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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・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 3,520円（税込）小林昌廣 著

kyotoartcenter

最新情報はウェブサイトでご確認ください。電話対応時間 10:00－18:00
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間閉館します。

公式ウェブサイト http://www.kac.or.jp

@Kyoto_artcenter @kyotoartcenter

指定管理者 ： 公益財団法人京都市芸術文化協会

（ロゴデザイン ： 松本久木）

家で過ごす時間が長くなり、身体が鈍りがちな方も
いらっしゃるのではないでしょうか。そこでまず「楽
しく身体を動かす」をテーマにした、振付家やダン
サー、パフォーマーら3組による様々な提案をご紹
介します。中面では、コピー機を使い複製の可能
性を探るなど、実験的な創作をするTHE COPY 
TRAVELERSによる作品を掲載。
自分の身体で、日常のなかで出来ること。印刷物と
いう日常のもので、新たなイメージをつくること。日
常が変化している今、それらが変化を楽しむきっか
けになるかもしれません。

太めパフォーマンス
乗松薫と鉄田えみのダンスカンパニー。福岡在住。大きな体と
親しみやすさを武器に、既存の価値観を破壊するダンス作品
を制作している。ぼうさいダンス「心配性ヒーロー」（作詞・作
曲・振付）ほか。
URL：https://youtu.be/L2b0A1SnlCU

白神ももこ（しらが・ももこ）
振付家・演出家・ダンサー。衣装デザインや保育士、イラスト
レーター、バリスタなど多彩なパフォーマー達で構成されたダン
ス・パフォーマンス的グループモモンガ・コンプレックスを主宰
し、普段の生活の中の些細なできごとや個人史、願望などに
着想したダンスを用いた作品を発表している。富士見市民文
化会館キラリふじみ芸術監督。
WEB：https://momongacomplex.info/

白神ももこ、太めパフォーマンス
THE COPY TRAVELERS、男肉 du Soleil

ココロ踊ル！ 特別企画 第２弾！！

白神ももこ

太めパフォーマンス

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間閉館します。

京都芸術センターでは、「芸術の現場」の活動、京都の若い芸術
家たちの活動を知り、応援したいという方々からの支援をお願い
しております。皆さまからお寄せいただきます会費・協賛金は、京
都芸術センターの活動をより魅力あるものとするために活用させて
いただきます。京都の新しい文化芸術を育てるサポーターとして、
ぜひご入会ください。
※申込方法等、詳細は京都芸術センターウェブサイトをご覧ください。

現在、次の皆さま方に会員としてご協力いただいています。心より御礼申し上げます。
（50音順・敬称略）

京都芸術センター「友の会」
《団体・法人会員》学校法人大和学園、京都中央信用金庫、公立大学法人京都市
立芸術大学、国際ソロプチミスト京都（5件） 《個人会員》石田洋也、尾関吉重、加
藤明子、熊谷壽美子、神保泰宏、西川保子、西村千枝子、野口久楽、長谷川昌
史、藤田裕之、山﨑弥生（20件） 《学生会員》田中弘子（1件）
京都芸術センター「協賛会」
《団体・法人会員》株式会トーセ、京都信用金庫、大松株式会社（3件） 《個人会員》（2件）

2020年4月30日現在（一部非公開）

友の会・協賛会のご案内

Profile
京都を拠点として活動する美術家、加納俊輔、迫鉄平、上田良によって2014年に結成されたユニット。「複製」と
いう手法の可能性について、コピー機やスキャナ、カメラなどのツールを用いて、日々、実験に勤しんでいる。アー
トブック出版をはじめ、展覧会などの活動を行なっている。アーティストブック『THE COPY TRAVELERS by THE 
COPY TRAVELERS』を2015年に出版。5年ぶりの新刊『With THE COPY TRAVELERS』を近日刊行予定。

2016年に制作したフルカラーの写真作品を、2色刷りに変換し、
ドローイングを組み合わせた新作。単色を重ねることで複数の色
が生まれるという印刷の特性を活かし、色と形と時間を重ねる。

中面）THE COPY TRAVELERS（ざ・こぴー・とらべらーず）

「楽しく身体を動かす提案」をしてくれないかと言われた。 
ダンスはとても発散になる。だが、ダンスってのは動けば
いいってもんじゃない。振り付けなんてまやかしだ。心が
踊ればダンスなんだ。音楽でも聴きながら肩を揺らした
り指をトントンしてるだけで、君はもう踊っているのさ。寝
そべりながら漫画読んでても、心が踊ればダンスだ。つ
まり、こんな提案より美味いもん食って元気出すのが一
番ってことさ。 
でも一応、「楽しく体を動かす提案」というラップを作ってみ
た。YouTubeに飛ぶQRコードを添付しとこうと思う。聞け
る人は聞きながらクスっと笑って指トントンでもしてほしい。

男肉 du Soleil（おにく・ど・それいゆ）
近畿大学で鬱屈していた学生を中心に結成。 様々なカルチャーを
ミックスした唯一無二かつHIPでHOPなパフォーマンスを目指す。京
都を中心に活動しつつ、コロナ問題でシルクドソレイユのことをとて
も心配している。 https://youtu.be/xs94s6ca2S8

《トラベラーズが奪う過去の風景》

この動画に加え、男肉 du Soleil 公式Youtubeチャンネルでは、
曲に合わせて団員たちが踊る動画も公開しています！
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