
京都芸術センターでは、夏休みの時期にあわせて、子ども

から大人までそれぞれに楽しめる展覧会を開催していま

す。今回は、人間本来の身体に宿る「感覚」を出発点としながら

も、日常世界を少し外れていくような美術表現のユニークなわざ

をご覧いただきます。

出展作家の岩崎貴宏と久門剛史は、日用品や光、音、動きな

ど、わたしたちをとりまく日常的な事物や現象をもちいて、鑑賞

者のさまざまな感覚をとぎ澄ます、美しく精妙なインスタレーショ

ン作品を制作しています。展覧会の準備を進めるお二人にお話

を伺いました。

─京都での展示について、どのような思いや意気込みをもっ
ていますか。
久門　私にとって、京都は特別な場所です。古くからの友人や大

学の先輩、先生方が展示を見に来てくださるので、京都で展示を

行うことには、特殊な緊張感があります。

岩崎　学生時代に古美術研究旅行で京都に訪れて、それまで

抱いていた欧米型アートへの強い憧れが、一気に吹き飛びまし

た。都市全体から箱庭に至るスケールの縮減性や、独特な時間

の捉え方に対して、すっかり魅了されました。そんな感覚をもと

にして、戦後の広島に生まれ育った私のアイデンティティと接続

した作品を、これまで制作してきました。京都のもつ独自に洗練

された世界観と私の作品が、今一度つながりを感じることがで

きればと思っています。

─本展に向けて制作している展示作品についてお聞かせくだ
さい。
岩崎　普段、私たちが目にしている日用品や食品などで作品を

構成し、物事のスケール感や、時間の流れを、日常とは違う形

で顕在化することができれば良いな、と考えています。

久門　かつて小学校だった建物に、子供たちの教育の一環とし

て作られた和室で、新作を展示します。日本の部屋はそれ自体

夏 休 み 企 画 展

─ 岩 崎 貴 宏 × 久 門 剛 史

TO P I C  01

『感覚のあそび場 ― 岩崎貴宏×久門剛史』
会期：	7月26日（火）－9月11日（日）10:00－20:00
	 ※8月14日－16日は休館
会場：	ギャラリー北・南、和室「明倫」	※入場無料
出展作家：岩崎貴宏、久門剛史
協賛：株式会社	資生堂
協力：ARATANIURANO、OTA	FINE	ARTS

［関連企画］

アーティスト・トーク
両アーティストが展示作品についてお話しします。
日時：	7月26日（火）15:00－16:30
会場：	ギャラリー北・南、和室「明倫」を巡回
集合：	ギャラリー南
※入場無料・事前申込不要

ギャラリー・ツアー
本展担当スタッフが展覧会の見どころをお話しします。
日時：①8月6日（土）	②8月27日（土）	14:00－15:00

会場：	ギャラリー北・南、和室「明倫」を巡回
集合：	ギャラリー南
対象：	①一般	②子ども（未就学児～小学3年生）
	 	 ※②は保護者同伴のこと
料金：	無料
定員：	各回20名（先着順・要事前申込）

夏休み企画展×明倫茶会
日時：8月21日（日）
	 11:00／13:00／14:00／15:00
会場：	和室「明倫」
待合：	ギャラリー南
席主：	久門剛史、岩崎貴宏
植物：	西山隼人（「みたて」店主）
定員：	各席20名
料金：	1,000円
申込方法：ウェブサイトまたは電話にて申込（先着順）

※イベント情報（P2）もご覧ください

視覚や聴覚だけでなく、嗅覚、触覚、違和感、錯覚、スケール感、共感覚、時間感覚…。
お二人が構想している作品によって、あちこちの意外な感覚が刺激されて、日常世界
の感じ方が変わりそうなワクワク感がします。 西尾咲子（アートコーディネーター）

岩崎貴宏 （いわさき たかひろ）
1975年広島県生まれ、広島市在住。広島市立大学芸術学研究科博士後期課程修了（2003年）。
エジンバラ・カレッジ・オブ・アート大学院修了（2005年）。文化庁新進芸術家海外留学制度研
修員としてイギリス滞在（2007年）、ポーラ美術振興財団在外研修員としてアメリカに滞在（2011

年）。日用品を解体・再構築した繊細な作品や、壮大な歴史的建造物の緻密な模型など、鑑賞
者の見立てや記憶、スケール感などさまざまな次元の感覚をゆさぶり、イマジネーションによ
る広大な風景を創出。主な展覧会に『In	Focus』（アジアソサエティ、ニューヨーク、2015年）、『岩崎
貴宏展	埃（10-10）と刹那（10-18）』（小山市立車屋美術館、栃木、2015年）『岩崎貴宏展	山も積もればチ
リとなる』（黒部市美術館、富山、2015年）、『スリーピング・ビューティー』（広島市現代美術館、2014年）、
「ヨコハマトリエンナーレ2011」（横浜美術館、神奈川、2011年）。

久門剛史 （ひさかど つよし）　
1981年京都府生まれ、京都府在住。京都市立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了（2007

年）。様々な現象や歴史を採取し、音や光、立体、プログラミングを用いて、個々の記憶や物
語と再会させるインスタレーションを制作。主な展覧会に『still	moving』（元・崇仁小学校、京都、

2015年）、『Quantize』（オオタファインアーツ、東京、2014年）、『Exchange	-	種を植える-』（国際芸術

センター青森、2013年）、『SHISEIDO	artegg	久門剛史展』（資生堂ギャラリー、東京、2013年）など。
2002	年よりアーティストグループSHINCHIKA	にサウンド担当として参加。「日産アートアワー
ド2015」オーディエンス賞、VOCA賞受賞（2016年）。チェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』
（ロームシアター京都、2016年）で音・舞台美術を制作。平成27年度京都市芸術文化特別奨励者
（2015年）。

PROFILE

感覚のあそび場

久門剛史	《Quantize	#5》	2015,	photo：Keizo	Kioku 久門剛史	［上］	《FUZZ》	2015		［下］	《after	that.》	2013,	Courtesy	of	Ota	Fine	Arts,	Aomori	Contemporary	
Art	Centre	［ACAC］

岩崎貴宏	《Out	of	Disorder	(Coney	Island)》	2012,	©Takahiro	Iwasaki,	Courtesy	of	ARATANIURANO

がすでに完成しているので、何かを「置く」ということは緊張感を

伴う、とても繊細なことだと感じています。そこにそれまであった、

もしくはこれから生じるであろう現象を想像しながら、部屋を尊重

したパーソナルな時間軸を展示できればと思っています。また、

花を生けるなど、いくつかの新たな挑戦をしたいと思っています。

─これまでの暮らしや制作において、どのような感覚を大切に
してきましたか。
岩崎　横になって目を瞑っている時に、今、自分はどの方向に

動いているのだろうかと考えます。地球の自転方向に秒速200

ｍの速度で移動かと思いきや、太陽の公転方向に秒速30kmか

な。いや、天の川銀河の回転方向に秒速600kmで移動している

か、いやいや、おとめ座超銀河団全体の回転の方が、でもそれ

いうなら宇宙の膨張方向にかな。とにかくベクトルを打ち消し合

いながら、ものすごい速度で、この体がどこか一方向に飛んで

いってるなという感覚。他にも、カラフルなジェット機群が音速

で自由に飛びまわり、それらが幾つも連結合体して巨大なメカ

となり、ゴゴゴゴーっと爆音をたてながら、眼球スレスレをなめ

るようにして飛び去ろうとする瞬間、イメージが途切れて、連結

されたただの洗濯バサミに戻ってしまう感覚とか。

久門　普通の暮らしの中で感覚をとぎ澄ますのが好きです。神

社やお寺で手を合わせて目を瞑った時に、走馬灯のように、記

憶の時間軸に前後関係がなくなって、心情を反芻してしまう感覚

を、とても大切にしています。

　また、父親がとても厳格で、整理整頓することを厳しくしつけ

られました。昔からきちんとしなければならないという反面、感

覚的な配置や偶然起こることへの憧れは常にあって、直線と曲

線の関係みたいなことをずっと考えてきたような気がします。
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トーマス・リーブハート
身体表現ワークショップ受講者募集
現代演劇の俳優など舞台表現を行う方
を対象としたワークショップ。
期間：	7月30日（土）－8月13日（土）

※8月13日（土）に京都芸術センター
で発表公演

応募条件：3年以上、通算6回以上の舞
台出演経験があること。

受講料：20,000円（通し受講のみ）

定員：	20名
応募方法：氏名、電話番号、活動歴を記入

の上、info@kac.or.jpまで
締切：6月30日（木）〔必着〕

京都市芸術文化特別奨励制度
平成29年度奨励者の募集
新たな芸術文化の創造を促進し、京都
の芸術文化の振興を図ることを目的に、
これから大きくはばたこうとする若い芸
術家を奨励します。奨励金300万円。
※詳細は募集案内をご参照ください
締切：	7月31日（日）〔必着〕

問合せ・申請先
○京都市文化市民局文化芸術企画課
特別奨励制度担当
〒604-8006	京都市中京区河原町通御
池下る下丸屋町394番地Y･J･Kビル2階
TEL：075-366-0033
FAX：075-213-3181
受付時間：8:45－17:30（土・日・祝は休み）

○（公財）京都市芸術文化協会特別奨
励制度担当（京都芸術センター内）

受付時間：10:00－20:00

アーティスト・イン・レジデンスプログラム
―KAC×SDC― コレオグラファー募集
ソウルダンスセンターとの提携プログラム
「アーティスト・イン・レジデンスプログラム
-KAC×SDC-」にて、2017年春にソウルダンス
センターでリサーチ、クリエーションに取り組む
コレオグラファーを募集します。
支援内容：
・	滞在期間中の宿泊場所および制作
場所の提供・往復の航空券（日本-韓国

間）・制作費1,800,000韓国ウォン
締切：	8月31日（水）〔必着〕

※詳細は7月中旬にウェブサイトにてお知ら
せします

詳細は京都芸術センターで配布中の
募集要項および応募用紙をご確認くだ
さい。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）。

夏休み芸術体験教室参加者募集
小中学生や高校生を対象に日本の伝統芸
能を体験する教室を開催します。
日時：	①邦楽（箏・尺八）－7月25日（月）、

29日（金）、8月1日（月）、4日（木）、
5日（金）〔計5回〕

※8月7日（日）に京都芸術センターで発表
※実費徴収あり〔つめ1,000円、尺八

2,500円程度・お持ちの方は不要〕

②邦舞－7月23日（土）、24日（日）、
30日（土）、31日（日）〔計４回〕

※8月7日（日）に京都芸術センターで
発表〔8月6日（土）リハーサル開催〕

※浴衣・足袋をお持ちの方はご持参ください
③能楽1（仕舞）－7月26日（火）、
27日（水）、28日（木）、8月2日（火）、
3日（水）〔計5回〕

④能楽2（笛・小鼓・大鼓・太鼓）－7月
26日（火）、27日（水）、28日（木）、8
月2日（火）、3日（水）〔計５回〕

※8月4日（木）に大江能楽堂で発表
※いずれも時間は10:30－12:00

対象：	①小学校4年生～高校3年生
	 ②、③、④小学校1年生～中学校

3年生（ただし④笛は小学校4年生以上）

会場：	制作室ほか
料金：	無料（一部実費）

定員：	①、②－各20名
	 ③－25名、④－各12名
応募方法：往復はがき又はE-mailにて

希望教室名・住所・氏名・ふりが
な・学校名・学年・電話番号・保護
者名を記入の上、京都芸術セン
ター「夏休み芸術体験教室」担当
（info@geibunkyo.jp）まで。
※①、④は第1・第2希望を明記すること。②は身

長を必ず記入。なお、全日程参加できる方に限
ります。応募多数の場合は抽選

締切：6月30日（木）〔消印有効〕

KYOTO EXPERIMENT
京都国際舞台芸術祭2016 AUTUMN
サポートスタッフ募集
フェスティバルの運営を支えるサポート
スタッフを募集します。舞台芸術やボラ
ンティア経験がなくてもご参加頂けます。
活動期間：8月下旬～11月下旬
締切：	8月22日（月）〔必着〕

問合せ：KYOTO	EXPERIMENT事務局
〒604-8152	京都市中京区烏丸
通蛸薬師下ル手洗水町645
flowing	KARASUMA	2F
TEL：075-213-5839
FAX：075-213-5849
※応募方法等、詳細は公式ウェブサ
イトにてご確認ください

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 8
伊藤隆介×中田有美

『ジオラマとパノラマ─Diverting Realities』
会期：	6月10日（金）－7月18日（月・祝）

	 10:00－20:00
	 	 ※7月14日－16日は祇園祭のため17:00閉館
会場：	ギャラリー北・南
	 	 ※入場無料・会期中無休
出展作家：伊藤隆介、中田有美

KAC Performing Arts Program / LOVERS
日程：	7月9日（土）－7月24日（日）

［プログラム］

古橋悌二《LOVERSー永遠の恋人たち》展示
会期：	7月9日（土）－7月24日（日）

	 10:00－20:00
※7月14日－16日は祇園祭のため17:00閉館

会場：	講堂
	 	 ※入場無料・会期中無休

ナイトパーティ
日時：	7月13日（水）20:00－
会場：	METRO（左京区）

料金：	2,000円＋1ドリンク
出演アーティスト：OK	GIRLS[砂山典子・田中

真由美・薮内美佐子]	ほか

トークイベント
日時：	7月18日（月・祝）13:00－15:00
会場：	フリースペース
料金：	500円
出演：阿部一直、石谷治寛、石原友明、住友

文彦、高谷史郎
ファシリテーター：建畠晢

ダムタイプ作品上映会
日時：	7月18日（月・祝）、19日（火）

	 16:30－22:00
会場：	METRO（左京区）

料金：	1,000円＋1ドリンク
※Topic03（P4）もご覧ください

夏休み企画展
『感覚のあそび場－岩崎貴宏×久門剛史』
日常的な事物や現象を用いて、鑑賞者の多様
な感覚をとぎ澄ますインスタレーションを展示。
会期：	7月26日（火）－9月11日（日）

	 10:00－20:00
	 	 ※8月14日（日）－16日（火）は休館
会場：	ギャラリー北・南、和室「明倫」
	 	 ※入場無料

［関連企画］
アーティスト・トーク
日時：	7月26日（火）15:00－16:30
会場：	ギャラリー北・南、和室「明倫」を巡回
集合：	ギャラリー南
※入場無料・事前申込不要	

ギャラリー・ツアー
日時：	①8月6日（土）	②8月27日（土）

	 14:00-15:00
会場：	ギャラリー北・南、和室「明倫」を巡回
集合：	ギャラリー南
対象：①一般	②子ども（未就学児～小学3年生）

	 	 ※②は保護者同伴のこと
料金：	無料
定員：	各回20名（先着順・要事前申込）

夏休み企画展×明倫茶会
※詳細は「明倫茶会」の欄をご覧ください

※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2回「義経千本桜」
日時：	7月10日（日）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）

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第37回「We Love “Kotengeinou”
～海外から見た和の文化を知る～」
月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企
画。今回は外国人の視点から日本の古典芸能
の魅力に迫ります。
日時：	7月31日（日）

	 15:00－16:30（受付開始14:30）

会場：	大広間
講師：	マシュー・ショアーズ（ケンブリッジ大学ア

ジア・中東学部助教授）

料金：	無料
定員：	70名（先着順／要事前申込）

※日本語でお話します（英語通訳あり）

明倫茶会

夏休み企画展×明倫茶会
夏休み企画展の出展作家が席主となり、展示
空間でのおもてなしのなか、これまでの制作
活動についてお話しします。
日時：	8月21日（日）

	 11:00／13:00／14:00／15:00
会場：	和室「明倫」
待合：	ギャラリー南
席主：	久門剛史、岩崎貴宏
植物：	西山隼人（「みたて」店主）

定員：	各席20名
料金：	1,000円
申込方法：ウェブサイトまたは電話にて申込（先着順）

※Topic01（P1）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）

※詳細はウェブサイトをご覧ください

ニットキャップシアター
「『ねむり姫』稽古場 展」
日時：７月１日（金）11:30－17:00
	 	 ※事前申込不要・入退室自由
会場：	制作室１

正直者の会「声に出して読んでみる」
日時：	7月1日（金）19:00－21:30
会場：	制作室8
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衝突運動-実践編-」
日時：	7月2日（土）19:00－21:00
会場：	制作室10	
定員：	10名
※動きやすい服装でご参加ください

マームとジプシー
「藤田貴大演出体験ワー クショップ」 
日時：	7月10日（日）13:00－17:00
会場：	制作室10
定員：	20名
対象：	中学生以上（演劇経験不問）	
持物：	筆記用具
※動きやすい服装でご参加ください

Monochrome Circus
「動きながらダンスを鑑賞する～『グランド
ホテル』公開リハーサル～」
日時：	7月30日（土）17:00－18:00
会場：	制作室8
定員：	20名

発表支援事業（共催事業）

ここ・そこ・あそこ～香りのアート2016～
「ここ」「そこ」「あそこ」の空気の境目はどこに
あるのでしょうか。「時空の切れ目」を香りの
アートで表現する日仏交流展。
会期：	7月1日（金）－7日（木）12:00－20:00
	 	 ※7月1日18:00よりオープニング開催
	 	 ※7日のみ19:00まで
	 	 ※入場無料・会期中無休

会場：	ミーティングルーム2
出展：	Boris	RAUX、京都嵯峨芸術大学学生、

École	des	Beaux-Arts	学生
主催・問合せ：Boris	RAUX／Perfume	Art	Project
　WEB：http://perfumeartproject.com/?cat=18

祇園祭児童画展
会期：	7月14日（木）－24日（土）10:00－17:00
	 	 ※入場無料・会期中無休
会場：	ミーティングルーム2、和室「明倫」
主催・問合せ：祇園祭児童画展実行委員会、

染・清流館
　TEL：075-255-5301（児島）

メシュラシュ
イスラエルのバットシェバ・ヤングアンサンブルに
所属する堀田千晶によるユニット、初の京都公演。
日時：	8月1１日（木・祝）15:00／17:00
会場：	講堂
料金：	1,500円
※8月9日（火）－11日（木・祝）に出演者によるダンス
ワークショップを行います（有料）

※詳細はウェブサイトをご確認ください
主催・問合せ：堀田千晶
　E-mail：Sankakusan.jp@gmail.com

制作支援事業

渡邊野子『６つの位置のストーリー』
京都市立銅駝美術工芸高等学校美術工芸科
の教員による６つの個展。
会期：	6月21日（火）－7月9日（土）

	 11:00－19:00	※月曜休館

会場：	堀川御池ギャラリー（中京区）

料金：無料
問合せ：京都市立銅駝美術工芸高等学校

TEL：075-211-4984（６つの個展担当［渡邉・今村・森本］）

山田せつ子『燃え上がる耳』
笠井叡構成・振付による新作ダンス公演。笠井
叡、山田せつ子を中心に、関西女性ダンサー4
名が加わり、圧倒的なダンスを繰り広げる。
日時：	7月2日（土）、3日（日）開演15:00
会場：	京都芸術劇場	春秋座（左京区）

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
学生＆ユース（25歳以下）前売2,000円
／当日2,500円

問合せ：京都芸術劇場チケットセンター
　TEL：075-791-8240　　

ニットキャップシアター『ねむり姫』
幻想文学の巨匠、澁澤龍彥の短編小説を原
作に、34名の出演者が渦を巻く平安群像劇。
日時：	7月		8日（金）19:00
	 9日（土）、10日（日）13:00／18:00
	 11日（月）14:00

※受付開始は開演の1時間前。開場は開
演の30分前

会場：	アイホール（兵庫県伊丹市）

料金：	一般前売3,200円／当日3,500円
ユース（25歳以下）・学生前売2,200円／
当日2,500円
高校生以下1,000円（前売・当日共）

問合せ：ニットキャプシアター
　TEL：090-711-3396　　　　　　
　E-mail：info@knitcap.jp

悪い芝居vol.18『メロメロたち』
前代未聞の移動しないロードムービー悲喜劇。
日時：	7月15日（金）19:00

16日（土）、17日（日）13:00／18:00
18日（月・祝）13:00
19日（火）14:00／19:00
20日（水）14:00

※東京公演もあり。詳細はウェブサイトで
ご確認ください	

会場：	HEP	HALL（大阪市）

料金：	一般前売3,900円／当日4,400円
	 25歳以下前売2,900円／当日3,400円

高校生以下前売2,000円／当日2,500円
悪友割（1組3人以上で割引）

一般3,500円、25歳以下2,500円
高校生以下1,000円（前売・当日共）

問合せ：悪い芝居
　TEL：090-3941-1481　　　　　　
　E-mail：mrmr_ticket@waruishibai.jp

正直者の会『戯式vol.６』
俳優＋ラジカセ４台。声と音、言葉と音楽の
「（ほぼ）一人舞台」作品集の第６弾。
［京都公演］
日時：7月23日（土）15:00／19:30
	 24日（日）15:00
会場：アトリエ劇研（左京区）

※三重公演もあり。詳細はウェブサイトで
ご確認ください

料金：一般2,000円（前売・当日共）

	 22歳以下1,500円（前売・当日共）

問合せ：
　TEL：090-6066-5845（田中）

　E-mail：web@syoujikimono.net

マームとジプシー「アーティスト・学生・地域の
方で創る演劇公演 藤田貴大演出作品『Ａ-Ｓ』」
藤田貴大と共に中学生以上の参加者がつく
る演劇作品。
日時：	7月30日（土）13:00／18:00
	 31日（日）13:00	
会場：	京都芸術劇場	春秋座（左京区）

料金：	一般3,000円／学生2,000円
	 小学生以下800円（前売・当日共）　
	 	 ※整理番号付自由席
問合せ：京都造形芸術大学舞台芸術研究センター
　TEL：075-791-9207(チケット申込は075-791-8240）

　E-mail：k-pac@kuad.kyoto-art.ac.jp

瀬戸内国際芸術祭2016
犬島パフォーミングアーツプログラム
MuDA『MuDA 鉄』
宇宙の普遍物「鉄」をテーマに、犬島の特殊
空間で行う新作野外公演。
日時：	7月29日（金）－31日（日）

	 開場18:30	開演19:00
会場：	犬島精錬所美術館敷地内（岡山県岡山市）

料金：	一般前売3,500円／当日4,000円
	 学生前売2,000円／当日2,500円
	 作品観賞パスポート割（200円引）

※チケット料金には復路の犬島から岡山ま
での乗船代、バス乗車代が含まれます

問合せ：MuDA
　E-mail：muda.japan@gmail.com　

第243回 市民狂言会
夏休みにご家族でお楽しみいただける
特別編。初めて狂言を鑑賞される方にも
オススメの内容です！
日時：	8月19日（金）開場13:30	開演14:00
会場：	金剛能楽堂（中京区）

※前回と会場が異なるのでご注意ください
演目：	柑子、腰祈、口真似、金津
出演：	茂山千五郎、あきら、千三郎	ほか
料金：	高校生以下500円
	 一般前売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：451-515）

※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「世うつしの鏡」
年間席札販売
日時：	6月28日（火）、9月15日（木）

	 12月14日（水）、2017年1月26日（木）

会場：	大広間（待合：講堂）

演目：《羽衣》、《邯鄲》、《葵上》、《紅天女》
企画・ナビゲーター：田茂井廣道（能楽師

シテ方観世流）

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

※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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NEW	INCUBATION	8	伊藤隆介×中田有美
『ジオラマとパノラマ─Diverting	Realities』（6/10－7/18）

KAC	Performing	Arts	Program	/	LOVERS
古橋悌二《LOVERSー永遠の恋人たち》展示

『感覚のあそび場－岩崎貴宏×久門剛史』（7/26－9/11）

『感覚のあそび場－岩崎貴宏×久門剛史』
［関連企画］アーティスト・トーク

［共催］ここ・そこ・あそこ～香りのアート2016～ ［共催］祇園祭児童画展

KAC	Performing	Arts	Program	/	LOVERS
トークイベント

五感で感じる和の文化事業	伝統芸能ことはじめ
第2回「義経千本桜」

［明倫WS］ニットキャップシアター
「『ねむり姫』稽古場	展」

［明倫WS］マームとジプシー
「藤田貴大演出体験ワークショップ」

［明倫WS］Monochrome	Circus
「動きながらダンスを鑑賞する～『グランドホテル』公開リハーサル～」

トーマス・リーブハート
身体表現ワークショップ

月イチ☆古典芸能シリーズ	第37回
「We	Love	“Kotengeinou”	～海外から見た和の文化を知る～」

［明倫WS］正直者の会「声に出して読んでみる」

［明倫WS］MuDA「MuDA衝突運動-実践編-」
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31302928
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南仏エクス＝アン＝プロヴァンス出身の女性ピアニス

ト、エレーヌ・グリモーのピアノ・リサイタルを聴いた。

ロマン派から現代までの時代の、日仏伊西チェコと地

域も異なる8人の作曲家による作品をどのように組み立

てて演奏するのかに関心が持たれた。結局のところ1

月末にリリースされたCD「Water」とほぼ同じで、彼女

にとってこの順番でなければならない起承転結がある

ように思われた。

その予感は的中した。第一曲、ベリオの《水のクラ

ヴィーア》のppp（最弱音を示す音楽用語）で奏される一音

は、壮大な物語の始まりを告げる音だったのだ。26小

節からなる短い作品が静かに閉じられるやいなや、次

の曲、武満徹《雨の樹Ⅱ》が続く。グリモーの連想が自

然に紡ぎ出された、そんな印象をもった。驚愕したの

は、彼女が前半のプログラムすべてを途切れなく弾

き続けたことである。ベリオ、武満に続いて、フォーレ

の《舟唄》、ラヴェルの《水の戯れ》、アルベニスの《ア

ルメリーア》、リストの《エステ荘の噴水》、ヤナーチェク

《霧のなか》より「アンダンテ」が演奏され、ドビュッシー

《沈める寺》で閉じられた。時間にすると50分強。おそ

らく彼女はこれらの作品を一つの壮大なストーリー（宇

宙といってもいいかもしれない）と見立て再構築したのだろ

う。「水」を主題として、各々の作品をそれ自体の文脈

今、大阪の若手劇団が充実している中、私が最も気

になっている劇団が遊劇舞台二月病（以下、二月病と略）

である。最近の若手劇団はとても「上手い」。個人的な

実感でしかないのだが技術面（演出、作劇、俳優等々）にお

いて言えば筆者（演劇歴１３年）が２０代だった頃、周りに存

在した関西拠点の劇団に比べてはるかに優れていると

思う。しかし私はそれが大いに不満だ。「上手い」。これ

はとても難しい問題だ。「上手い」からといってその舞台

が受け手にとって必ずしも豊かな観劇にならないことは

承知のことと思う。そもそもなぜ演劇なぞを作らねばな

らないのか。それは演劇に携わるもの、それぞれに理

由があると思うのだが、私はとにかく演劇をせねばなら

ない、という強い意志を持つ劇団（或は人）に強く惹かれ

る。その衝動なしの「上手さ」には興味がないし「上手く

ない」舞台から立ち上る作家の、劇団のある種の「やむ

にやまれなさ」が舞台上に立ち上がるだけで感動してし

まう。二月病にはそれがある。

そんな彼らが新作『LEFT～榛名ベース到れる～』を

発表するとの由、足を運んだ。彼らが描く題材はいつ

も、とても重く、苦しい。モチーフは殺人であったり死刑

であったり貧困であったり差別であったり様 な々のだが

共通していること、それは我々が暮らす社会に時折漂う

嫌なムードを常に作品背景にしているという点である。

そしてそのムードに舞台上の登場人物たちは争うのだ

けれど結局打ち勝つことはできず破滅し自問自答する。

なぜこんなことになってしまったのか……（二月病のホー

エレーヌ・グリモー ピアノ・リサイタル
5月12日（木）

ザ・シンフォニーホール（大阪市北区）

Load na Dito『Role Play』
5月5日（木・祝）－5月14日（土）

スハラビル202号室（大阪市此花区）

参加作家：飯川雄大、笠間弥路、MIZUTAMA、
西村佳子、小栗沙弥子、和田昌宏

space×drama2016参加作品
むりやり堺筋線演劇祭参加作品
遊劇舞台二月病
第碌回公演『LEFT～榛名ベース到れる～』
5月２０日（金）－２２日（日）

シアトリカル應典院（大阪市天王寺区）

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　7 / 1 ▲ 7 / 31

図書室休室日：7月29日（金）

水を主題にした
壮大なストーリー

アットホームから
社会の結節点として
―越境するアートプロジェクト

上手いとか上手くないとか
音楽

美術

演劇

筒井はる香

内山幸子

ピンク地底人3号

から切り離し、そこに新たな意味を付加する。そのこと

自体、特筆すべきである。またそれを実現できる彼女

の創造力と驚異的な集中力と演奏技術にも感嘆した。

その反面、原曲のもつ色彩感や手触りのようなものが

やや薄れ、全体として大味になったことも否めない。

グリモーの演奏スタイルについては、無駄な動きは

見当たらず、背筋は常にまっすぐで、身体を大きく動か

したり、ゆがめたりすることもない。上腕、前腕、手首、

手、指すべてが有機的にコーディネートされることに

よって難曲をも軽 と々弾きこなした。

後半のプログラムでは、ブラームスが19歳の時に作

曲したピアノ・ソナタ第2番が演奏された。前半とは対

照的に、グリモーは大ホールにいた聴衆を魅了するの

に相応しい力強さと大きな身ぶりで演奏した。「誰かが

公式の場で演説する時、1人か2人だけを相手に穏や

かに会話する場合と、まったく違う話し方をしなければ

ならい」というリストの師匠による教えを思いだした。

広い会場では静かな共感よりも、人をあっと言わせる

強烈なインパクトの方が求められているのだろうか。演

奏終了後、「グレイティスト！」と声がかれるまで叫ぶ熱

狂的なファンの姿をみて、容姿端麗の演奏家グリモー

は19世紀ヨーロッパを沸かせたリストに匹敵するよう

な気がした。

『Role	Play』は創造行為をする者であると同時に、社

会や家族の一員であるアーティストたちが、彼らのフィー

ルドで繰り出す様々なプレイについて、その軌跡やテク

ニック、あるいは私たちが生きるフィールドそのものにつ

いて新たな想像を促す展覧会だ。

会場では、陽当りのよい部屋の真ん中にちゃぶ台を置

いて団欒している企画者一家に迎えられた。広さ8畳程

で水場を取り払った後のむき出しの配水管や木目調の

塩ビのフロア材が、元居住空間だった趣を残す。

展示は全体として質量が少なく軽みがあり、ほとんど

の作品が子ども目線のかなり低い位置に展示されてい

る。空間の質が家族の時間のようなものに占められてい

て、各作品がそれに呼応するように配置されている在り

方がおもしろかった。子どもが生まれることによる、選択

するメディウムや創作の視点が変化するといったアーティ

ストへの影響は、現実にあるだろう。本展では、自身の

子が作った手描きの紙幣とその端紙、それにまつわる思

索のテキスト等を含む笠間弥路のインスタレーションや、

動くものや音の出るものに反応する赤ん坊の知覚を意識

させる玩具のようなオブジェを床に並べたMIZUTAMA

など、作品に子どもの存在を感じる作品がまずは印象に

残った。とはいえ本展は特に家族をテーマとしているので

はない。床面すれすれに中型テレビ程の大きさで投影さ

れた和田昌宏の《Saru	/	Kani	(Negoto)》は、川の字になっ

て寝ている一家の姿とともに寝言のように安部総理の会

見の音声が聞こえてくる映像作品であり、玄関横の壁に

掛けられている飯川雄大《Winning	Position》は、マスコ

ミ的な決定的瞬間の外にいるサッカー・プレイヤー達の

姿を一眼レフカメラの超望遠レンズで捉えたものだ。一

見アットホームな空間だが、作品を媒介として各作家の

社会的な関心事が照射されているのが示唆的だった。

本展を企画した平野真弓はフィリピンのマニラにあ

るアーティスト・ラン・スペース「98B」の共同主宰者とし

て日本とマニラを往来している。98Bは、美術館・ギャラ

リーとストリート・社会運動に二極化されるマニラのアー

トシーンの境界線上の活動を意識しており、その延長に

あるのが今回のプロジェクト「Load	na	Dito」（フィリピン

語で“ロード＝電話のプリペイド・チャージはこちらで”という意味）

だ。本展はその第一弾で、今後は場所と文脈を変えなが

ら展開していくという。本展の会場となったビルの一室

は、参加作家づてに約3週間だけ賃貸した場所だと言う

が、もちろん異例の計らいだろう。国籍や国境を越えて

人々が盛んに移動する現代において、Load	na	Ditoは、

直感的に動き、既存の社会ルールをすり抜けながらクリ

エイティブな空間を立ち上げる、人と共に移動するアー

トプロジェクトのムーブメントが生まれる可能性を予感さ

せる。

ムぺージによると「無力さを知り後悔することで、演劇という仮想

現実での追体験にて後悔を先に立たせ、教訓を得ようと考えて

いる」らしい）。今作は１９７１年に起きた連合赤軍による山

岳ベース事件がモチーフなのだが、これほど二月病の

作家性と相性のいい題材もないだろう。歴史的事実に

あるように赤軍メンバーは互いをリンチし合い、自滅す

るに至ったのだから。恥ずかしながら私は連合赤軍に

ついて詳しくないが、物語はすっと入ってきたし、御提

供いただいた台本はかなりまとまっている。特にリンチ

で死んだ人々が死者となり生前の思い出を語る構成は

非常に秀逸だと思った。

さて、ここで冒頭に書いた「上手い」「上手くない」の

話に戻りたい。

二月病は私に「仮想現実の追体験」をさせてくれな

かった。まず今作で赤軍を描くにあたりいかに「暴力」

を描くかは避けては通れない問題であるがその趣向が

弱い。舞台上に一体の人形を置き、それを殴るとリンチ

するという仕掛けな訳だが、それでは現実の暴力を超

えられない。演劇である以上、現実を超えない趣向は

何の意味もない。それは「暴力」シーンに限らず全ての

シーンにおいて言えることで（文字数の都合で一つずつ挙

げることはできないが）どのように赤軍を演劇化すべきな

のか、そこに考えが至っていない。

二月病は歯がゆい。彼らの「やむにやまれなさ」は時

折「上手くなさ」に邪魔されて見えなくなってしまうこと

がある。しかしここで再び難しい問題だ。「上手くなる」

といつの間にか衝動が消えてしまうというのもまた事実

なのだ。そして多くの劇団が星屑になっていく。

私は「上手い」遊劇舞台二月病が見たい。見たくない。

見たい。見たくない。 （５月２０日１９:３０の回観劇）

つつい	はるか／音楽学者●物理学者で映画監督のクラウス・ウィボ
ニーによる『オープン・ユニバース』を観ました。ビックバンから始まり、
宇宙で起こっているすべてを一本の映画に詰め込んだという物理学
的映画。真面目さとユーモアのバランスが絶妙な作品でした。

うちやま	さちこ／アートマネージャー●最近、周囲でいろいろな勉強会
や読書会や上映会といった集まりが立ち上がっていて興味深いので、し
ばしば参加しています。

ぴんくちていじん３ごう／演出家●年末まで毎月３０日に計８回、地獄の
演劇マラソンと称しましてピンク地底人「まいごの地底人」を市内各所
で上演中です。

撮影：小嶋謙介

撮影：Mark	Salvatus

©Mat	Hennek

祇園祭に伴う開館時間変更のお知らせ
期間：7月14日（木）－16日（土）　開館時間：10:00－17:00
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毎年、夏に国内外から参加者が京都芸術セン

ターに集い、約4週間に及ぶ伝統芸能のトレー

ニングを行うトラディショナル・シアター・トレーニング
（T.T.T.）。能・狂言・日本舞踊の3コースに分かれ、プロ

の講師による厳しい稽古を通じて演目の習得、そして

日本の伝統芸能の精神を学び、最終日には大江能楽

堂で発表会の舞台に立ちます。今年で32回目を迎え

るT.T.T.は、複数回参加する方が多いことも特徴の一

つです。昨年に続き今年も日本舞踊コースを受講する

トルコ出身のダンサー・振付師、アイダン・ターカー氏

にお話を伺いました。

─昨年、T.T.T.に参加して得られたもののうち、もっ
とも貴重なものは何でしたか。
アイダン・ターカー（以下AT）　それは、このユニークな

プログラムの一部になれたことです。私は幸いなこと

に（若柳）弥生先生から一人で舞う「八千代獅子」という

演目を習うことができました。永久の平和と世界の調和

への願いを表現するこの演目を体得したこと、T.T.T.参

加者として大江能楽堂で舞えたこと、それらがかけがえ

のない経験となりました。また、帰国後にトルコでこの

舞を披露できたことも同様にとても貴重なことです。

─T.T.T.の期間中、最も興味深かったことは何でしたか。
AT　トレーニング中の全てのことに歴史を感じ興味

が沸きましたが、能面や装束そのものと着付けのプロ

セスが特に興味深かったです。能のワークショップで

習った能装束や小道具の多さに驚きました。また、発

表会の日、弥生先生やお弟子さん方に着付けをして

いただいたときも何枚も衣装を重ね、花嫁の身支度を

しているように感じてとても面白い経験となりました。

─昨年のT.T.T.で忘れがたい思い出はありますか。
AT　一つ目は、日本舞踊コースの初日に、弥生先生

に舞踊を披露していただいたときのことです。弥生先

生の舞踊を初めて拝見し、その一連の所作にすっかり

魅了されました。この時の衝撃を忘れることはないと

思います。二つ目は、トレーニングの中盤、トルコに

いる母が転んで臀部を骨折し大掛かりな緊急手術を

することになったと知らせを受けたときのことです。母

を励ますためにすぐに帰るか稽古を続けるか葛藤が

ありました。幸いなことに、母の手術は成功し快方に

向かったため最後までトレーニングを続けることがで

きましたが、深く悩んでいた頃、なんと恥ずかしいこ

とに稽古の途中で扇を落として壊してしまいました。

─昨年に続き今年も受講しようと思ったのはなぜですか。
AT　昨年のトレーニングを終えた後、自身の体や心

に何か心地よい変化を感じました。この変化を深化さ

せるにはより多くの情報と時間が必要だと感じ、今年

もT.T.T.に参加し学びを継続しようと思いました。トル

コには日本の伝統芸能を学べるところがありません

し、ユニークなアプローチで学べるT.T.T.は私にとって

最善のプログラムだと思っています。

─最後に、あなたにとってT.T.T.とは？
AT　T.T.T.は、伝統芸能の稽古をすることで日本文化

の価値をより深く理解できる、貴重な機会を提供する

とてもユニークなプラットフォームだと思います。

TO P I C  02
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1984年に京都市立芸術大学の学生を中心に京都で

結成され、伝説的な存在として語られるアーティス

ト・グループのダムタイプ。その中心メンバーであった

故・古橋悌二の代表作であり遺作《LOVERS─永遠の恋

人たち》（1994）は、京都市立芸術大学の芸術資源研究セ

ンターで、高谷史郎を中心とするダムタイプメンバーの

協力のもと修復が進められていました。修復の完成を機

に、京都芸術センターと共同で本作をお披露目します。

ダムタイプは、様 な々専門分野を持つメンバーから構

成されており、ジャンルを固定しないボーダレスな活動

によって、日本の現代美術界の旗手として現在も精力

的に活動しています。

《LOVERS─永遠の恋人たち》は、パフォーマンス、舞

踊、音楽、映像、プログラミングなどが複合された作品

であり、この領域横断的な面にダムタイプとしての古橋

の存在が強く打ち出されています。本作品や期間中に

開催されるトークや映像上映会等を通してダムタイプが

現代に与えた影響を改めて捉え直し、今後のパフォーミ

ング・アーツへの新たな可能性を見出します。

LOVERS
KAC Performing Arts Program

古橋悌二《LOVERS―永遠の恋人たち》（1994）	©Canon	ARTLAB

トラディショナル・シアター・トレーニング2016
成果発表会
日時：	8月13日（土）	開場15:30	開演16:00
会場：	大江能楽堂（中京区）

出演：	T.T.T.2016参加者、T.T.T.2016講師
※入場無料・事前申込不要

2010年代の若手作家にとって、ダムタイプからの影響に無自覚なことも
多いのでは。関連企画も充実したこの機会に、90年代の独特な熱気に
身を投じてみませんか。

平野春菜（アートコーディネーター）

トラディショナル・シアター・トレーニング2016

芸の道は長いと言いますがT.T.T.も然り。伝統芸能の奥深さに魅了さ
れて集まった参加者はみな、自主練必須の集中トレーニングで芸の習
得に励み、T.T.T.終了後は経験を糧に個々のアーティスト活動や研究に
繋げていきます。伝統は受け継がれてこそ。まずは、最終日の発表会
をどうぞお楽しみに。 堀越芽生子（アートコーディネーター）

T.T.T.2015発表の様子　撮影：大島拓也

アイダン・ターカー （AYDAN TÜRKER）
ダンサー、振付師、インストラクター。トルコ出身。
トルコや米国各地で作品を発表。2003年よりト
ルコ国内の大学でダンスや動作に基づく「リリー
ス・テクニック」を教えている。2010年、京都芸術
センターのレジデント・アーティストに選出。2014年、墨絵を学び始め、
墨絵グループ「Rimpakai」のメンバーとしてイスタンブールや東京の展
覧会に出品。

PROFILE

KAC Performing Arts Program / LOVERS
日程：	7月9日（土）－7月24日（日）

［プログラム］

古橋悌二《LOVERSー永遠の恋人たち》展示
会期：	7月9日（土）－7月24日（日）10:00－20:00
	 	 ※7月14日－16日は祇園祭のため17:00閉館
会場：	講堂

ナイトパーティ
古橋悌二の誕生日に、ダムタイプゆかりのアー
ティストらによるパーティ！
日時：	7月13日（水）20:00－
会場：	METRO（左京区）
料金：	2,000円＋1ドリンク
出演アーティスト：OK	GIRLS[砂山典子・田中真由

美・薮内美佐子]	ほか

トークイベント
日時：	7月18日（月・祝）13:00－15:00
会場：	フリースペース
料金：	500円	※事前申込不要
出演：	阿部一直（山口情報芸術センターキュレーター

／アーティスティック・ディレクター）、石谷治寛
（京都市立芸術大学芸術資源研究センター研究員）、
石原友明（京都市立芸術大学芸術資源研究
センター所長）、住友文彦（アーツ前橋館長）、
高谷史郎（アーティスト／ダムタイプ）

ファシリテーター：建畠晢（京都芸術センター館長）

ダムタイプ作品上映会
日時：	7月18日（月・祝）、19日（火）16:30－22:00
会場：	METRO（左京区）
料金：1,000円＋1ドリンク
※入れ替えなし、入退場自由

プログラム
18日（月・祝）：《S/N》、《memorandum》、《pH》
19日（火）：《Voyage》、《OR》、《S/N》
※ゲストトークも予定しています

ご予約はticket@metro.ne.jpまで

※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
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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
祇園祭のため、7月14日（木）から16日（土）は17:00閉館。

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


