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Co-program 2019 カテゴリー A （共同制作） ラインナップ紹介

akakilike
『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、
夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、
（8月17日・18日）
永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

ⓒakakilike

（9月14日−16日）
ニカサン／三野新『うまく落ちる練習』
（12月6日−8日）
筒井潤／dracom『釈迦ヶ池−Der Buddha-Teich』
Co-program カテゴリーA（共同制作）では、アー

話を伺いました。

ティストと京都芸術センターが共に公演の制作・発表

倉田：はい。上手く言葉にできないですが、京都ダ
ルクのメンバーと過ごした時間と、舞台に作品とし

に取り組んでいます。2019年度はCo-program全体

―京都ダルクの皆さんと出会った頃のお話を聞

て現れてくる構成の間をどうつなぐか。ここが私の

で19件を採択し、うちカテゴリーAで採択された3組

かせてください。

仕事だと思っています。舞台上にみんなが並ぶと

倉田：初めて京都ダルクを訪れた日に、
「朝のミー

圧巻。いい作品になると思います。

が公演に向けたクリエーションを進めています。
京都を拠点に活動するakakilikeは、薬物依存症

ティング」
に参加させてもらいました。その日のテー

Proﬁle

リハビリ施設「京都ダルク」
のメンバーと共に、新作

マに沿って、準備ができた人から順に自分の話を

倉田翠（くらた・みどり）

パフォーマンスをつくります。akakilike主宰の倉田

するのですが、それを見て、私は何か舞台を観て

翠は制作にあたり、一年半にわたって施設に足を

いるような感覚になりました。セリフではもちろんな

運び、日常生活を共にしてきました。

いのですが、まるでセリフを話しているような、独り

1987年生まれ。京都造形芸術大学 映像・舞台芸術学
科卒業。2016年より、倉田翠とテクニカルスタッフのみの
団体、akakilike（アカキライク）の主宰を務め、アクターとス

写真家・劇作家・演出家の三野新は、ワーク

ごとを言っているのでも他の人に話しかけているの

ショップやリサーチを踏まえて現代の都市風景を題

でもない、どこかその中間に言葉が投げられている

材にした新作『うまく落ちる練習』
を上演します。東

ように感じました。

京・京都の2都市公演を通して、
「滑らかでつまらな
い」
都市風景における身振りを探ります。
演出家・劇作家の筒井潤は、ドイツ・デュッセルドル

―それから頻繁に足を運ぶようになって、いか
がでしたか。

フにある劇場Forum Freies Theater（FFT）
と京都芸術

倉田：皆、自分自身と向き合いながら毎日を生きて

センターと共に、国際共同制作に挑みます。明治13

いる。そんなことを感じながら京都ダルクに通い、

（1880）
年に実際に起きた、プロイセン王国との外交問

ミーティングの中で生きづらさや弱さ、正直な話を

題に発展した大阪での事件から着想を得て、コミュニ

聞くうちに、これは私のことを話しているのではない

ケーションの断絶や謝罪について考察します。
今年度は京都芸術センターだけでなく、複数の

かと思うようになりました。私は薬物依存症ではあ
りませんが、いろいろな自分の問題と繋がったり、

都市、あるいは施設間での協働が目立つラインナッ

胸が苦しくなったり、感動したり。これは薬物の話と

プとなっています。3年目を迎え、更なる広がりを見

いうよりは、どうやって生きていくかの話をしている

せるCo-programにご期待ください。

のだと思いました。

今回、公演を8月に控え、京都ダルクのメンバー
と共に稽古に励むakakilike主宰・倉田翠さんにお

―1年以上の交流を経て稽古がスタートしましたが、

タッフが対等な立ち位置で作品に関わる事を目指し活動
している。2018年、
〈ロームシアター京都×京都芸術セ
ンター U35創造支援プログラム“KIPPU”〉選出。セゾン
文化財団ジュニア・フェロー。
Co-program2019の採択プラン一覧を、京都芸術センター
ウェブサイトに掲載しています。今後の展開をお楽しみに！
奥村麻衣子（アートコーディネーター）

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽し
いことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝く
ように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続
く気が狂いそうな晴天のように』
日時 ： 8月17日（土）17:00、18日（日）11:30／15:00
会場 ： 講堂
料金 ： 一般2,500円／U25 2,000円
高校生以下 1,000円 ※当日券は各500円増
チケット取扱：
京都芸術センター、akakilikeウェブ予約フォーム
https://akakilike.jimdo.com/tickets/
主催： akakilike、京都芸術センター

作品の構成は既にほとんど決まっているそうですね。
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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。

8

※ 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。
※各種年齢別・学生料金は要証明書呈示

9
ロゼッタ
『フレームを超えて』

8

10

sat.

Co-programカテゴリーD採択企画。
「枠の無い音楽」
をテーマとし
た新作公演。
8月10日（土）13:00／16:30
講堂
一般2,500円／学生
1,000円（当日券は各500円増）●チケット取扱：京都芸術センター
窓口ほか

ロゼッタ

京都芸術センター

［関連企画］
アーティストトーク
「枠の無い音楽」
8月8日（木）19:00

8

14 wed. 15 thu.

8
7

8

8

8

FOCUS♯2
『マルコス・フォレロ展−repeated trace−』

13 sat.

18

は休廊

ギャラリー北・南

マルコス・アヴィラ・フォレロ

無料

4
6

sun.

8月末に上演する作品の原案者、江戸川乱歩の初期短編を取り上
げ、登場人物の内面を深読みしていきます。
8月4日（日）15:30−17:00
生以上 筆記用具

制作室11

無料

10名

8

こども向け作品を手掛けるアーティストやクリエイター向けの創作
ワークショップ。
ミーティングルーム２ ●講師：アン
（木）
必着 ●応募・問合せ：
ディ
・マンリー 3,000円 ●締切：7月25日
ロームシアター京都 TEL：075-771-6051 ロームシアター京都、京
都市 京都芸術センター ●協力：京都文化芸術コア・ネットワーク

8

8

能楽の仕舞と囃子を学んだ子どもたちの成果発表会。
thu.

10

8月8日（木）10:30−12:30 大江能楽堂（中京区）
無料 ※事前申込不要

sat.

sun.

なぜ人間は何千年もの間、詩をしたためて生きてきたのか？「詩」
は何
のために存在するのか？この極めて人間的な行為を考えてみましょう。

22

トラディショナル・シアター・
トレーニング（T.T.T.）2019
成果発表会
T.T.T.とは国内外からの参加者が、第一線で活躍する講師のも
とで、能・狂言・日本舞踊を学ぶプログラムです。発表会では3
週間のトレーニングの成果を披露します。
8月10日（土）開場15:30 開演16:00 大江能楽堂（中京区）
プログラム参加者、講師 無料 ※事前申込不要

8
9

8

8

制作室2

無料

20名

筆記用具

akakilike
『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん
持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふ
れるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』
8月17日（土）17:00、18日（日）11:30／15:00
講堂 一般
2,500円、U25 2,000円、高校生以下1,000円 ※当日券は各500円
増
akakilike、京都芸術センター ●チケット取扱：京都芸術セン
ター、akakilikeウェブ予約フォーム https://akakilike.jimdo.com/
tickets/ ※P1もご覧ください

mon.

8月31日からの公演に向けた、本番直前の稽古場を公開します。
8月19日（月）19:00−21:30

制作室3

無料

7名

地点『三人姉妹』
thu.

mon.

Co-programカテゴリーD採択企画。国内外の観客を魅了してきた
地点『三人姉妹』初の京都公演。
8月22日（木）−24日（土）19:30、25日（日）
・26日（月）15:00 講
堂 ●演出：三浦基 ●原作：アントン・チェーホフ 前売3,800円
／当日4,300円、学生3,000円（前売・当日共） 合同会社地点
京都芸術センター

展覧会『二つの部屋、三つのケース』

27

tue.

29 sun.

3組のアーティストが、二つの部屋を使用して、順にそれぞれ作品
を提示します。
（火）
（木）
【ケース1】 8月27日
−9月5日
10:00−20:00 関川航平
（土）
（月・祝）
【ケース2】 9月7日
−9月16日
10:00−20:00 山中suplex
（金）
（日）
【ケース3】 9月20日
−9月29日
10:00−20:00 タカハシ
'タカカーン' セイジ
ギャラリー北・南 無料 ※9月6日（金）、17日（火）−19日（木）は休廊

御所南小による伝統芸能フェスティバル

30

31

fri.

sat.

京都市立御所南小学校6年生が、能、落語、書道など伝統文化に
ついて学んできたことを発表します。
8月30日（金）13:30−15:00 講堂、大広間、ミーティングルー
ム2、和室「明倫」 無料 京都市立御所南小学校、伝統芸能
アーカイブ＆リサーチオフィス

山本麻紀子「ARE YOU A POLISH GIANT? ポーラ
ンド南部ギェヴォント山の伝説を追う旅〜だいだらぼう
のために・第二部」
「セレブレーション−日本ポーランド現代美術展−」
で展示した映像
作品の続編を上映します。巨人伝説をモチーフに、巨大な歯を背
負っての登山の結末はいかに？！

昨年度の発表会の様子

2

撮影：大島拓也

（土）
8月31日
16:00−17:00
30名

和室
「明倫」 無料 ※事前予約不要

制 作 支 援 事 業
サファリ・P 第6回公演『怪人二十面相』

fri.

8月30日（金）−9月1日（日）の3日間、制作室使用者のワーク
ショップを集中して開催します。連続参加も大歓迎です！
無料（要事前申込）

1 sun.

※ダンスワークショップは飲み物・タオル持参。動きやすい服装でお越しください

8月30日（金）
セレノグラフィカ
「夏の身体のチャージ法」
夏の暑さで疲れた身体やさまざまな情報をためこんでいる身体をリセット。メ
ニューの異なる2回シリーズですが、片方のみの参加も可能です。
（1）
10:30−12:00（2）
13:00−14:30 フリースペース 10名 小学生以上

Monochrome Circus「グループ・インプロヴィゼーション」
個人の身体とその外側の環境を感じることに意識を集中し、そこで醸し出され
る何かを体験してみましょう。日常の風景が新鮮に感じられるかもしれません。
19:00−20:30 フリースペース 25名

8月31日（土）
ベビー・ピー
「『山ぐるみ人形劇』をやってみよう！」
美術作家、山さきあさ彦製作の変てこな人形「山ぐるみ」
を動かしながら、
「劇」
や
「物語」
と、
「人形」
と
「役者」
の関係を考えてみます。
10:30−12:00 フリースペース 10名
（基礎）
堤加奈恵
「フィンランド伝統織ピルタナウハでリボンを織る
」

ピルタナウハは民族衣装などに使用されるリボン。腰で糸のテンションを保つ
ため、身体への意識も必要です。
13:00−14:30 フリースペース 5名 小学生以下は保護者同伴

ANTIBODIES Collective
「身体、感動、感覚、ビリビリ、ダンスワークショップ」
表現することは思っているより簡単です。新しい身体を感じ、自分の身体言
語を見つけてください。
15:00−16:30 フリースペース 20名 3歳以上

九条劇「『キルト』公開稽古」
9月に上演する作品の公開稽古。様々な境界線を往来し
「自らの文化を創り
出す」
東九条文化の来歴を、朝鮮農楽のリズムにあわせて表現します。
19:00−20:30

江戸川乱歩の
「怪人二十面相」
をダンサブルな演劇として立ち上げます。
（木）
（金）
（土）
（日）
8月15日
・16日
15:00／19:30、17日
13:00／17:00、18日
13:00
（南区） 一般前売3,000円／当日3,500円、U25前売
THEATRE E9 KYOTO
1,500円／当日2,000円ほか 合同会社stamp TEL：080-9462-3355

公共ホール現代ダンス活性化事業＠鶴岡
セレノグラフィカ ダンスショーイング

舞踏の創始者・土方巽による
「舞踏譜」
と呼ばれる振り付けのためのダンス
ノーテーションを研究材料に、自分のダンスを記述してみましょう。
15:00−18:30 フリースペース 25名

ニットキャップシアター
「『チェーホフも鳥の名前』公開稽古」

夏休み能

楽体験教室受講生、講師

sat.

19

26

夏休み能楽体験教室─発表会─

8

fri.

明倫ワークショップ 夏まつり

桂勘「桂勘の舞踏譜」

安住の地「人はなぜ詩（うた）を詠むのか」

中学

京都文化芸術コアネットワーク
「就学前のこども向け作品 創作ワークショップ」

tue.

17
18

劇団三毛猫座「江戸川乱歩を読む」

（火）
8月6日
18:00−22:00

8

8

無料 ※事前申込不要

設備点検のため臨時休館

（金）
8月16日
19:00−20:00

社会的なテーマを題材にした映像作品と冶金・製鉄の技術のリサー
チをもとに書道、ダンスで表現される新作を展示します。
（土）
（日）
（水）
・15日
（木）
7月13日
−8月18日
10:00−20:00 ※8月14日

sun.

16

ミーティングルーム2

30

U p

制作室12

20名

9月1日（日）

ワークショップやアウトリーチなど多彩なプログラムの４日間の最終日。
9月7日（土）10:00−12:00 荘銀タクト鶴岡（山形県鶴岡市） 500円
荘銀タクト鶴岡（鶴岡市民文化会館）TEL：0235-24-5188

T i c k e t

［チケット］

第255回 市民狂言会 ─夏休み特別回─

（木）
8月22日
開場13:30 開演14:00 京都観世会館（左京区） 柿山伏、
口真似、居杭、菌 茂山七五三、あきら、千五郎、茂ほか 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、京都観
（Pコード：495-016）※団体券2,200円
（20名以上）
世会館、大丸京都店、チケットぴあ
は京都芸術センターにて取扱

ニカサン／三野新『うまく落ちる練習』

Co-programカテゴリーA採択企画。都市を舞台にした
「うまく生きる／死ぬ」
ことを巡る新作。
（土）
（日）
（月・祝）
9月14日
20:00、15日
14:00／20:00、16日
15:00
講堂
●脚本：三野新 ●演出：三野新ほか 菊地敦子、深澤しほ、藤家矢麻刀、
（木）
販売開始
ニカサン、
立川貴一 前売3,000円／当日3,500円 ※8月1日
京都芸術センター ※P1もご覧ください

神里雄大／岡崎藝術座『ニオノウミにて』

KYOTO EXPERIMENT2019公式プログラム。琵琶湖の外来魚問題をリ
サーチし、内と外が対立する社会情勢に重ねて生態系を問います。
10月25日（金）13:00、26日（土）13:00／19:00、27日（日）13:00 フ
リースペース 浦田すみれ、重実紗果、嶋田好孝 一般3,000円、U25
2,500円、助六弁当付き食べながら観劇できるチケット各800円増 ほか ●
チケット取扱：岡崎藝術座ウェブサイト、京都芸術センター窓口、KYOTO
EXPERIMENTチケットセンターほか ※7月26日（金）販売開始 岡崎藝術座
京都芸術センター、KYOTO EXPERIMENT

O p e n

C a l l

［募集］

ロームシアター京都×京都芸術センター
U35創造支援プログラム“KIPPU” 2020年度参加団体募集
※P4をご覧ください

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2019

劇団速度「言葉を触る／土で話す」
劇団速度に所属し、陶芸を領域とする武内ももと演出家の野村眞人を中心
に、大きな粘土のかたまりを触ることで、言葉に別のかたちを与え、かたちに
別の言葉を与える体験型ワークショップを行います。
12:00−14:00 フリースペース 16名 ※3名以上での参加不可、ただしお子
様連れは可 ※汚れても良い服装でお越しください

壁ノ花団「絵画からセリフを考える」
東西の名画を使い、演劇のシーン（会話）を作ります。
15:00−16:30 制作室5 10名 筆記用具

余越保子「『shuﬄeyamamba』公開通し稽古」
10月に上演するダンス作品の通し稽古を、解説とともに行います。
17:00−18:30 フリースペース 30名
（水）
（木）
（金）
図書室休室日：8月14日
−15日
、30日

芸術祭開催期間：10月5日（土）−27日（日）

［1］ボランティア募集

●応募方法：公式ウェブサイトで詳細をご確認の上、応募フォーム、または
〔必着〕
郵送、FAXでご応募ください ●締切：8月31日（土）

［2］短期インターンシップ募集

●応募方法：公式ウェブサイトをご確認の上、応募用紙をダウンロード、もし
くはKYOTO EXPERIMENT事務局で受け取り、必要事項を記入し郵送して
〔必着〕
ください ●締切：8月24日（土）

事前説明会（ボランティア・短期インターンシップ）

8月9日（金）18:30ほか ミーティングルーム2 ●予約方法：公式ウェブサ
イトの事前説明会参加申込みフォームまたは電話にてお申込みください
KYOTO EXPERIMENT事務局 TEL：075-213-5839（平日・土曜11:00−
19:00）WEB：https://kyoto-ex.jp

第5回藝文京展〜暮らしのみちづれ〜 作品募集（工芸）

たたむ・しまうなどのモーションも含め、コンパクトに暮らしの空間に収まりなが
ら、感覚や価値観を軽やかに拡張させる工芸作品を全国から募集します。
（金）
（土）●入選作品展：12月7日
（土）
、30日
−23日
●作品搬入：11月29日
（月）●登録方法：テーマ等詳細は、ウェブサイト
（http://geibunkyo.jp）
や要項を
（月）
〔必着〕
ご確認ください。●登録料：5,000円 ●登録締切：9月30日
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ロームシアター京都×京都芸術センター

U35 創造支 援プログラム

“ K I PPU”

2020 年度参 加団体を
募集します！
京都芸術センターとロームシアター京都は、若手アーティストの発掘
と育成を目的に、協働して創造支援プログラム“KIPPU”を実施してい
ます。作品サイズの拡大や、舞台機構の活用などに挑戦する、2020
年度の参加団体を現在募集中です。プログラムの内容と、今年度の
採択団体である、お寿司とオル太を紹介します。

（2016） 撮影 ： 松本成弘
お寿司
『病気』

関係性を考察する試みで、2017年から継続してリ

KIPPU採択団体はまず、1−3ヶ月間にわたり京

また、上演作品に対しては批評家などから批評を

都芸術センターの「制作室」で制作します。毎日

得ることで、多角的に作品を捉え次に繋げていく手

サーチや制作をしてきました。これらをベースに、東京

10:00−22:00まで使用可能で、荷物を持ち帰る

助けとします。

オリンピック・パラリンピックを控えた今、スポンジで仮

必要もないため、じっくりと稽古ができると同時に、

2018年度の初回のKIPPUで採択されたのは、

設スタジアムと都市の群衆を会場に出現させます。

舞台美術を立て込んだ状態で試行錯誤することも

ブ ル ー エゴ ナク（ 北 九 州 ）、安 住 の 地（ 京 都 ）、

制作室で長期にわたり役者が衣装と時間を重ね

できます。また、上演会場となるロームシアターノー

akakilike（京都）の3団体、そして今年度は12月と2

るお寿司に、劇場空間で都市を再構築するオル太。

スホールは固定の客席がなく、演出プランによって

（京都）
月にそれぞれ公演を控えた、
「お寿司」
と
「オ

それぞれの試みにご期待ください。そして2020年

様々な使い方が可能です。キャパシティは約150

（東京）
ル太」
の2団体です。お寿司は衣装作家であ

度、これまでの活動の枠を超えて挑戦するみなさま

席、劇場という舞台機構を駆使し工夫する創作の

る南野詩恵が立ち上げた舞台芸術団体で、作・演

からのご応募もお待ちしております。

機会ともなります。

出・衣装を1人が担うことで言葉と衣装が呼応する
はろう

制作過程では、広報プランや舞台設備を含め、

作品を特徴としています。新作「ボロレスコ
『菠薐心

上演に向けて両施設のスタッフがサポートします。

中』」は曽根崎心中をベースに、想いと痛みがイ
コールではなくなった現

稽古場もあって、相談もできて、ロームシアター京都で上演
できて、批評もしてもらえる、贅沢な支援です。我こそは！と
いう方々、お待ちしております！
（アートコーディネーター）
遠山きなり

代における
「心中」＝心
の中を、7人1体となる
衣装と共に表現するこ
とを試みます。
オル太は巨大なインス
タレーションや集団によ
る身体表現など、多様
な表現方法でアプロー
チをするアーティスト・コ
レクティブです。
『超衆
芸術 スタンドプレー』
は、
日常の中から笑いを生
む事物や状況を記録し、
（2018） 撮影 ： 井上佐由紀
オル太『スタンドプレー vol.1』

都市の機能や身体との

各 イベ ント の詳 細 ・ 最 新 情 報 は ウ ェ ブ サ イ ト で ご 確 認 い ただけます。
公式ウェブサイト

ロームシアター京都×京都芸術センター
U35創造支援プログラム“KIPPU”
2020年度参加団体募集
公演日程 ：
①2020年7月6日（月）−12日（日）
②2020年11月30日（月）−12月6日（日）
支援内容：京都芸術センター制作室での制作（1
−3ヶ月）、ロームシアター京都ノースホールで
の上演、アートコーディネーターによる制作サ
ポート、広報協力、批評家による批評文
応募方法：詳細は京都芸術センター、ロームシ
アター京都のウェブにて
締切 ： 8月10日（土）
主催 ： 京都芸術センター（公益財団法人京都市芸
術文化協会）、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）
、京都市

kyotoartcenter

http://www.kac.or.jp

@Kyoto̲artcenter

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

京都芸術センター叢書 二

「伝統芸能ことはじめ」
小林昌廣 著

定価 3,456円
（税込）

京都芸術センター窓口、もしくは
下記ウェブサイトよりご注文いただけます。

http://www.kac.or.jp/shop/

4

●ギャラリー・図書室・
情報コーナー・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
指定管理者 ： 公益財団法人京都市芸術文化協会

