
1890年チェコのボヘミア生まれ、1959年没。チェコの作曲
家。わずか10歳で作曲を始め、室内楽曲、歌曲、ピアノ組
曲、オペラ、バレエなどジャンルを超えて様々な楽器のため
の曲を約120も作曲。活動はチェコでの初期時代～大戦
中のパリ時代～アメリカ亡命時代～晩年のヨーロッパ時代
に分かれ、そのどの時代にも積極的に作曲を続けました。
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社会的な意味に絡みとられないのであれば、それはエイリアンですねと同僚が言っていました。だ
としたら、京都芸術センターはエイリアンの文化施設です。 箕浦慧（アートコーディネーター）

まず、客席と演奏者の近さに驚いてください！そしてKyo×Kyo 
Todayだからこそチャレンジできるというプログラム編成を一緒
に楽しみましょう！　 水野慎子（アートコーディネーター）

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

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・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

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/

京都芸術センター叢書 二

「伝統芸能ことはじめ」
定価 3,456円（税込）小林昌廣 著

@Kyoto_artcenter

指定管理者 ： 公益財団法人京都市芸術文化協会

音楽の国『チェコ』の情景～チェコの作曲家マルティヌー（没後60年）とドヴォルザーク～

京都芸術センター×京都市交響楽団

　「Kyo×Kyo Today」は、京都芸術センターと京
都市交響楽団の共同主催によって開催する、奏者
の息遣いが聞こえるほどの近い距離で音楽を楽し
む演奏会です。
　京都市交響楽団は、1956年に日本で唯一の自
治体直営のオーケストラとして創立されたオーケスト
ラです。「京響」の愛称で京都の人々に愛され、音
楽の楽しさ、すばらしさを様 な々かたちで伝えていま
す。2011年に始まったこの京都芸術センターとのコ
ラボレーションでは、日々の生活のなかで音楽を味
わう楽しさを伝え、観客と奏者が一体となれるコン
サートをお届けすることを目指しています。コンサー
トホールよりも身近に繰り広げられる奏者のパフォー
マンスは、観客の中に新たなクラシックの魅力を伝
えることでしょう。
　10回目となる今年は、音楽の国「チェコ」がテー
マです。“チェコ人といえば音楽家である”という諺
もあるように、チェコはドヴォルザークやスメタナ、ヤ
ナーチェクなど今でも世界中で親しまれている作曲
家を生み出した音楽の都です。今回のKyo×Kyo 
Todayでは、前述の19世紀の作曲家に続いて20
世紀に活躍したチェコの作曲家ボフスラフ・マルティ
ヌーの曲を中心にご紹介します。マルティヌーは現
代的洗練さと民族色を併せ持った珍しい編成の曲
を数多く生み出した作曲家です。普段オーケストラ
ではなかなか演奏されない曲目も含めて、京都市
交響楽団のメンバーを中心とした京都 ラ ビッシュ 
アンサンブルの演奏でお届けします！ 

京都芸術センター×京都市交響楽団
Kyo×Kyo Today vol.10
音楽の国『チェコ』の情景
～チェコの作曲家マルティヌー（没
後60年）とドヴォルザーク～
日時 ： 11月26日（火） 

受付18:00 開場18:30
開演19:00 

会場 ： 講堂
料金 ： 一般前売1,800円
 当日2,000円

学生1,000円（前売・当日共） 
主催 ： 京都芸術センター
 京都市交響楽団
問合せ ： 京都芸術センター

　私たちは誰だ。この根源的な問いに、コンテンポラリーダンスはどのような
答えを出してきたのでしょうか。身体を人類の普遍のものとして扱い、いわば
誰もが持っているカラダによって表現を生み出すことで、さまざまな国籍、境
遇、考え方や価値観などの壁を飛び越えて、ダンサーと観客はダイレクトにつ
ながってきました。同じ身体を持ちながら、違う営みを続けるものを発見する
ことや、それに同調したり拒絶したりすることは、私たちは何者かという問いに
答えを求めていく、本質的な文化の局面を表しています。
　そういった中で、今回紹介する2組の作家たちは、一風変わった方法を持
ち込みます。相模友士郎の「エイリアンズ」では、観客の身体をSFの宇宙船カ

プセルのように傾いた特殊な椅子に立て掛けることによって、そもそもの鑑賞
体験に操作を加えます。ダンスを鑑賞する主体であるはずの観客の立場は、
「視る」ことと「居る」ことの狭間で「いま・ここ」という時間と場所に対するエイリ
アンとして扱われます。また、マニュエル・ロドリゲスの「Body on Paper」で
は、天井から吊った無数のロープと衣服に身体の抜け殻を残すことによって、
物体にダンサーの身体を憑依させることを試みます。物体をもって身体性を
表現するその手法では、鑑賞の対象をダンサーの実在の身体から、そのイ
メージへと移行させます。
　ここではダンサーと観客の身体に対する関係性は揺らいでいます。しかし、
「視る」という行為への着目が、彼らと作品を新たな世界へと接続させます。ロ
ドリゲスは、ヴィジュアル・クライシス（＝視覚による破綻）を通して、普段の世
界を見つめる視点に別の可能性を与え、演者と鑑賞者が新しい価値観を打
ち立てていくことを模索します。一方で相模は、視られる主体としての「前景」
と、その後方にある「背景」が常に入れ替わるような舞台を、前作から引き続
き追究してきました。ダンス制作のかたわらで、写真を中心とするヴィジュア
ルアートにも造詣の深い、この2組の作家たちだからこそ見出すことのできる、
コンテンポラリーダンスにおける新しい視座にご期待ください。

Kyo×Kyo Today vol.10

マニュエル・ロドリゲス（Manuel Rodriguez）
振付家、ヴィジュアルアーティスト。バルセロナ在住。マドリード音楽院にてバレエとコンテン
ポラリーダンスを、"The School of Arts Number 10"（マドリード）にてヴィジュアルアートを
学ぶ。ダンス、写真、インスタレーション制作など、ジャンルに捉われない活動を展開してい
る。これまでに、La Veronal、James Thierree、Provisional Danza、Emmanuel 
Eggermond、Sharon Fridman等とコラボレーションを行う。ブルゴス、ニューヨーク、マド
リード、コペンハーゲン、グダニスク（ポーランド）、カナリア諸島、ドイツ等での振付家コンテ
ストで入賞。ダンサーとして2回批評家賞、the Armchair of Catalonia賞にノミネートされる。

相模友士郎（さがみ・ゆうじろう）
演出家。19 8 2年福井生まれ。70歳以上の伊丹の高齢者たちと制作した
『DRAMATHOLOGY／ドラマソロジー』（2009年）で鮮烈なデビューを果たし、その後も
様 な々コミュニティに入り込みながら、見るという身体的経験を問い直す上演を続ける。14
年にはダンサーの佐藤健大郎との共同制作による『ナビゲーションズ』を発表し、日本各地
で再演を重ねた。19年には植物による無人劇『LOVE SONGS』をCIRCULATION 
KYOTOにて発表。植物にとっての時間を、人間の時間軸と対比することによって描き、新
たなパフォーミングアーツの可能性を提示した。

Profile

京都 ラ ビッシュ アンサンブル
2002年、京都市交響楽団のメンバーを中心とした8名で結成されたアンサンブル。幅広い音楽ジャンルや楽器編成か
らなる多彩なプログラムにより、京都での数多くの公演をはじめ、現在までに鳥取、兵庫、岐阜、滋賀等各地での公演
において好評を得る。公益財団法人アフィニス文化財団助成による「アフィニス・アンサンブル・セレクション」東京公演、
大阪特別公演に出演。このほかにも社会教育施設への訪問演奏や、行政機関と提携した青少年育成事業、学校での
演奏指導など活動は多岐にわたる。既存の演奏会形式にもこだわらず、ビストロ ラ・ミューズと共催して本格フレンチと
コンサートのコラボレーション「マチネ」は22回を数え、また京都の伝統産業との融合への取り組みなど、その独自のス
タイルによる室内楽活動に注目が寄せられている。

Profile

Manuel Rodríguez ©Álvaro Serrano Sierra

ボフスラフ・マルティヌー（Bohuslav Martinů）

出演者

※都合により曲目、出演者等が変更となる場合があります

田村 安祐美（ヴァイオリン） 片山 千津子（ヴァイオリン）
小峰 航一（ヴィオラ） 渡邊 正和（チェロ）
神吉 正（コントラバス） 鈴木 祐子（クラリネット）
仙崎 和男（バスーン） 小椋 順二（ホルン）
以上、京都 ラ ビッシュ アンサンブル

中野 志麻（ヴァイオリン） 中山 航介（パーカッション）

KAC Performing Arts Program 2019 / Contemporary Dance

11月8日（金）－9日（土）

11月29日（金）－12月1日（日）

マニュエル・ロドリゲス 『Body on Paper』
相模友士郎 『エイリアンズ』

※公演情報はP2、P3をご覧ください

画像提供：International Martinů Circle in Japan

©相模友士郎
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ソ・ユジン「オープンアトリエ Burning Illusion」 
小説「金閣寺」と関連している京都の地域性と金閣寺をリサーチし
て作品を制作する過程を公開します。 
11月23日（土・祝）12:00－16:00 ※入退場自由 制作室2 無料 

トイネスト・パーク「トイネスト流メイク入門～不思議な
世界の住人になってみよう～」

パーティでの仮装にもぴったりな、トイネスト流アイメイク。実演を交
えながら、それぞれのお顔にあったメイクを提案します。
11月24日（日）14:00－16:00 制作室1 無料 10名 高

校生以上 普段ご使用のメイク道具、化粧下地、洗顔料や化粧
落とし、タオル、前髪をとめるもの

Kyo×Kyo Today vol.10 音楽の国「チェコ」の情景
～チェコの作曲家マルティヌー（没後60年）とドヴォル
ザーク～

11月26日（火）受付18:00 開場18:30 開演19:00 講堂 京
都 ラ ビッシュ アンサンブル ほか B.マルティヌー：クラリネット,ホ
ルン,3つのヴァイオリン,ヴィオラのためのセレナーデ第1番 H217ほか 
一般前売1,800円／当日2,000円、学生1,000円（前売・当日共） 

京都芸術センター、京都市交響楽団 ※P4もご覧ください

KAC Performing Arts Program 2019 / 
Contemporary Dance
相模友士郎『エイリアンズ』

11月29日（金）19:00、30日（土）15:00／19:00、12月1日（日）
11:00／15:00 フリースペース 一般前売2,500円／当日
3,000円、学生1,500円（前売・当日共） 各20名 ※特殊な形状でのス
タンディングでの鑑賞。上演約1時間 ●構成：相模友士郎、佐藤健大
郎、白井剛 ●演出：相模友士郎 佐藤健大郎、白井剛 ●ドラマ
トゥルク：山田咲 ※P1もご覧ください

アーティスト・イン・レジデンスプログラム2019：
エクスチェンジ／ARTSPACE
滞在制作報告会&次年度募集説明会

ARTSPACE（シドニー）にて滞在制作をした美術作家の前田耕平に
よる報告会と、次年度の募集に向けた説明会を行います。
11月10日（日） ※時間未定 ミーティングルーム2 ●登壇：前田

耕平 ●聞き手：原久子（アートプロデューサー） 無料（予約優先）

リレートーク「藝・文・京」キックオフ！ ～AI時代におけ
る、文化芸術の可能性

11月11日（月）15:30－17:00 講堂 ●登壇：近藤誠一（公益財
団法人京都市芸術文化協会理事長・元文化庁長官）ほか 無料（要事前
申込) 100名 公益財団法人京都市芸術文化協会

劇研アクターズラボ＋このしたやみ 劇団そばえ
「安部公房を読む」

日本を代表する作家である安部公房の作品を声に出して読み、イ
メージを広げてみましょう。
11月11日（月）19:00－21:00 制作室6 無料 20名

第40回 ペトロフピアノリサイタル：イリーナ・メジューエワ
ロマン派ピアノ名曲集～ショパン、リスト、シューマン、
メンデルスゾーン～

明倫小学校時代から伝わるペトロフ社（チェコ）製のピアノによる、
国際的ピアニストの演奏をお楽しみください。
11月14日（木）開場18:00 開演19:00 講堂 イリーナ・メ

ジューエワ 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（Pコード：159-647） 明倫自治連合会、
明倫ペトロフの会、京都芸術センター

まいやゆりこ「幼児・小学生対象のマイム遊び」
パントマイムのキソのキソを紹介しながら、遊びます。
11月16日（土）11:00－12 :00 制作室11 無料 10名 幼
児～小学生、保護者同伴 ※動きやすく裸足になれる服装でお越しください

木ノ下歌舞伎「“道成寺”をみる」
きたまり版『娘道成寺』をより楽しむために、歌舞伎を中心に能から
アニメまで様々な映像を検証し“道成寺”の魅力に迫ります。
11月17日（日）15:00－17:00 制作室3 ●講師：木ノ下裕一 
無料 30名 小学生以上 筆記用具

明倫夜話の座Ⅱ-３ 「生まれ育った町と祇園祭」
11月20日（水）19:00－20:30 ミーティングルーム2 ●講師：

岸本吉博（祇園祭山鉾連合会理事長） 無料（要事前申込） 40名 
明倫まちづくり委員会 京都芸術センター

はなもとゆか×マツキモエ『VENUS』
Co-programカテゴリーD採択企画。京都のコンテンポラリーダンス
デュオによる新作公演。
11月21日（木）・22日（金）19:30、23日（土・祝）14:00 講堂 

花本ゆか、松木萌、吉田みるく（男肉du Soleil）、宇野愛生、黒田健
太 一般前売2,800円／当日3,000円、U25前売2,300円／当日
2,500円 ほか はなもとゆか×マツキモエ 京都芸術センター

第4回京都学生アートオークション
【プレビュー展示】
11月16日（土）－23日（土・祝）10:00－20:00（最終日は17:00ま

で） ギャラリー南 ※入場無料
【オークション】
11月24日（日）14:00－16:00（開場13:30） 講堂 ※申込方法等の

詳細はウェブサイトをご覧ください 京都学生アートオークション実行
委員会、京都市 京都芸術センター
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11
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明倫茶会『アヴァンギャルドなお茶会＠薄暮 萩原朔太郎
―足跡の音を聴く』

詩人・萩原朔太郎のご子息であり、映像作家・前橋文学館館長の萩原朔美を
席主に迎えて茶会を行います。朔太郎の詩にインスパイアされたティム・サトミによ
る刺繡作品の展覧会も併せてお楽しみください。

【ティム・サトミ展覧会】
11月16日（土）－25日（月）10:00－20:00 ギャラリー北、

北館1階スロープ前 ●出展：ティム・サトミ（刺繍作家） ※展示は
入場無料・事前申込不要

【茶会】
11月24日（日）13:00／14:00／15:00／16:00 ●席主：萩

原朔美（映像作家・多摩美術大学名誉教授・前橋文学館館長） ●本
席：ミーティングルーム２ ●待合：北館１階スロープ前 ●内容：
コーヒーとお菓子 1,000円 各席16名（先着順／要事前申込）

ナントカ世代『のけもの』
エマニュエル・ボーヴの小説「のけ者」を下敷きとした演劇。
11月2日（土）19:00、3日（日・祝）11:00／15:00 THEATRE E9 KYOTO

（南区） 一般前売1,700円／当日2,500円、学生前売800円／当日1,500
円ほか ナントカ世代 TEL：090-7151-7107（作田）

劇研アクターズラボ＋このしたやみ 劇団そばえ『友達』
個人の不確実性、関係性の不確実性を顕にしたブラックユーモア現代演劇。
11月2日（土）19:00、3日（日・祝）15:00 四天王寺スクエア（三重県津市） 
一般前売2,000円／当日2,500円、U22 1,000円（前売・当日共） このし

たやみ TEL：080-7800-9965（山口） E-mail：labo@gekken.net WEB：
http://www.gekken.net/actorslabo/index.html

制 作 支 援 事 業

第256回 市民狂言会
12月6日（金）開場18:30 開演19:00 京都観世会館（左京区） 宝の槌、御

茶の水、附子、蟹山伏 茂山七五三、あきら、千三郎 ほか 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、チケットぴあ（P
コード：496-726） ※団体券2,200円（20名以上）は京都芸術センターにて取扱 京都市

筒井潤／dracom『釈迦ヶ池－Der Buddha-Teich』
Co-programカテゴリーA採択企画。ドイツの劇場との国際共同製作による演劇公演。
12月6日（金）19:00、7日（土）・8日（日）14:00 講堂 ●作・演出：筒井潤
鎌田菜都実、ナジャ・デュスターベルク 一般前売2,500円／当日3,000

円、U25 2,000円（前売のみ） dracom、京都芸術センター、FFT Düsseldorf

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” お寿司 ボロレスコ『菠

ハロー

薐心
しん じゅう

中』
「曽根崎心中」を下敷きに、現代における心中を探る、衣装作家による演劇公演。
12月11日（水）19:30、12日（木）14:00／19:30、13日（金）16:00 ローム

シアター京都 ノースホール 一般3,000円、U25 2,500円、高校生以下
1,000円 ※当日券は各500円増 お寿司 E-mail：osushie.minamino@
gmail.com WEB：https://www.facebook.com/osushi.minamino/ 京
都芸術センター、ロームシアター京都、京都市

明倫レコード倶楽部［其ノ70］「食」の音楽
解説とともにレコードの音色を楽しむプログラム。「衣食住」をテーマに全3
回、いしいしんじ氏の貴重なコレクションの中からお届けします。
12月14日（土）15:00－17:00 講堂 ●講師：いしいしんじ（作家） 500

円（1ドリンク付）

T i c k e t ［チケット］

E v e n t  C a l e n d a r 2 0 1 9 . 1 1
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。
※各種年齢別・学生料金は要証明書呈示

図書室休室日：11月29日（金）

2 3

KYOTO EXPERIMENT 2019
グループ展『ケソン工業団地』

10月5日（土）－27日（日）10:00－20:00 講堂、大広間、ギャラ
リー南 ほか 無料 京都芸術センター、KYOTO EXPERIMENT

KYOTO EXPERIMENT 2019
神里雄大／岡崎藝術座『ニオノウミにて』

10月25日（金）13:00 ※アフタートークあり、26日（土）13:00／
19:00、27日（日）13:00 フリースペース 一般3,000円、U25 
2,500円 ※当日各500円増 ほか 岡崎藝術座 京都芸術セン
ター、KYOTO EXPERIMENT

文化芸術による共生社会実現のための
アーツマネジメント入門
第4回：まともがゆれる ─常識をやめる「スウィング」の実験

10月31日（木）19:00－21:00 ミーティングルーム2 ●講師：
木ノ戸昌幸（NPO法人スウィング理事長） 無料 40名 ●主催・
申込：東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS） TEL：
075-525-7525 WEB：http://haps-kyoto.com/am_2019/ 
京都芸術センター

絃楽合奏団B-one
「This is the Mandolin orchestra」

マンドリンの祖国・イタリアの曲を中心に、日本で一般的に演奏され
ているマンドリンオーケストラの編成でお送りします。
11月3日（日・祝）18:00－19:00 制作室12 無料 20名

遊劇体「公開稽古&テキストリーディング体験」
11月に上演する新作の稽古風景をご覧いただき、会話やモノロー
グ、群読など、一緒に表現してみましょう。
11月4日（月・祝）18:30－20:00 制作室6 無料 10名

太めパフォーマンス『Sento』
福岡拠点のダンスコンビによる新作！ 京都初上演です。労

いたわ

りと労
ねぎら

い
とハピネス。
11月6日（水）・7日（木）19:30 フリースペース ●演出：白神ももこ 
●振付・出演：鉄田えみ、乗松薫 一般3,000円、U25 2,000円、
O65（65歳以上）1,500円 ※当日券は各500円増 太めパフォーマンス 
京都芸術センター

KAC Performing Arts Program 2019 / 
Contemporary Dance
マニュエル・ロドリゲス『Body on Paper』

11月8日（金）19:00、9日（土）15:00 講堂 一般前売2,500円
／当日3,000円、学生1,500円（前売・当日共） ●振付・出演：マニュエル・
ロドリゲス ●助成：Acción Cultural Española ※P1もご覧ください

劇団速度『冒した者 2019』
三好十郎の戦後戯曲の集大成を上演します。利賀演劇人コンクール2018受賞作。
11月14日（木）・15日（金）19:00、16日（土）14:00／18:00 、17日（日）15:00 

THEATRE E9 KYOTO（南区） 一般前売3,000円／当日3,300円、学生2,500
円（前売・当日共） TEL：090-8073-3531（野村) E-mail：buken26@gmail.com

絃楽合奏団B-one『絃楽合奏団B-one 第15回演奏会』
本邦初演となるフッシャート作曲「カプリッチォ」など、マンドリン合奏の名曲を演奏。
11月17日（日）開場13:30、開演14:00 京都府立文化芸術会館（上京区） 
無料 TEL：090-4273-0999（石川） E-mail：bone.concert@gmail.

com WEB：j.mp/b-one

木ノ下歌舞伎 舞踊公演『娘道成寺』
きたまりが60分1人で踊りきる『娘道成寺』。今回は長唄・囃子生演奏での特別上演。
12月7日（土）、8日（日）15:00 京都芸術劇場 春秋座 特設客席（京都造形芸術

大学内）（左京区） 一般4,000円、学生・U25 2,500円（前売・当日共） 京都造形
芸術大学 舞台芸術研究センター TEL：075-791-9437 WEB：http://k-pac.org

Co-program 2020 共同制作・開催・実験 プラン募集 
企画内容から広報、運営、発表まで京都芸術センターと共同で行う先駆的
かつ実験的なプランを募集。
●応募受付期間：10月23日（水）－11月23日（土・祝） ●事業実施期間：
2020年4月1日（水）－※募集カテゴリーによって期間が異なります。 ●応募方法：
所定の申請書をウェブサイトからダウンロードし、事業に関する企画書・予算
書・活動資料と共にE-mailにてco-program@kac.or.jpまで提出してください。

中学生の能楽大連吟～未来～
烏丸中学校、京都御池中学校、嵯峨中学校、東山泉小中学校、凌風小中
学校の140名以上の生徒が舞台に立ち、能楽師と共に「高砂」を上演するプ
ログラムの観覧希望者を募集します。
11月23日（土・祝）13:00－14:00 京都市右京ふれあい文化会館 ●内容：

半能「高砂」、レクチャー 5校の中学生、深野貴彦、松野浩行、宮本茂樹、
松井美樹、樹下千慧 ほか 無料 ※事前申込制 ●申込方法：京都いつでも
コール（電話、FAX）にて、11月1日（金）までに①催し名 ②氏名（ふりがな） ③電話
番号 ④同伴者人数（2名まで）をお伝えのうえ、お申込みください。【京都いつで
もコール】TEL 075-661-3755（8:00～21:00）/FAX 075-661-5855 京都市 
●協力：能楽大連吟 ●企画制作：伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス

O p e n  C a l l ［募集］



1890年チェコのボヘミア生まれ、1959年没。チェコの作曲
家。わずか10歳で作曲を始め、室内楽曲、歌曲、ピアノ組
曲、オペラ、バレエなどジャンルを超えて様々な楽器のため
の曲を約120も作曲。活動はチェコでの初期時代～大戦
中のパリ時代～アメリカ亡命時代～晩年のヨーロッパ時代
に分かれ、そのどの時代にも積極的に作曲を続けました。
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社会的な意味に絡みとられないのであれば、それはエイリアンですねと同僚が言っていました。だ
としたら、京都芸術センターはエイリアンの文化施設です。 箕浦慧（アートコーディネーター）

まず、客席と演奏者の近さに驚いてください！そしてKyo×Kyo 
Todayだからこそチャレンジできるというプログラム編成を一緒
に楽しみましょう！　 水野慎子（アートコーディネーター）

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

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・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

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/

京都芸術センター叢書 二

「伝統芸能ことはじめ」
定価 3,456円（税込）小林昌廣 著

@Kyoto_artcenter

指定管理者 ： 公益財団法人京都市芸術文化協会

音楽の国『チェコ』の情景～チェコの作曲家マルティヌー（没後60年）とドヴォルザーク～

京都芸術センター×京都市交響楽団

　「Kyo×Kyo Today」は、京都芸術センターと京
都市交響楽団の共同主催によって開催する、奏者
の息遣いが聞こえるほどの近い距離で音楽を楽し
む演奏会です。
　京都市交響楽団は、1956年に日本で唯一の自
治体直営のオーケストラとして創立されたオーケスト
ラです。「京響」の愛称で京都の人々に愛され、音
楽の楽しさ、すばらしさを様 な々かたちで伝えていま
す。2011年に始まったこの京都芸術センターとのコ
ラボレーションでは、日々の生活のなかで音楽を味
わう楽しさを伝え、観客と奏者が一体となれるコン
サートをお届けすることを目指しています。コンサー
トホールよりも身近に繰り広げられる奏者のパフォー
マンスは、観客の中に新たなクラシックの魅力を伝
えることでしょう。
　10回目となる今年は、音楽の国「チェコ」がテー
マです。“チェコ人といえば音楽家である”という諺
もあるように、チェコはドヴォルザークやスメタナ、ヤ
ナーチェクなど今でも世界中で親しまれている作曲
家を生み出した音楽の都です。今回のKyo×Kyo 
Todayでは、前述の19世紀の作曲家に続いて20
世紀に活躍したチェコの作曲家ボフスラフ・マルティ
ヌーの曲を中心にご紹介します。マルティヌーは現
代的洗練さと民族色を併せ持った珍しい編成の曲
を数多く生み出した作曲家です。普段オーケストラ
ではなかなか演奏されない曲目も含めて、京都市
交響楽団のメンバーを中心とした京都 ラ ビッシュ 
アンサンブルの演奏でお届けします！ 

京都芸術センター×京都市交響楽団
Kyo×Kyo Today vol.10
音楽の国『チェコ』の情景
～チェコの作曲家マルティヌー（没
後60年）とドヴォルザーク～
日時 ： 11月26日（火） 

受付18:00 開場18:30
開演19:00 

会場 ： 講堂
料金 ： 一般前売1,800円
 当日2,000円

学生1,000円（前売・当日共） 
主催 ： 京都芸術センター
 京都市交響楽団
問合せ ： 京都芸術センター

　私たちは誰だ。この根源的な問いに、コンテンポラリーダンスはどのような
答えを出してきたのでしょうか。身体を人類の普遍のものとして扱い、いわば
誰もが持っているカラダによって表現を生み出すことで、さまざまな国籍、境
遇、考え方や価値観などの壁を飛び越えて、ダンサーと観客はダイレクトにつ
ながってきました。同じ身体を持ちながら、違う営みを続けるものを発見する
ことや、それに同調したり拒絶したりすることは、私たちは何者かという問いに
答えを求めていく、本質的な文化の局面を表しています。
　そういった中で、今回紹介する2組の作家たちは、一風変わった方法を持
ち込みます。相模友士郎の「エイリアンズ」では、観客の身体をSFの宇宙船カ

プセルのように傾いた特殊な椅子に立て掛けることによって、そもそもの鑑賞
体験に操作を加えます。ダンスを鑑賞する主体であるはずの観客の立場は、
「視る」ことと「居る」ことの狭間で「いま・ここ」という時間と場所に対するエイリ
アンとして扱われます。また、マニュエル・ロドリゲスの「Body on Paper」で
は、天井から吊った無数のロープと衣服に身体の抜け殻を残すことによって、
物体にダンサーの身体を憑依させることを試みます。物体をもって身体性を
表現するその手法では、鑑賞の対象をダンサーの実在の身体から、そのイ
メージへと移行させます。
　ここではダンサーと観客の身体に対する関係性は揺らいでいます。しかし、
「視る」という行為への着目が、彼らと作品を新たな世界へと接続させます。ロ
ドリゲスは、ヴィジュアル・クライシス（＝視覚による破綻）を通して、普段の世
界を見つめる視点に別の可能性を与え、演者と鑑賞者が新しい価値観を打
ち立てていくことを模索します。一方で相模は、視られる主体としての「前景」
と、その後方にある「背景」が常に入れ替わるような舞台を、前作から引き続
き追究してきました。ダンス制作のかたわらで、写真を中心とするヴィジュア
ルアートにも造詣の深い、この2組の作家たちだからこそ見出すことのできる、
コンテンポラリーダンスにおける新しい視座にご期待ください。

Kyo×Kyo Today vol.10

マニュエル・ロドリゲス（Manuel Rodriguez）
振付家、ヴィジュアルアーティスト。バルセロナ在住。マドリード音楽院にてバレエとコンテン
ポラリーダンスを、"The School of Arts Number 10"（マドリード）にてヴィジュアルアートを
学ぶ。ダンス、写真、インスタレーション制作など、ジャンルに捉われない活動を展開してい
る。これまでに、La Veronal、James Thierree、Provisional Danza、Emmanuel 
Eggermond、Sharon Fridman等とコラボレーションを行う。ブルゴス、ニューヨーク、マド
リード、コペンハーゲン、グダニスク（ポーランド）、カナリア諸島、ドイツ等での振付家コンテ
ストで入賞。ダンサーとして2回批評家賞、the Armchair of Catalonia賞にノミネートされる。

相模友士郎（さがみ・ゆうじろう）
演出家。19 8 2年福井生まれ。70歳以上の伊丹の高齢者たちと制作した
『DRAMATHOLOGY／ドラマソロジー』（2009年）で鮮烈なデビューを果たし、その後も
様 な々コミュニティに入り込みながら、見るという身体的経験を問い直す上演を続ける。14
年にはダンサーの佐藤健大郎との共同制作による『ナビゲーションズ』を発表し、日本各地
で再演を重ねた。19年には植物による無人劇『LOVE SONGS』をCIRCULATION 
KYOTOにて発表。植物にとっての時間を、人間の時間軸と対比することによって描き、新
たなパフォーミングアーツの可能性を提示した。

Profile

京都 ラ ビッシュ アンサンブル
2002年、京都市交響楽団のメンバーを中心とした8名で結成されたアンサンブル。幅広い音楽ジャンルや楽器編成か
らなる多彩なプログラムにより、京都での数多くの公演をはじめ、現在までに鳥取、兵庫、岐阜、滋賀等各地での公演
において好評を得る。公益財団法人アフィニス文化財団助成による「アフィニス・アンサンブル・セレクション」東京公演、
大阪特別公演に出演。このほかにも社会教育施設への訪問演奏や、行政機関と提携した青少年育成事業、学校での
演奏指導など活動は多岐にわたる。既存の演奏会形式にもこだわらず、ビストロ ラ・ミューズと共催して本格フレンチと
コンサートのコラボレーション「マチネ」は22回を数え、また京都の伝統産業との融合への取り組みなど、その独自のス
タイルによる室内楽活動に注目が寄せられている。

Profile

Manuel Rodríguez ©Álvaro Serrano Sierra

ボフスラフ・マルティヌー（Bohuslav Martinů）

出演者

※都合により曲目、出演者等が変更となる場合があります

田村 安祐美（ヴァイオリン） 片山 千津子（ヴァイオリン）
小峰 航一（ヴィオラ） 渡邊 正和（チェロ）
神吉 正（コントラバス） 鈴木 祐子（クラリネット）
仙崎 和男（バスーン） 小椋 順二（ホルン）
以上、京都 ラ ビッシュ アンサンブル

中野 志麻（ヴァイオリン） 中山 航介（パーカッション）

KAC Performing Arts Program 2019 / Contemporary Dance

11月8日（金）－9日（土）

11月29日（金）－12月1日（日）

マニュエル・ロドリゲス 『Body on Paper』
相模友士郎 『エイリアンズ』

※公演情報はP2、P3をご覧ください

画像提供：International Martinů Circle in Japan

©相模友士郎


