行われる京都芸術
センターの公募企画です。2010年から展覧会企画を募集する
「展覧会ドラフ
ト」
と、展示プランを募集する
「作家ドラフト」
との隔年開催を行っています。毎
回、美術に限らず各界の第一線で活躍する専門家を審査員に迎え、その独自
の視点から、従来にない表現を試みる若い才能の展示プランを選出している
ところが特徴です。

今 もある小沢氏は、審査員としての思いを次のように述べています。

回の審査員はアーティストの小沢剛氏。
自身が作品を制作する立場に

「審査員というものは小さな権力者である。その判断いかんで色んな作
家の実力を線引きしてしまう。それが彼らの人生に大きく関わる事もあるに
違いない。僕はそんな大役が出来る器ではないと思っていた。そんなもの
避けてしまいたかった。だけど、この仕事が来て悩んでいるときに、ずいぶ
ん前に聞いた一言を思い出した。何がいいか悪いか判断出来る人にその
チャンスが巡ってくれば堂々とやるべきだと。たった一人の審査員は責任
が重く本当に悩ましかった。しかし、かつて聞いたそんな言葉に押されて、
まだ陽の当たらない才能を世に引き出すべく、この責任を引き受けた。
そして104件の展示案から2件選ぶことになった。考えてみればその作
業は102人の落選者を作り出す作業だ。102人分の重いため息を背中で
感じずにはいられない。ぼくもかつて、いや今でも102人の人達と同じよ

のように追体験するのでしょうか。
曾祖父の記憶を再構成し、自分自身の姿をも重ね合わせて新たな世
界を立ち上げる近藤、記憶を秘めた土地を旅する恋人に迫り、たったひ
とつの言葉以外をすべて取り去って提示するBARBARA。二人の出展作
家は大きく異なる創作をしながらも、何らかの「記憶」
をフィルターにして
表現を抽出し、その奥には社会への問いかけや、
「自分たちの生きる時
代」
を引き受ける静かな決意のようなものが透けて見えるという点では、
共通するものがあるかもしれません。時間や場所を超えて縦横に飛び交
う記憶、そしてそこからのびのびと飛び立つ二人の作家の表現の世界を
ぜひお楽しみください。
入選することだけがゴールではなく、その入選プランを実際に展示として完成させるプロセスも
「作家ド
ラフト」の醍醐味です。二人の作家がどのような挑戦に挑み、模索し、触発され、開花したか、完成作品
から想像してみるのも面白いかもしれません。
土山亮子（アート・コーディネーター）

審査員：小沢剛（おざわ つよし）
東京藝術大学在学中から、風景の中に自作の地蔵を建立し、写真に収める
《地蔵建立》
開始。1993年から牛乳箱を用いた超小型移動式ギャラリー《なすび画廊》や《相談芸
術》
を開始。99年には日本美術史の名作を醤油でリメイクした
《醤油画資料館》
を制作。
2001年より女性が野菜で出来た武器を持つポートレート写真のシリーズ《ベジタブル・
（森美術館、東京）、09年に個展
ウェポン》
を制作。04年に個展
「同時に答えろYesとNo!」
「透
（広島市現代美術館）
（プロローグ？）
」
明ランナーは走りつづける」
を開催。13年には
「光のない。
（作：エルフリーデ・イェリネク）
において、初めて舞台演出、美術を手がける。

作家ドラフト2016
審査員：小沢剛（アーティスト）
会期：2月2日（火）
－28日（日）10:00-20:00
※会期中無休・入場無料

近藤愛助『サンフランシスコに移民として暮らしていた曾祖父について
（またはベルリンに移民として暮らしている私について）』

会場：ギャラリー北
BARBARA DARLINg
『BETWEEN #01』
会場：ギャラリー南
［関連イベント］
アーティスト・トーク
小沢剛×近藤愛助×BARBARA DARLINg
日時： 2月7日（日）開始14:00
会場：ミーティングルーム2

BARBARA DARLINg（バーバラ・ダーリン）
東京生まれ
2002年 ニナガワ・カンパニー・ダッシュ退団
2010年 東京藝術大学大学院修士課程修了
2011年 ヨコハマトリエンナーレ2011 特別連携プログラム
【BankART Life 3】
『新港村―小さな未来都市』
（東京都
2013年 The Shiny future exhibition 2013『The HUMANISATION』
美術館）
（土湯温泉、福島）
2014年 『アラフドアートアニュアル2014』
（東京都美術館）
2015年 第4回都美セレクショングループ展
『戦争画STUDIES』
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制作支援事業

笑の内閣
「お金がない人向け、笑の内閣を割引で
みるためのプレゼンワークショップ」
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

もっと芝居を見て勉強したいけどお金がな
い。そんな人に朗報です。笑の内閣の次回公
演を、自分が見ることがいかに今後の演劇界
にとってプラスになるかをプレゼンしてくださ
い。我々を説得出来れば、割引または無料に
なります。
日時： 1月19日（火）19:00－21:00
会場：制作室8
定員：20名
対象：お金がないけど、笑の内閣の次回公
演を見たい人
持物：なくてもよいが、プレゼン資料がある

きたまり / KIKIKIKIKIKI新作公演
『TITAN』
日時：1月29日（金）19:30（B）

Monochrome Circusダンス公演

30日（土）14:00（A）／17:00（B）

バイオリン×クラッシックギター×ダンス
『HAZAMA』&
『夏の庭2016』

31日（日）14:00（B）／17:00（A）
2月  1日（月）17:00（A）／19:30（B）
2日（火）14:00（B）／17:00（A）

〈海のように拡がり、森のように奥深く〉
日時： 1月16日（土）開演16:00    
会場：和歌山市民会館（和歌山県和歌山市）

Aプログラム
振付・出演：きたまり

料金：一般前売1,000円／当日1,200円

Bプログラム
振付・出演：野渕杏子、
花本有加、
川瀬亜衣、

高校生以下前売500円／当日700円
親子1,000円(一家族)
問合せ：和歌山市民会館

白鳥達也、玉邑浩二、藤原美加
会場：アトリエ劇研（左京区）

TEL：073-432-1212

（A,Bセット券）
料金：1演目2,500円／2演目4,500円

FAX：073-432-0227

学生・リピーター割引2,000円
（A,Bプログラムいずれかの半券お持ちの方）

となおよい。お金がない証明や、自分
が観劇すると演劇界の発展になる根
拠を書いた資料等
※途中入退室可

美術
『藝文京展2016』
公益財団法人京都市芸術文化協会による公
募展。テーマは「現代の平面～ひかりとかた
ち～」
。
日時： 1月6日（水）
－27日（水）
10:00－20:00
会場：ギャラリー北・南、フリースペース
※入場無料・会期中無休

主催：京都市、公益財団法人京都市芸術文
化協会  
※Topic02（P4）もご覧ください

作家ドラフト2016
近藤愛助『サンフランシスコに移民として
暮らしていた曾祖父について（またはベルリ
ンに移民として暮らしている私について）』
BARBARA DARLINg
『BETWEEN #01』
若手アーティストの発掘と支援を目的とする
公募企画展。小沢剛氏を審査員に迎え、100
点以上の応募の中から選ばれた近藤愛助と
BARBARA DARLINgのプランを展示。
会期：2月2日（火）
－28日（日）10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南
［関連企画］
アーティスト・トーク
小沢剛×近藤愛助×BARBARA DARLINg
日時： 2月7日（日）開始14:00
会場：ミーティングルーム2
※申込不要・入場無料
※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
くろづか
第5回「黒塚」
日時： 1月9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）

KAC Performing Arts Program 2015
/ Traditional Performance
継ぐこと・伝えること56「箏曲」
古典から現代まで幅広いレパートリーを持つ
箏曲家横山佳世子を迎え、トークと実演を通
い ま
して
「箏曲」
の
〈現在〉
に迫ります。
日時： 1月30日（土）開場14:30 開演15:00
会場：講堂
出演：横山佳世子ほか
曲目：「独奏十七弦と箏群のための 焔 」
〈沢井忠夫作曲〉
「二十五絃箏曲 琵琶行 －白居易ノ興
ニ倣フ－」
〈伊福部 昭作曲〉
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

音楽
KAC Performing Arts Program 2015
/ Music #2
U-zhaan × 蓮沼執太×竹村延和
Tabla the World
タブラ奏者U-zhaanと音楽家 蓮沼執太による
コラボレーションと、特別ゲストとして招くアー
ティスト／作曲家の竹村延和とのセッション。
日時： 1月15日（金）開演19:00（開場18:30）
会場：講堂
出演：U-zhaan、蓮沼執太、竹村延和
料金：一般前売2,000円／当日2,500円
学生1,500円（前売・当日共）

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

正直者の会「声に出して読んでみる」
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ります。
「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： 1月8日（金）19:00－21:30
会場：制作室5
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

MuDA
「MuDA 循環・衝突運動 - 新年編 -」
MuDAの動きの基本にある、衝突運動、循環
運動を実践します。衝突から全てが始まる宇
宙のように、身体全体で何かにぶつかり、転
がり、逆さまになり、肉体を根元から活性化
させます。新しい年を迎え、さらに明日へと、
「次」
へと向かう身体を作ります。
日時： 1月12日（火）18:30－21:00
会場：講堂
定員：10名
※動きやすい服装でお越しください。飲み物など
をお持ちください

セレノグラフィカ
「デュエット創作の手引き」
誰かと二人で踊ることを楽しみ、豊かにする
ためのいくつかのアイデアを共有して、パー
トナーを交代したりしながら、短いデュエット
を作ってみましょう。最後にショーイングして、
感想も交換します。
日時：1月16日（土）14:00－16:00
会場：制作室3
定員：8名
持物：タオル、裸足になれる動きやすい服装
(デニム以外)

山／完全版
「 山 ／ 完 全 版 の お ど ろう! イキイキ !
DANCE TUNE!!」
アップ・テンポでノリノリな曲を一緒に演奏し
たり、自分のオリジナル・ダンスをいきいきお
どってみましょう！
日時： 1月26日（火）15:30－17:00
会場：ミーティングルーム2
定員：10名
持物：スキな楽器、衣装

新年第一回目となる月イチは、祭礼や古典文
学に登場する
「植物」
に注目します。
日時： 1月31日（日）15:00－16:30

24日（日）15:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般2,000円（前売・当日共）

E-mail：ki6dance＠gmail.com

Re：クリエイション・プロデュース
烏丸ストロークロック
『国道、業火、背高泡立草』津公演
日時： 1月30日（土）16:00
31日（日）14:00

（要年齢を証明できるもの）
22歳以下1,500円
問合せ：田中遊
TEL：090-6066-5845
E-mail：mail-web@syoujikimono.net

会場：三重県文化会館 小ホール（三重県津市）
料金：一般前売2,500円／当日3,000円
25歳以下前売1,500円／当日2,000円
問合せ：三重県文化会館チケットカウンター
TEL：059-233-1122

第6回 森悠子のプロペラプロジェクト
～子ども音楽道場～
森悠子による2日間の音楽教育プログラム。
最後に公開リハーサルで成果を発表します。
日時： 1月10日（日）、11日（月・祝）10:30－16:00
【公開リハーサル】
1月11日（月・祝）15:00
会場：講堂
講師：森悠子
対象：ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コント
ラバスのいずれかの楽器を習ってい
る小中学生
料金：【受講料】両日12,000円／1日7,000円
【聴講料】両日2,000円／1日1,000円
※公開リハーサルは入場無料

主催・問合せ：長岡京室内アンサンブル事務局
E-mail：office@musiccem.org  

夕暮れ社 弱男ユニット
『ハイアガール』
「坂」や「壁」のように、舞台に点在する
「這い
上がる」構造。そこで、えい！よいしょ！と踏ん
張る女の子「ハイアガール」
の物語。
日時： 1月20日（水）19:00
21日（木）19:00
22日（金）14:00★／19:00
23日（土）14:00／19:00
24日（日）13:00★／16:30
★アフタートーク有
※受付開始は各開演の45分前、開場は30
分前

会場：講堂
料金：一般前売2,500円／当日3,000円
学生前売2,000円／当日2,500円
※20日公演にご来場のお客様は初日割引
として各券種1,000円引
※22日以降、同日時に3名様以上でご来
場の場合、お一人様につき一般2,000
円、学生1,500円。ただし同券種に限り
ます。予約のみ
※全席指定・未就学児入場不可

素謡の会「宙にただよう恋」
第4回《雲林院》
日時： 2月4日（木）
（受付開始18:00）
開場18:30 開演19:00
会場：大広間（待合：講堂）
出演：浦田保浩、浦田保親、橋本光史、
林宗一郎、田茂井廣道
料金：前売1,500円／当日1,800円

素謡の会 関連企画
「謡曲ひとめぐり」第2回《小塩》
日時： 3月5日（土）受付開始13:00
会場：大原野神社 参集殿（西京区）
出演：味方團、河村晴道、田茂井廣道、
武田大志、河村和貴ほか
料金：3,000円

創生劇場「Traditional Trial」
#1. 歌舞伎舞踊×西洋音楽ピアノ
（日）
日時： 2月14日
開場15:30 開演16:00
会場：講堂
出演：中村かなめ、中村壽慶、杵屋浩基、
中村圭介ほか
#2. 狂言×中国変面
（水）
日時： 3月30日
開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演：茂山正邦、茂山茂、姜鵬ほか
演出：村上慎太郎
料金：一般前売2,000円
高校生以下前売1,500円
チケット取扱：チケットぴあ（Pコード #1.
283-802、#2. 448-494）

※12月21日（月）より販売

※Topic03（P4）もご覧ください

第241回 市民狂言会

Kyo×Kyo Today vol.6
金管五重奏の夕べ

日時： 3月4日（金）開場18:30 開演19:00
会場：京都観世会館（左京区）

（水）
日時： 2月17日
開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演：稲垣路子、西馬健史、垣本昌芳、
岡本哲、武貞茂夫

演目：三本柱、無布施経、花争、栗隈神明
出演：茂山七五三、千三郎、正邦ほか

料金：一般前売1,800円／当日2,000円
学生1,000円（前売・当日共）

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：448-286）

チケット取扱：京都芸術センター、チケッ
トぴあ（Pコード：280-254）

※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術セン
ターにて取扱

（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

主催・問合せ： 夕暮れ社 弱男ユニット
TEL：080-6399-7097
（平日17:00－22:00 担当イケダ）

檜垣智也
アクースマティック作品による音の個展
電子音楽の分野で活躍する作曲家・檜垣智
也の個展。映画監督の七里圭、詩人の松井
茂とのコラボレーションをお楽しみください。
日時： 1月29日（金）開場18:30 開演19:00
会場：講堂、大広間
出演：檜垣智也（作曲、アクースモニウム演奏）
曲目：
「サロメの娘」
〈監督：七里圭〉
「囚われた女」

秋山邦晴のテープレコーダーのための詩
による（2013）
「入院患者たち」
詩、音、映像による新作インスタレーション
（2016）
〈詩：松井茂、映像：七里圭〉

会場：大広間
講師：市忠顕（上賀茂神社社家）

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

料金：無料
定員：70人（先着順／要事前申込）

主催・問合せ：エンジンミュージック
TEL：090-8208-9291（川崎）
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〈芝居？詩の朗読？ラップ？〉個性的な田中遊
一人作品とゲストコーナーを詰め合わせ。
日時： 1月23日（土）19:30

発表支援事業（共催事業）

アクースモニウムをともなう映像作品（2015）

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第31回「祭礼と古典～植物を通じて～」

問合せ：KIKIKIKIKIKI

田中遊『戯式 vol.5』

京都芸術センター15周年記念事業

K AC Art Festival バラエティボックス
2月5日（金）
－3月6日（日）
関西を中心に活躍する気鋭アーティスト
たちが京都芸術センターに集結！ 展覧会、
舞台公演（ダンス、演劇、音楽）、茶会、ワーク
ショップ、伝統芸能、アーティスト・イン・レジ
デンス等、さまざまな分野における京都芸術
センターの先進的な取り組みを紹介します。
制作室利用者であるアーティスト三原聡
一郎の展覧会や、演劇人やダンサーによる
ショーケース公演、昨年度好評を博したモ

モノオペラ
「ひとでなしの恋」

ノオペラ
「ひとでなしの恋」の再演、また、カ
フェ・モンタージュの高田伸也を席主に招い
た明倫茶会・特別編など、集中的にさまざま
なイベントを開催します。それぞれのイベン
トの詳細は次号およびウェブサイトにて近日
中に発表します。お楽しみに！

歌舞伎舞踊×西洋音楽ピアノ

「死」は軽くない。彼らは彼らなりの論理で「死者」を

演劇

関西圏の公演•展覧会について、

弔おうと互いの感情をぶつけ合っていく。

若手レビュアーが月替りで執筆します。

音楽

私は観劇中、この作品に出口はあるのだろうかと

無様に踊る

る
《フルート・ソナタ》が演奏された。各楽章はジャズの

私には思えた）。ここに安易な救いがないのは当たり前

ピンク地底人3号

影響を感じさせる洗練された終わり方である。爽やか
さを感じさせる一方で、澄み切っているわけではない、

歴史を音楽で追体験する試み

ずっと考えていた。そして案の定、出口はなかった（と
で、加害者が「死者」に対しどれだけ誠実であろうと、
どれだけ被害者が加害者を攻め立てようと
「死者」が

どこかくすんだ陰影を合わせもつ作品である。フルー

筒井はる香

蘇ることはない。すべてはすでに起こってしまったの

ティストの大嶋義実は、これら独特な世界観をもつ3曲

刈馬演劇設計社「クラッシュ・ワルツ」

を見事に吹き分けた。

１１月２１日（土）、２２日（日）

グルジア出身の作曲家イゴール・ロボダの《モノロー

さて。ではなぜ彼らは傷つくことを承知でお互いの想
いをぶつけ合うのか。それはたぶん彼らが「死者」
のた

伊丹AI・HALL（兵庫県伊丹市）

（日本初演）は父の死のために書かれた
グ・レクイエム》

『戦後70年、アウシュビッツ鎮魂（レクイエム）』
１０月１８日(日)
（左京区）
京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ

だから。

めにではなく、他でもない彼ら自身の悲しみを癒すた

作品ではあるものの、ヴァイオリン奏者ギオルギ・バブ

めにそうせざるを得ないからだ。この世界は
「生者」の

アゼの演奏からは、個人的な死の悼みを超えた緊迫感

葬儀とは一体誰のためにあるのか。一度でも葬儀

も伝わってきた。現在も紛争に苦しめられている多くの

関係の仕事に従事したものであるならこう答えるかも

者」は
「生者」の頭の中にしかいない。
「死者」
を癒すた

犠牲者に思いを馳せずにはいられなかった。

しれない。葬儀は故人（死者）のためにあるのではな

めには
「生者」
である彼ら自身が癒されねばならない。

コンサートは、収容所内で書かれたヴィクトル・ウルマ
戦後70年の節目に、イスラエル出身のピアニストで

ものである。この世界は残された者のためにある。
「死

だが前述したようにここには出口もなければ癒しも

い。当家（生者）のためにあるのだと。

ンの
《ピアノ・ソナタ第7番》
の第5楽章で締めくくられる。

ない。言葉を費やせば費やすほど彼らは傷つき傷つ

名古屋で活躍中の刈馬演劇設計社が関西で公演

作曲家のギリアード・ミショリを中心に、京都コンサート

ヘブライ民謡を主題とする壮大な変奏曲とフーガで、田

ホール館長でもあるピアニスト田隅靖子らが集い、
『戦

隅靖子の温かみのある弱音とフィナーレの最強音は、不

あらすじはこうだ。交通事故で亡くなった子供（死

証であるということをこの作品は提示しているのでは

後70年、アウシュビッツ鎮魂（レクイエム）』
と題したコン

遇な死を遂げた死者への鎮魂と不条理に対する思いが

者）の両親（被害者遺族）
と死亡事故を起こしてしまった

ないか。そう思えるほどに彼らの応酬は（例えそれがど
れだけ悲惨な応酬であったとしても）生き生きとしている。

サートが行われた。

けられていく。しかしそんな彼らの有様こそ
「生者」の

をするとの由、足を運んだ。

込められている。演奏前の田隅氏の解説によると、ウル

女（加害者）がひょんなことからとある夫婦（傍観者）の家

（コンサートと同日）
マンは71年前の10月18日
に収容所で亡

で鉢合わせするというお話。とてもシンプルな設定で

アンネ・マイケルズによる同名の小説に基づいた18の

くなったという。今回のように企画者と演奏者の信念が

はあるが徐々に明るみに出る事実によってその関係

小品からなるピアノ独奏曲で、5曲が抜粋された。ナチ

感じられる演奏会に出逢えたことに感銘を受けた。

性が変容するのと並行して現在進行形で被害者意識

つつい はるか／音楽学者●先日、浜松市の楽器博物館を訪れたとき、

に基づいた言葉の暴力が新たな被害者を作り出して

（2005年）は、
プログラムの前半のG.ミショリの《逃亡》

スによって家族全員を失ったポーランド出身の少年が、
逃亡中に考古学者に助けられ、ギリシャに身を隠して

もなるのだが、それは一重にこの作品の題材（交通事

る朗読のようだった。

故）がifに彩られているところが大きい。もしあの時、

続いて、フルートの作品が三曲演奏された。まず福

運転をもっと注意していれば。もしあの時、息子との

島和夫によるフルート独奏のための《瞑》。能管の奏

約束を守っていれば。もしあの時、あの交差点は危な

法や音色を模倣したような日本的な音が求められる作

いと注意を促していれば。関係者全員に事故を防げ

品である。次にG.ミショリの〈詩篇〉
と
〈煙〉からなる
《フ

たifがあり、事故を起こしたcauseがある。最悪の結

（世界初演）。これは神
ルートとピアノのための「詩篇II」》

果となる一歩手前にいたのが女（加害者）であったこと

への信頼と失望との間を行き交う作品で、ピアノの響

は偶然にすぎない。

板上でフルートを吹いて音を共鳴させる
「響き」
と、キー
フルートとピアノのため
の「 詩 編 」ギリアード・
ミショリ（作曲・ピアノ）、
大嶋義実（フルート）
撮影：大澤正

チスによって迫害され強制収容所に移送され、収容所
内で病死したエルヴィン・シュールホフの4楽章からな

美術

20年目に生まれた
芸術祭がもたらすもの
内山幸子
下町芸術祭
10月31日（土）
－11月13日（金）
（兵庫県神戸市）
神戸市立地域人材支援センター
、他15か所

神戸・新長田で芸術祭が誕生した。新長田という下町を
会場に、100名以上のアーティストが作品展示やパフォー

運がなかった。しかし彼らは決して運がなかったとは
言わないし思えない。なぜならそれでは「死者」が浮
かばれないし運がなかったで済ませられるほど子供の

幻をもたらすような視覚的なインパクトや芸術体験をもた

願って」
とあるように、この芸術祭は、芸術祭を達成するこ

域人材支援センターや古民家を改装した角野邸、アトリエ

らす芸術祭ではなく、新長田の人々が日々生み出してい

とが目的ではなく、ゆっくりとこの芸術祭が地域に根ざし

KOMAのほか、空き地や空き店舗等で行なわれた。新長

る日常の営みと、日常の中で脈々と育っているものを取り

ていくことを見据えている。まずはこの芸術祭が誕生した

田には、ガラス工房やアーティストのシェアハウスを構え

出して目の当たりにさせようとする芸術祭であるというこ

ことを祝福したいと思う。

る作家が集まってきており、下町芸術祭は、新長田で生ま

とだった。1995年の阪神・淡路大震災は、新長田の下町

れ育った人や、新長田に何らかの縁で集まった人達によっ

ならではの地域の連帯と市民自治の底力を発揮する出

て立ち上げられた
「新長田アートコモンズ実行委員会」
の

来事だったが、そういった廃墟になったまちで理想のまち

メンバーによる作品展示やディレクションにより、
「アソビ

を作り直していこうとする人々との出会いと、新たにこの

プログラム」
「絵画プログラム」
「工芸プログラム」
「古民家

まちに入ってくる人達への
「ええよ」
の声があって、NPO法

プログラム」
「ダンスプログラム」
等で構成されていた。ひ

人Dance Boxや神戸映画館資料館や、国内外のガラス

とつひとつの展示は、地図を頼りに歩く下町の町中に、点

作家のためのアーティスト・イン・レジデンスを運営するが

在するように展示されていて、さらに喫茶店での公開イン

らす庵、アーティストの支援活動を行うNPO法人芸法、等

タビューや、お好み焼き屋で造形作家と語り合うバーを開

が新長田に拠点を構えるようになった。下町芸術祭は、こ

くなど、あらゆる手段を使って訪れる人にこのまちやこの

の20年間、新長田の町の復興と再建のために力の限りを

まちで起こっていることを自慢したい！という芸術祭の意

尽くしてきた人達と、このまちに引き寄せられた人達が、

図がプログラムにちりばめられているように見えた。

互いにフューチャーしあい、これからの日常のために力を

近年ますます増えつつある芸術祭と印象が異なるの

蓄えるための祭りのようにも見えた。芸術祭の説明テキ

資料館など全国で名の知られる施設があるが、美術館や

は、外来者としてのアーティストがまちに新たな発見や変

ストのしめくくりに
「祭りのあとの日常を豊かにすることを
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第7場─交通事故の加害者、被害者遺族、事故現場前に住む夫婦が一堂に介する

ギャラリーはない。プログラムは、元・小学校を活用した地

マンスを繰り広げるというもの。新長田には劇場や映画

sat

ぴんくちていじん3ごう／演出家●最近は毎朝、入院中の祖母に自宅で
沸かしたお茶を持っていってます。病院のお茶はまずいそうです。

い言い方をすれば 今作の登場人物達はおしなべて

表現されている。そして、ユダヤ系の一家に生まれ、ナ

1

（２２日１３時の回観劇）

「運転」。それは運を転がすということ。身も蓋もな

の開閉音のみによる
「乾いた」音響との対比によっても

fri

踊る彼らの姿に私は自分自身を見た気がした。

まれず、見方によっては全員が加害者にも被害者に

られる。作曲家自身による演奏は、言葉のない音によ

E VEN T C A LE NDA R

この作品のタイトルは「クラッシュ・ワルツ」。無様に

者へ、被害者は加害者へ、傍観者も傍観者にはとど

楽器や音楽に思いを馳せる今日この頃です。

音域で鳴る子守唄が、低音の和音によって暴力的に遮

“ロックは別に俺たちを苦悩から解放させてはくれ
ない。ただ悩んだまま躍らせる、それだけ”

いく二重構造は一筋縄ではいかない。加害者は被害

尺八にフルートのキーシステムを取り入れた「オークラウロ」
という昭和
10年代の珍しい楽器に出会いました。歴史の中で忘れ去られてしまった

生き延びるというお話。
〈ゲットーの子守唄〉
では中・高

The Whoのピート・タウンゼントの有名な言葉を引
用しよう。

うちやま さちこ／アートマネージャー●2014年
「全国アートNPOフォーラム
in神戸」
でNPO法人Dance BoxとアートNPOリンクが発行した
「神戸・長田
インタビュー集」
には、本レビューでは書ききれなかった、まちづくりに関わっ
てきた人々の声が掲載されています。

古民家プログラム展示作品

1/31
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『藝文京展2016』
五感で感じる和の文化事業 伝統芸能ことはじめ
第5回
「黒塚」

KAC Performing Arts Program 2015 / Music #2
U-zhaan×蓮沼執太×竹村延和『Tabla the World』

［明倫WS］
正直者の会「声に出して読んでみる」

KAC Performing Arts Program 2015 / Traditional Performance
継ぐこと・伝えること56
「箏曲」
五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ
第31回
「祭礼と古典～植物を通じて～」

［明倫WS］
MuDA
「MuDA 循環・衝突運動 - 新年編 -」
［明倫WS］
セレノグラフィカ
「デュエット創作の手引き」

［共催］
第6回 森悠子のプロペラプロジェクト～子ども音楽道場～
休館日（2015年12月28日－2016年1月4日）

［明倫WS］
笑の内閣
「お金がない人向け、笑の内閣を割引でみるためのプレゼンワークショップ」
［明倫WS］
山／完全版
「山／完全版のおどろう!
イキイキ! DANCE TUNE!!」
［共催］
夕暮れ社 弱男ユニット
『ハイアガール』
［共催］
檜垣智也
アクースマティック作品による音の個展

図書室休室日：1月29日（金）

3

TOP IC 02
第2回 藝文京展2016

現代の平面 ～ひかりとかたち～

公 年サイクルで異なる分野の作品を対象として公募しています。昨
益財団法人京都市芸術文化協会による公募展「藝文京展」は、3

年度の第1回「藝文京展2015」はテーマを
「装飾と暮らし」
として工芸分
野の作品を募集しました。今回は、平面作品（版画・絵画・写真）の公募展を
開催します。
京都は、伝統に向き合いながら先鋭的な文化の創造に挑戦すること
で、文化・芸術が育まれてきた地です。さまざまなメディアが混淆する現
代において、古典的な技法から新しい表現までを対象として、いま改め
て平面の持つ可能性に焦点を当て、
「現代の平面～ひかりとかたち～」
というテーマを設定しました。
藝文京展の最大の特徴は審査方法にあります。右記の5人の審査員
が専門分野ごとではなく、すべての作品の審査に加わります。
「平面」
と
いう大きな括りでそれぞれの作品を見ることで、細分化された分野の公
募とは異なる審査の視点も浮かび上がってくるのではないでしょうか。ま
た、展覧会初日には審査員による講評会を行い、受賞作品に対するコメ
ントを公表。作家にとって制作の糧としていただく機会を提供します。
藝文京展は、作品のジャンルだけでなく、プロの作家から学生、趣味
で続けている方など、キャリアやレベルも限定しない、開かれた公募展
です。全国から寄せられた多彩な作品をどうぞご覧ください。
全国各地から多くの応募が寄せられていますが、年末に厳正なる審査を行い、年明け1月6日から
展覧会を開始します。バラエティに富んだ展覧会になること間違いなしです！
古川真宏（アート・コーディネーター）

『藝文京展2016』
会期：1月6日（水）
－27日（水）10:00-20:00
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
審査員［五十音順］
（日本画家、京都市立芸術大学名誉教授、日本芸術院会員）
上村淳之
木村秀樹（画家／版画家、京都市立芸術大学名誉教授）
児玉靖枝（画家、宝塚大学教授）
建畠晢（美術評論家、多摩美術大学長、京都芸術センター館長）
やなぎみわ（演出家、美術作家、京都造形芸術大学教授）
賞
藝文京展大賞（副賞30万円）：1名
藝文京展優秀賞（副賞10万円）：2名
京都市長賞：1名
京都商工会議所会頭賞：1名
京都新聞賞：１名
NHK京都放送局長賞：1名
藝文京展2015（テーマ：装飾と暮らし、分野：工芸作品）展覧会風景

TOPIC 03
素謡の会 関連企画

謡曲ひとめぐり 第2回《小塩》

京 きに着目し、謡曲の原点である「謡」から、そ
都芸術センターでは、能の詞章の美しさや響

こに描かれた物語を体感する
「素謡の会」
を開催し
こんぱるぜんちく
ています。11年目となる今年度は、金春禅竹に着目
し、観阿弥・世阿弥に継ぐ能の大成者として知られ
る禅竹の謡曲の中から、男女の恋にまつわる4曲を
取り上げ、
「宙にただよう恋」
と題してこれまで3回
実施してきました。
また素謡の会の関連企画として、謡曲をより深く
楽しむ企画「謡曲ひとめぐり」
を開催しています。本
企画では、謡曲ゆかりの場所を訪れ、その場所で
能楽師による素謡や仕舞を鑑賞します。謡曲に描
かれた人物のゆかりの地で謡を聴くことで、詞章に
描かれた風景やひとびとに思いをめぐらせ、謡の
世界をより豊かに体感することができます。
第1回は、小野小町ゆかりの「退耕庵」
で《卒都婆
小町》
を開催しました。普段一般公開されていない
退耕庵で、美しい庭園を眺めながらお茶や素謡を
お楽しみいただいたこの催しは、大変好評を博しま
した。

上・下／謡曲ひとめぐり 第1回の様子

そして今回訪れるのは、紅葉の名所としても知ら
れる大原野神社。小塩山の麓にある由緒ある名社
にて、
《小塩》
をお楽しみいただきます。
《小塩》は、

撮影：上杉遥

在原業平が二条の后との恋の思い出を語るという
もので、謡曲の中で様々な和歌が謡われる、大変
美しい作品です。実際の舞台である大原野神社で
聴くことで、能楽堂や能舞台とは違った雰囲気を楽
しみ、普段とは異なる謡曲の一面を知ることができ
るのではないでしょうか。謡の小旅行、是非ご堪能
ください。
《小塩》に先駆けて、2月4日には「宙にただよう恋」第4回《雲林院》
を大広
間で開催します。どちらも在原業平が主人公である2つの演目をあわせ
て聴くと、それぞれの違いがお楽しみ頂けるかも。春の気配を感じなが
ら、素謡やお茶などをお楽しみ下さい。
岩村空太郎（アート・コーディネーター）

素謡の会 関連企画
「謡曲ひとめぐり」第2回《小塩》
日時： 3月5日（土）受付開始13:00
出演：味方團、河村晴道、田茂井廣道、武田
大志、河村和貴、島田洋海、網谷正美
会場：大原野神社 参集殿（西京区）
料金：3,000円
定員：60名（要事前申込／先着順）
申込締切：2月26日（金）
※イベント情報（P2）もご覧ください

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
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！
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＊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

