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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エクスチェンジプログラム「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、ソウルダンスセンターでリ
サーチ、クリエイ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）
・	制作料1,800,000韓国ウォン
※詳細はウェブサイトよりご確認いただけます	※イベント情報（P2）もご覧ください

ソ・ギョンソン  Seo Kyong-Sun
1996年、成均館大学校にてダンス専攻で学部を卒業。2005年、韓国芸術総合学校
にて、コレオグラフィーの修士課程を修了。AIAE（Asia	 Improvisation	Art	Exchange）メ
ンバー。ダンスグループ「Movement	Neuru」代表。スタジオ「Momchoom」主宰。
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©Martin	Miseré

異なる文化に触れることで、新たな芸術表現を生み出そうとする新進アーティストや研究者の京都での滞
在制作を支援する─それが京都芸術センターの「アーティスト・イン・レジデンスプログラム」です。

今年度からは、従来の公募プログラムや連携による招へいプログラムに加え、相互にアーティストを受
け入れることで、より深い理解と交流を目指す新たなエクスチェンジプログラム「アーティスト・イン・レジデ
ンスプログラム−KAC×SDC−」を実施します。
このプログラムでは、日韓のアーティストが、それぞれソウルダンスセンター、京都芸術センターに2ヶ
月間滞在しながら、リサーチ、クリエイションを行います。ソウルダンスセンターは、アトリエ、スタジオ、オ
フィス、宿泊を備えたコンテンポラリーダンスの専用施設です。
今回、韓国から招へいするアーティストとして、ソ・ギョンソンが選出されました。バレエに始まり、韓国

の伝統舞踊、コンテンポラリーダンスと様 な々ジャンルのダンスを学び、現在、ダンスグループ「Movement	
Neuru」、スタジオ「Momchoom」、「Asia	 Improvisation	Art	Exchange（AIAE）」のメンバーとして精力的
に活動を行っています。2015年に鹿児島で開催された「i-Dance	Japan	2015	国際コンタクト・インプロビ
ゼーション・フェスティバル」に参加した際、京都で活動するアーティストと出会った彼女は、クリエイション
に対する彼らのユニークなアプローチ方法に興味を覚えたとのこと。今回の滞在でも、京都を拠点とする
アーティストとのコラボレーションを希望しています。身体と空間や人、物など様 な々外的要素との出会い
から引き起こされる共感覚的な反応に関心を寄せる彼女のプロジェクトにご注目ください。
また、京都芸術センターからソウルダンスセンターに送り出すコレオグラファーを現在募集しています。ソウル
ダンスセンターでリサーチやクリエイションを経て、強度ある作品が世に出ていくことを目指します。
異なる文化、環境の中でどのようなエクスチェンジになるのか。是非ご期待ください。

12月～1月にかけて滞在予定のソ・ギョンソン。彼女は京都芸術センターがかつて小学校だったことにも関心を寄せています。地元のコミュニ
ティにとって大事な施設である小学校をアートセンターとして利用するにあたってのプロセス、アプローチに興味があるとのこと。好奇心豊かな
彼女のプロジェクト、そしてただ今募集中のソウルダンスセンターで滞在制作を行うアーティストのプロジェクト、双方を通してエクスチェンジプ
ログラムが実り多いものとなるように、しっかり作戦を練っていきたいと思います。

芝田江梨（アートコーディネーター）

京都芸術センター

アーティスト・イン・レジデンス
プログラム 2016
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京都芸術センターでは開設当初より京都での創作活動を希望するアーティストや研究者を対象としたアーティスト・イン・レジデンスプロ
グラムを実施してきました。今年度のレジデント・アーティストのラインナップとともに、新たなプログラムについて紹介します。

1
滞在期間：6月16日～27日／2017年2月～3月

京都市の姉妹都市であるドイツ・ケルン市の芸
術団体、KYOTO.KÖLNとの連携プログラムで
招へいします。6月にはリサーチとワークショッ
プを行い、来年3月に京都のアーティストとのコ
ラボレーション作品を発表します。

from ベルギー出身／ドイツ（ケルン）在住

Michael Maurissen

Dance

ミカエル・モーリッセン

滞在期間：8月～10月

公募プログラム	パフォーミング・アーツ部門で
選出されたダンスユニット。
10月1日（土）の「ニュイ・ブランシュ	KYOTO	
2016」でレパートリーと新作を上演します。

from フランス&日本出身／フランス（フレール）在住

A.lter S.essio

Dance

アルテセッシオ

滞在期間：11月～2017年1月

ブラジルの映像芸術祭、videobrasilとの連携プ
ログラムのもと招へいする映像作家。2017年2
月上旬に成果展覧会を実施します。

from チリ出身／オランダ（アムステルダム）在住

from 韓国出身／ソウル在住

Maya Watanabe

Visual Art

マヤ・ワタナベ
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4 Seo Kyong-Sun ソ・ギョンソン

ソウルダンスセンター

Dance

2016
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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

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］

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

伝統

夏休み能楽体験教室―発表会―
能楽の仕舞と囃子を学んだ子どもたちの成
果発表会、および講師陣による半能「熊坂」
や仕舞の実演。
日時：	8月4日（木）10:30−12:00
会場：	大江能楽堂（中京区）
出演：	夏休み能楽体験教室受講生、講師
※入場無料・事前申込不要

トラディショナル・シアター・トレーニング
2016 成果発表会
約4週間の伝統芸能（能・狂言・日本舞踊）のト
レーニングを受けた、国内外からの参加者と
講師が、成果を披露します。
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、講師
※入場無料・事前申込不要

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第38回「地獄絵を知る」
今回は「地獄の絵解き」を通じて、仏教の世界
観に迫ります。
日時：	8月26日（金）
	 19:00−20:30（受付開始18:30）
会場：	大広間
講師：	西山克（関西学院大学文学部教授）
料金：	無料
定員：	70名（先着順／要事前申込）

演劇

トーマス・リーブハート 
身体表現ワークショップ成果発表公演
2週間の集中ワークショップでコーポリアル・マ
イムと即興を学び創作した小作品の発表公演。
日時：	8月13日（土）18:30
会場：	フリースペース
出演：	公募によるワークショップ参加者
※入場無料・事前申込不要
※Topic02(P4）もご覧ください

音楽

明倫レコード倶楽部［其ノ61］
「青の会」
日時：	8月20日（土）16:00−18:00
会場：	講堂
講師：	いしいしんじ（作家）
曲目：「ブルー・ムーン」（エルヴィス・プレスリー）

「海の歌」（アマリア・ロドリゲス）ほか
料金：	500円（1ドリンク付）
定員：	100名（先着順／要事前申込）

明倫茶会

夏休み企画展×明倫茶会
「⇅」（いったりきたり）
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）
内容：	甘酒（ノンアルコール）とお菓子
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（先着順／

要事前申込）

トークイベント

京都市芸術文化協会創立35周年記念事業
深川秀夫版『白鳥の湖』全幕公演
アーティスト・トーク
日時：	9月6日（火）13:00−14:00
会場：	フリースペース	
出演：	深川秀夫（演出・振付家）
料金：	無料
定員：30名（先着順／要事前申込）

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

下鴨車窓「『旅行者』公開稽古」
8月に伊丹と東京で公演する『旅行者』の稽古
をご覧いただきます。各回内容が異なります。
日時：8月1日（月）
	 ①14:00−14:50	②15:00−15:50
会場：	制作室4
定員：	各回5名

悪い芝居「シアターゲームで遊ぼう」
演劇の身体づくりで用いるシアターゲームで
演劇を身近に感じてみましょう。
日時：	8月3日（水）18:30−20:00
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

したため「作品をみながら、はなす［写真と演劇］」
演出家の和田ながらと写真家の守屋友樹の
作品をそれぞれ鑑賞し、参加者とコミュニ
ケーションします。
日時：	8月6日（土）18:30−21:30
会場：	制作室8
定員：	15名

Hauptbahnhof「京都の妖怪・おばけと
『わたし』の物語づくり」
京都の地図を広げて、土地にゆかりのある妖怪
やお化けの話と、現代の私たちのお話を、ごちゃ
まぜにして自分だけの物語を作ります。
日時：	8月21日（日）11:00−13:00
会場：	制作室４
定員：	10名
持物：	筆記用具

渡邉野子「私だけの美しい世界を描く〜
2016夏」
水で溶ける油絵の具を使い、小さなキャンバ
スにあなただけの美しい世界を表現してみま
しょう。絵の経験がなくても大丈夫です。
日時：	8月21日（日）13:00−15:00
会場：	制作室9
料金：	300円(材料費)
定員：	14名
※汚れてもよい服装でお越しください
※完成した作品はお持ち帰りいただけます

BRDG「おもいでぽこぽこ」
明倫小学校の思い出をインタビューし、それ
をもとにショートピースを作ります。
日時：	8月25日（木）13:00−15:00
会場：	制作室4
定員：	10名
持物：イヤホン

京都フィロムジカ管弦楽団
「アンサンブルコンサート」
オーケストラのメンバーが、少人数で演奏す
るアンサンブルを披露します。
日時：	9月4日（日）13:00−14:00
会場：	制作室12
定員：	20名

発表支援事業（共催事業）

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
出演：堀田千晶、ダニエル・デベェリース、
	 イタイ・エクセルロード
料金：	1,500円（前売・当日共）
※8月9日（火）、10日（水）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・申込・問合せ：堀田千晶
　E-mail：Sankakusan.jp@gmail.com

「Legare Incontro Percussion
Ensemble Concert」
クラシックの名曲から演技をしながら演奏するシア
ターピースまで盛り沢山な打楽器アンサンブル。
日時：	8月21日（日）開場18:00	開演18:30
会場：	講堂
出演：	山本貢大、可児麗子、岡村彩実、
	 林千景、高木雅也
料金：	一般前売2,500円／当日3,000円
	 大学生前売2,000円／当日2,400円
	 高校生以下前売1,000円／当日1,200円
主催・申込・問合せ：	Legare	Incontro
　TEL：090-6242-3528（可児）
　E-mail：legare1509@yahoo.co.jp		

Art Camp Tango 2016
リサーチレジデンス報告会
パフォーマンス&トーク

「音をめぐる場と表現 - around sound 
and site-specific」
「音」に関わる表現について、丹後の音、自
然、人の営みをリサーチした成果をパフォー
マンスとトークで公開します。
日時：	8月28日（日）

第１部	14:00−15:30
　アーティスト・パフォーマンス
第２部	15:45−17:00
ディレクターズ・トーク

会場：	フリースペース
出演：	大城真、木村玲奈、フィオナ・リー、
	 サムソン・チェン、宮北裕美、山崎昭典	ほか
料金：	1,000円（前売・当日共）
主催・申込・問合せ：ART	CAMP	TANGO実行

委員会	事務局
　E-mail：info@artcamptango.jp

「クラシック音楽の日陰から／未来のクラ
シック音楽へ」
クラシックギター、マンドリン、左手のピアノ。有名
作曲家たちの知られざる名作をお届けする1日目。
2日目は、これらの楽器のための委嘱作品（新作）
と、世界からの公募作品を演奏するコンサート。	
日時：	9月７日（水）、8日（木）19:00	
会場：	講堂	
出演：石橋敬三、橋爪皓佐、有馬圭亮
委嘱作曲家：壺井一歩、川上純
料金：	一般前売2,000円／当日2,500円
	 2公演通し券3,000円（学生各500円引き）	
問合せ：レポワ音楽事務所	
　E-mail：info@lespois.net

night cruising 10th anniversary feat. 
mü-nest night 

「Kuala Lumpur - Kyoto - Tokyo」 
マレーシア、京都、東京で活躍中の音楽家、
4組によるライブパフォーマンス。
日時：9月9日(金)開場18:00	開演18:30	
会場：	講堂	
出演：	Euseng	Seto	(flica)	+	Kent	Lee、Marihiko
	 Hara	&	Polar	M、okamotonoriaki、Poplamb
	 (Hideki	Umezawa、Pawn)	

料金：	前売3,000円／当日3,500円	
主催・申込・問合せ：night	cruising	
　E-mail：info@nightcruising.jp	
※件名を「9/9	京都芸術センター」で、お名前(カタカ
ナ)、人数、連絡先を明記の上、お申込みください

制作支援事業

下鴨車窓『旅行者』
故郷を目指して旅する姉妹の物語。第14回
OMS戯曲賞佳作受賞作品。
日時：8月6日（土）14:00／19:00
	 7日（日）14:00
会場：	AI・HALL(兵庫県伊丹市)

※東京公演あり。詳細はウェブサイトをご
覧ください

料金：一般2,500円、ペア4,300円
	 U25	1,800円（前売・当日共）
問合せ：下鴨車窓
　TEL：050-3709-9538　　　　　　
　E-mail：hello@tana2yo.under.jp

Monochrome Circus 
『アンサンブルプレイ』
日時：	8月18日（木）、19日（金）19:00
	 20日（土）14:00／18:00
	 21日（日）14:00
会場：	アトリエ劇研（左京区）
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
問合せ：（一社）ダンスアンドエンヴァイロメント
　E-mail：mc@monochromecircus.com

したため「わたしは、春になったら写真と
劇場の未来のために山に登ることにした」
倉田翠と前谷開。和田ながらと守屋友樹。演
出家と写真家、2組による舞台公演。『家族
写真』『石｜溶けちゃってテレポート、固まって
ディレイ』の二本立て上演。
日時：	8月26日（金）19:00★
	 27日（土）14:00／19:00

28日（日）11:00／15:00★
	 	 ★ポストパフォーマンストークあり
会場：	アトリエ劇研（左京区）

料金：	前売2,500円／当日2,800円
問合せ：したため
　E-mail:	info.shitatame＠gmail.com
　TEL：070-6927-5835（トヨヤマ）

コンブリ団 その９  Re:ブリックス『カラカラ』
2014年に亡くなった深津篤史の震災戯曲を
はせひろいちの新演出にて上演。
日時：［大阪公演］
	 9月2日（金）19:30　

3日（土）13:00／18:00
4日（日）11:00／16:00　
5日（月）15:00

　　　［三重公演］
	 9月10日（土）15:00／19:00　

11日（日）15:00
会場：［大阪公演］ウイングフィールド（大阪市

中央区）

　　　［三重公演］津あけぼの座（津市上浜町)
料金：	一般2,500円、U-22	1,500円
	 高校生800円（前売・当日共）
	 	 ※高校生は三重公演のみ
問合せ：コンブリ団
　TEL：090-9922-6290　　　　　　
　E-mail：conburidan@gmail.com

壁ノ花団『水いらずの星』
2000年に上演された松田正隆氏の二人芝居
が16年の時を経て、同キャストによって甦ります。
日時：	9月2日（金）19:30
	 3日（土）15:00／19:30★
	 4日（日）15:00−
	 	 ★ポストパフォーマンストークあり
会場：	AI･HALL（兵庫県伊丹市）
料金：	一般前売3,000円／当日3,200円
	 U25前売2,300円／当日2,500円
問合せ：キューカンバー
　TEL：075-525-2195　　　　　　
　E-mail：inhuo@cucumber-m.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（上京区）

※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、七五三、あきら	ほか
料金：	高校生以下500円
	 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」
日時：	9月15日（木）
	 開場18:30	開演19:00
会場：	大広間（待合：講堂）
演目：邯鄲
出演：	橋本光史、河村晴久、田茂井廣道、

橋本充基、島田洋海
企画・ナビゲーター：田茂井廣道（能楽師
シテ方観世流）

料金：	一般前売1,500円／当日1,800円

ロームシアター京都オープニング事業
京都市芸術文化協会創立35周年記念事業
京の文化絵巻Ⅰ 〜花鳥風月〜
日時：	9月11日（日）開場17:00	開演17:30
会場：ロームシアター京都	サウスホール

（左京区）

料金：	前売2,500円／当日3,000円

※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

・	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：9月30日（金）〔必着〕
※詳細はウェブサイトをご覧ください

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）。

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	EXPERIMEN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	

※詳細は公式ウェブサイトをご覧ください
　WEB：http://kyoto-ex.jp

五感で感じる和の文化事業 創生劇場
『やわらかなかぐら』出演者募集
創生劇場では、若手伝統芸能の担い手
を中心に、伝統の中に新しい魅力を生
み出すべく、独創的で意欲的な舞台を創
造・展開しています。	「神楽」をテーマと
する本作の舞台、「こどもたちの村」の住
人を演じる「こどもたち」を募集します。
公演日：11月26日（土）
会場：	ロームシアター京都
	 サウスホール（左京区）
演出：	杉原邦生（KUNIO主宰）
脚本：	いしいしんじ（小説家）
脚色：	小林昌廣（情報科学芸術大学院大学

教授）

※詳細はウェブサイトをご覧ください
締切：	8月17日（水）〔必着〕

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エクスチェンジプ
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、クリエイション
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
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夏休み企画展	『感覚のあそび場−岩崎貴宏×久門剛史』（7/26−9/11）

夏休み企画展	『感覚のあそび場−岩崎貴宏×久門剛史』
［関連企画］ギャラリー・ツアー

トラディショナル・シアター・トレーニング2016	成果発表会
（於：大江能楽堂）

五感で感じる和の文化事業	月イチ☆古典芸能シリーズ
第38回「地獄絵を知る」

トーマス・リーブハート	
身体表現ワークショップ成果発表公演

明倫レコード倶楽部［其ノ61］	「青の会」

夏休み企画展×明倫茶会
「⇅」（いったりきたり）

夏休み能楽体験教室—発表会—	（於：大江能楽堂）

夏休み企画展	『感覚のあそび場−岩崎貴宏×
久門剛史』	［関連企画］ギャラリー・ツアー

［明倫WS］下鴨車窓「『旅行者』公開稽古」

［明倫WS］Hauptbahnhof「京都の妖怪・おばけと『わたし』の物語づくり」

［明倫WS］渡邉野子「私だけの美しい世界を描く～2016夏」

［明倫WS］BRDG「おもいでぽこぽこ」［明倫WS］悪い芝居「シアターゲームで遊ぼう」

［共催］メシュラシュ本公演

［共催］メシュラシュ	ダンスワークショップ
［共催］Legare	Incontro	Percussion	Ensemble	Concert

［共催］Art	Camp	Tango	2016		リサーチレジデンス報告会	パフォーマンス&トーク
「音をめぐる場と表現	-	around	sound	and	site-specifi	c」

［明倫WS］したため「作品をみながら、はなす［写真と演劇］」

閉館

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2726
mon thu thu thu fri sunthu satfri fri friwedtue

31302928
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花本有加は魅力的な女の子だ。顔の造りがとても良

いのだ。南国に咲く花のような雰囲気に、横顔は凛とし

て非常に整っている。松木萌は高貴な少女だ。上品で

楚 と々していて、だがふとした時に見せる落着きには陰

影を感じる。この二人のユニット、印象は好対照だが、

両者とも伸びやかでよく訓練された身体を持っている。

訓練された身体はそれだけで魅力的だが、彼らの作品

は明確なシーン演出のもと形成されたダンスによって

成り立っている。

その二人はこの作品の中で、あらゆる次元を旅する

のであった。ビニールで出来た美術作品の中から出て

きた花本は、まるで厳しい海に降り立った花咲く海の

巫女だ。しかしすぐにマイクを持ったアイドルと化し、

繊細にそして放埒に見栄を切る。繰り返しのダンスと歌

の練習に疲弊する彼女の姿。松木は最初、アイドルを

支える存在として現れ、次は彼女を戸惑わせる者に変

貌する。彼らの宇宙旅行は、自身の可能性を探る旅だ。

障害や不可能をＳＦで乗り越え、いままでなれなかった

存在に次々に変身し、そこで自らの限界を追及する。

だが彼らの旅もいつしか終わりを迎える。ラストシー

ンでは花本が一人芝居をする。結婚したての夫婦の会

話だ。自分達の子どもをどう育てようか、子はどんな大

人に育つのか、希望に溢れた面持である。彼女の子孫

は将来、海を越え宇宙を行き来するらしい。そして、最

「現代邦楽」の名は、1947年から始まったラジオ番組

「現代邦楽の時間」にあらわれ、1960年あたりから呼

び方が定着したと言われる。いまだ定義や用法にブレ

があるけれども、戦後、現代化した音楽環境にあわせ

た伝統音楽の可能性を追求したものと説明でき、演奏

家の中
なか

能
の

島
しま

欣
きん

一
いち

、杵
きね

屋
や

正
せい

邦
ほう

、唯
ゆい

是
ぜ
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一
いち

らが新しい創

作を始めた。その一方で、三木稔、長沢勝俊、牧
まき

野
の

由
ゆ

多
た

可
か

、廣瀬量平といった西洋音楽の作曲家たちが、芸

術祭の委嘱作品などを通じて参入したことも大きな特

徴である。こんにちの邦楽演奏会で、彼らの作品を取

り上げる例は枚挙にいとまがない。評者が鑑賞した演

奏会も、新旧の現代邦楽作品を集めた構成となってい

た。以下にプログラムを載せる。

1．峰の月（尺八：都山流本曲、1946年）、2．去来（三絃：

杵屋正邦作曲、1967年）、3．神様の贈り物（十三絃：二代狩
かり
谷
や

春
しゅん
樹
じゅ
作曲、1994年〔2016年改訂版〕）、4．十七絃独奏によ

る主題と変容「風」（十七絃：牧野由多可作曲、1965年）、5．

RHAPSODY（二十絃：三木稔作曲、1984年）

今回の眼目は、尺八、三絃、箏（十三絃、十七絃、二十

絃）を一人の演奏家が弾きわけることであろう。さなが

ら邦楽器のオンパレードといえるプログラムは、おそら

く今回の演奏者である折本慶太氏だから実現できたと

いうべきだろうか。パンフレットには、楽器ごとに稽古

はなもとゆか×マツキモエ『WORM HOLE』
6月3日（金）−6日（月）

アトリエ劇研（左京区）
折本慶太「Rhapsody 邦楽器によるソロコンサート」
6月26日（日）　
大阪市立阿倍野区民センター 小ホール（大阪市阿倍野区）

『世界遺産 キュー王立植物園所蔵
イングリッシュ・ガーデン 英国に集う花々』

『江戸の植物画』
4月29日（金・祝）−6月26日（日）

京都文化博物館（京都市中京区）

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　8 / 1 ▲ 8 / 31

図書室休室日：8月31日（水）

一時間弱の宇宙旅行
邦楽器を現

い

代
ま

に重ねる

日英のフローラ逍
しょう

遥
よ う

ダンス
伝統

美術

高橋良明
北見真智子

吉田大輔

後には子孫として現れた松木萌の身体が浮上し、その

食卓にたどり着く。共通点の少ない、距離の遠い二人

が重なったのであった。

この作品の照明は全体的に明度を落とし、舞台上に

立っているものを通常よりも浮き上がらせて見せてい

たと思う。優美で豊かな肉体の持ち主である花本は周

囲の空気に対し浮力を持ち、ここではないどこかへ行

こうとしている。WORM	HOLEは我々をどこかに連れ

ていこうとしているのではなく、花本（とその遺伝子）がほ

しいままにどこかへ行こうとしている装置だった。余計

な説明は入らない。ただ松木萌と花本、それに伊藤彩

里と山田春江の身体が、ＳＦという小道具も使って可能

性を横断する。隣の宇宙の自分に会いに。

が、最終的には彼女たちは母親になることを希求す

る。母として家庭にあることを求めるのだ。その子が替わ

りに、宇宙の海を超える旅をするだろう、と祈るようにな

る。そう祈る花本を見ていた私は何故、寂しいだなんて

思ったのだろう？	ただ、一つはっきりしていることがある。

縛り付けられず、自由にどこにでも行ける時期は限られ

ている。いつも、気が付いたら終わっている。とはいえ、

心にいつもWORM	HOLEを持つ余裕は欲しいものだ。
（6月5日19:00の回鑑賞）

とキャリアを重ねてきた人物として紹介されており、ま

さに「満を持して」挑んだ会であることが見てとれた。

1曲目の都山流本曲「峰の月」、2曲目の三絃独奏曲

「去来」からは、卓越した演奏技巧が要求される曲で

あることはすぐに理解できた。「間」の取り方だけに限

らず、尺八の息扱い、三絃の撥さばきなど、さらなる可

能性を感じさせてくれる仕上がりであったように思う。

続く3曲目の十三絃、そして休憩をはさんだ後半の2作

品すなわち十七絃と二十絃の曲は、箏への飽くなき挑

戦ともいうべき新しい音や奏法にあふれた展開で、現

代邦楽の醍醐味を味わうことができた。5曲目を終えた

ところで、演奏の疲れを隠しきれない様子に映ったが、

評者が予想していたよりもはるかに存在感のある演奏

であったことは大きな収穫だった。

今後の邦楽界においては、古典曲の見直しから新た

な挑戦に至るまで、ありとあらゆる選択の時を迎えてい

ると言ってもよいだろう。折本氏を始めとする、現代に

活躍する演奏家や作曲家がどのような変化を遂げてい

くのか、その様子を見届けることも伝統を考えていく上

では必要だと感じる一夜であった。

『イングリッシュ・ガーデン』展は、キュー王立植物園の

コレクションを母体とした展示である。博物学的興味に

よって、細密かつ写実的に（またときに解剖的に）植物を描

き、把握しようとした絵画の系譜を「ボタニカル・アート」

と呼ぶ。わかりやすく言えば、図鑑に載るような絵のこと

だ。本展は、その展開を科学的な精神との関連によって

史的に把握できる展示となっていた。また、植物園の誕

生と展開の歴史や、イギリス庭園史との関連もよくわか

る。クリストファー・ドレッサー（1834-1904）やウィリアム・

モリス（1834-1896）のように植物を重要な発想源とした人

たちの装飾美術を扱ったセクションもあった。16世紀以

降のボタニカル・アートの文脈から彼らの作品を見ると、

植物への観察を基礎としつつも、それを再び抽象化しよ

うとする企図であったように見えてくるのが興味深い。

出展数も多く、見ごたえがあった。

こうしてイギリスの植物画の展開を見ると、では同じこ

ろの日本で植物はどのように描かれていたのだろう、と

いう好奇心が起こる。3階の展示『江戸の植物画』は、す

ぐにこの好奇心を満たしてくれ、豊かな鑑賞の厚みを生

む。徳川期の園芸の流行（椿、菊、蘭など）と、西洋由来の

『イングリッシュ・ガーデン』展は、2014年から日本各

地8箇所を巡回し、最後に京都文化博物館にやってきた。

京都で見たひとがおそらくいちばん幸せだろう。京都の

みの独自な企画展『江戸の植物画』と併せて見られるよ

うになっていたからだ。

ボタニカル・アートが蘭学者や蘭癖大名たちにどのよう

な影響を与えたのかがよくわかる展示だった。徳川期の

日本が意外なほどに豊かな博物学への関心を育ててい

たことは、諸家（たとえば、芳賀徹、今橋理子、西村三郎、荒俣

宏など）の研究が明らかにしてきたところであり、宇田川

榕菴（1798-1846）の「写生植物」（1825）などからは、西洋

のボタニカル・アートの影響を直接に受けた様子が見て

とれる。「写生植物」の色彩はとても美しく、熟れはじめ

の茄子の薄い紫が巧みに再現されていた。

両展を併せて見ると、日英の自然観の差異よりも、むし

ろ17-19世紀には「博物学」という大きな枠組みを東西がと

もに共有していたという「おなじ」側面こそが強く印象に残

る。博物学は、森羅万象を分節化（分類）し、解剖し、なおか

つ精密に把握したいという精神が結晶した学問であり、科

学と美術の、失われた幸福な結びつきを見る思いがした。

また、東西の交流というのは私たちが想像しているよりずっ

と濃密なもので、よく似た文化現象がときに同時に、ときに

僅かに時代をずらして起こることがある、ということも教え

られる。たとえば、どちらの展覧会にも複数、椿を描いた

ものが出ていたが、ジョン・カーティス「ツバキ」（1825）と作

者未詳「百色椿」（17世紀後半から18世紀前半）の背後にあるも

のは、日英双方で起こった椿栽培の流行なのであった。

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	
頭を下げれば大丈夫」。東京のストリートで偶然出会ったロックンロー
ルバンドがブレイクしつつあるのを見守っています。
http://www.intvw.net/

きたみ	まちこ／大阪音楽大学非常勤講師ほか●最近わが家のノー
トPCがオーバーヒート（異常発熱）で電源OFFになる現象が起きていま
す。この夏も猛暑の予報。暑さ対策は人間以外の「モノ」たちにも必
要なようです。

よしだ	だいすけ／京都造形芸術大学非常勤講師ほか●維新派主宰・松本雄
吉氏の訃報に接した。昨年、一度だけ、酒席で言葉を交わしたことがある。こち
らが尊敬のあまり口が回らないでいたら、「人間は自由でいい」と何度も言い、
猥談に次ぐ猥談を楽しそうになさっていた。思い出せば、可笑しくてさみしい。

宇田川榕菴
「写生植物」
紙本着色
文政8年(1825)
京都府立植物園
大森文庫蔵

設備点検に伴う閉館のお知らせ
期間：8月14日（日）−16日（火）

撮影：山口真由子
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京都芸術センターでは、今夏、NPO劇研と連携

し、身体表現ワークショップを開催します。トー

マス・リーブハートを講師に迎え、これからの舞台芸

術を担うパフォーマーたちが、2週間集中でコーポリア

ル・マイムのテクニックと即興を学び、小作品の創作

を行います。共同主催であるNPO劇研のプロデュー

サー、杉山準氏にお話を伺いました。

―コーポリアル・マイムとは、どういったテクニック
なのでしょう。
言葉を使わず形や物事を説明するマイムのなかで

も、動きに内面性を反映するテクニックです。講師の

トーマス・リーブハート氏はこの手法の第一人者で、

パフォーマーの身体や心の状態を観て、細かく丁寧

な指導をされます。マイムの専門家にも、俳優やダン

サーにも参考になると思います。

―今回、改めて身体表現のワークショップの必要性
を感じた理由を教えてください。
NPO劇研でも芸術文化の普及のために様 な々活動を

していますが、やはりパフォーミングアーツにこだわらな

いと、という危機感があります。インターネットや映画など

京都芸術センターは2011年より札幌市教育文化会館
から企画制作を受託しており、昨年度は能の五流

派（観世流、宝生流、喜多流、金春流、金剛流）をみくらべる公演
を開催しました。
今年度は、新たな角度で伝統芸能を紹介したいという
主催者の声をうけて、能には現代美術家のヤマガミユキヒ
ロの作品をプラス、狂言には落語をプラスすることで、新
たな作品を創作しました。また同時期に関連企画として、
札幌国際芸術祭など札幌から芸術を発信するSIAF	LAB
と連携し、ヤマガミユキヒロ展『Air	Scapes』（6/18-7/18	於：
札幌市資料館2F）も開催しました。
札幌市教育文化会館には、本格的な仮設の能舞台があ

ります。今回はあえてそれを使用せずに、京都の神社や
桜、松を描いた絵画（鉛筆画）に、同一の視点で撮影した映
像を投影するヤマガミ独自の表現手法であるキャンバス
プロジェクションの前で「noh	play」（能の五演目をオムニバス

様 な々メディアを楽しめるようになっている現代、一度「身

体」や「人間そのものであること」に立ち戻ることで、舞台

芸術にしかない可能性が広がるのではと感じています。

―身体を使ったパフォーミングアーツに、どのような
可能性を見出していますか？
身体のやりとりには、理屈では説明できないダイレ

クトな魅力があります。たとえば言葉が伝わらないな

かでも、身体のやりとりから、雰囲気や心の動きが伝

わることがありますね。こうした魅力を追求すること

で、発見される面白さに可能性を感じています。演出

家や劇作家が作品を構成するだけでなく、身体のチャ

レンジを繰り返す中でパフォーマーがその面白さを発

見するプロセスも大事にしたいと思っています。

―このワークショップはどんな機会になるのでしょうか？
ワークショップの2週間は身体を育てるには短い期

間ですが、参加者にとって、テクニックを学び、多様

な身体に出会うことで、新たな作品制作の観点を得る

機会になればと考えています。参加者がそれぞれの

現場に帰ってから、活動が変わっていくきっかけにな

れば嬉しいですね。

で紡いだもの）を上演し、全く新しい幽玄な舞台を創り上げ
ました。狂言に落語をプラスした「神棚」（小佐田定雄作）は、
2002年に桂米朝一門と大蔵流狂言茂山千五郎家が初演
した作品で、今回は茂山茂の新演出で上演しました。
お客様の感想は、「シンプルな古典の能の方がいい」とか

「光や時間軸がみえて初めて能の美しさを知った」「狂言と落
語の掛け合わせが最高」などさまざまでしたが、「Traditional	
Trialはぜひ続けてほしい」「内容はどうあれ、このような新しい
試みは必要」と励ましの声も多くいただきました。
新しい作品の誕生には、それを寛容に受け入れつつも
厳しい目で育む環境が不可欠です。札幌の地で、二つの
創作作品をあたたかく見守り、立ち会っていただいた方々
に深く感謝しています。
今後も二つの創作作品は、場所を変えながら更新して
いく予定です。

TO P I C  02

狂言＋落語	「神棚」　photo：Hisaki	Matsumoto

トーマス・リーブハート	公式ウェブサイトより

ヤマガミユキヒロ《Noises,	Crowds,	and	Silent	Airs》(2015)能＋現代美術	「noh	play」　photo：Hisaki	Matsumoto

トーマス・リーブハート
身体表現ワークショップ成果発表公演
日時：	8月13日（土）18:30
会場：	フリースペース
出演：	公募によるワークショップ参加者
※入場無料・事前申込不要
※イベント情報（P2）もご覧ください

トーマス・リーブハート 
身体表現ワークショップ成果発表公演

これからの舞台芸術シーンを担うパフォーマーたちが、新たな手法に
出会いどう変わっていくのでしょうか。成果発表ではどんな身体のやり
とりが観られるのか、楽しみです！ 谷竜一（アートコーディネーター） トーマス・リーブハート

（Thomas Leabhart）

ポモナ大学（米国カリフォルニア）演劇学科教授・レ
ジデントアーティスト。1968年から1972年まで、
近代マイムの父と言われる、エティエンヌ・ドゥク
ルー（Etienne	Decroux）に師事、アシスタントを務める。「コーポリアルマイ
ム」はドゥクルーによって完成された、身体性を重視した演劇の方法の一
つ。人間の振る舞いのなかで、実用的な側面から、抽象的で精神的な側
面までを、その特有な方法で劇的に表現するテクニック。リーブハートは
ドゥクルーの指導方法を継承しつつ、他の流儀やヨガやアレキサンダー
テクニックなどからも影響を受け、独自の方法論を確立している。

PROFILE

京都芸術センターは十数年、さまざまな伝統芸能のプログラムを開催してきまし
た。今回を経て、ようやくその土壌が調い、「Traditional	Trial」ができる段階＝創
作に結びつく時期にきたことを実感。どうすればいい作品になるか、能楽師の皆
さんとヤマガミさんと何度も話し合いながらつくった創作過程が一番の成果だと
思っています。 萩原麗子（プログラムディレクター）

創生劇場は、京都だけでなく国内の貴重な伝統芸能文化を発信し、
将来に継承する「国立京都伝統芸能文化センター（仮称）」のソフト
事業として先行的に試行しています。
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教文古典芸能シリーズ

能＋現代美術 「noh play」
狂言＋落語 「神棚」

日時：6月22日（水）
会場：札幌市教育文化会館（北海道札幌市）

創生劇場
「Traditional Trial〜能、狂言プラス〜」

報告

4

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
施設点検のため、8月14日（日）から16日（火）まで休館。

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


