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TOP IC 01
新 incubation 5

生田丹代子×佐々木友恵
と

き

時 代をかさねる─心と技─
ベテラン作家と若手作家の出会い。
5回目となる
「新incubation」展では、素材に秘められた可能性を探る
二人の作家、生田丹代子と佐々木友恵の作品を紹介します。

ベ

テラン作家と若手作家の出会い。5回目となる

然のかたちを圧倒的な技術と造形力で具現化する生

「新incubation」展では、素材に秘められた可

田と、漆による表現方法を模索し、自身の感情に真正

能性を探る2人の作家、生田丹代子と佐々木友恵の作

面から向き合っている佐々木は、対象的でありながら、

品を紹介します。

素材に導かれるように作品を作るという点で共通して

作家として十分なキャリアをもつ生田は、80年代より

いるのではないでしょうか。それぞれに素材との向き

一貫してガラス造形の可能性や表現の幅を探り続けて

合い方や、その魅力と造形の可能性を追求する2人の

きました。グラデーションの光を放つ造形物は、表面と

ときの重なりを感じてみませんか。

内部から、清々しい碧色を輝かせています。近づいて
じっくり眺めると、ようやく、それが一枚の薄い板ガラ
スを何枚にも重ね合わせてつくられたものであること
に気づきます。心にうかんだ音や光のかたち、自然風
景が作品のかたちを成していると生田は言います。
若手作家として出展する佐々木友恵は、京都市立芸

日常に馴染みの深いガラスと漆ですが、息をのむほどに透き通った
ガラスの断面や接着面は、どこに手が加えられたのかわからないほ
ど精巧に作られています。一方、漆の画面はよく目を凝らしてみる
とわずかに下層を見ることができ、重ねるほどに深みを増している
ことがわかります。是非、その目で直接2人の作品をご覧ください。
上村絵梨子（アート・コーディネーター）

術大学で漆工技法を学んで以来、平面作品だけではな
く、彫刻作品、インスタレーション、パフォーマンスなど
あらゆる形態の作品を意欲的に制作し、発表してきま
した。自分自身の感情や記憶をテーマに制作する佐々
木は、漆を塗っては削り、また塗り重ねる行為を繰り返
すなかで、幼少期の記憶や、喜怒哀楽など佐々木自身
の感情を画面に定着させていきます。
内部で透過・反射・屈折を繰り返して光を纏う硬質な
ガラスと、漆黒の艶を纏った柔らかな漆。作家が思い
描いたあるイメージが一つの作品として結実していき
ますが、そのかたちやイメージは、鑑賞者の想像力を
かきたて、より強い存在感を放ちます。

新incubation 5 生田丹代子×佐々木友恵

上／生田丹代子「空-41」2013年

下／佐々木友恵「沈黙の解凍」2010年

撮影：金城泰哲

と き

『時代をかさねる ―心と技―』
展
会期：11月22日（金）
－12月26日（木）10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

場所：ギャラリー北・南 ほか
［関連企画］
アーティスト・トーク 生田丹代子×佐々木友恵
日時：11月22日（金）16:00－17:30
会場：ミーティングルーム2
対談 出展作家×米原有二「素材へのまなざし」
日時：12月21日（土）15:00－16:30
会場：ミーティングルーム2
※イベント情報欄（P2）もご覧ください。

ガラスという素材に魅せられ、音や光、風景など自

生田丹代子

いくた・によこ

1953年京都府生まれ。1976年京都薬科大学卒。1980年代か

佐々木友恵

ささき・ともえ

1983年埼玉県生まれ。2009年京都市立芸術大学院美術研究

ら薄い板ガラスを積み重ねて、有機的または幾何学的な造形

科漆工専攻修士課程修了。平面作品や立体作品に漆を用いる

作品を作り始める。変幻自在に繰り広げられる光のグラデー

ことで、漆の表現の多様性・可能性を探る。漆を塗り重ねては

ションは、見る角度によって様々に作品の表情を変化させる。

研ぐという作業を何度も繰り返すことで、艶のある画面を生み

活動初期より定期的にギャラリーでの個展や海外のアートフェ
アへの出品活動を行う。1990年京都市芸術新人賞受賞。

出す。どこかノスタルジックな作品は、佐々木自身の「記憶」や
「痕跡」
をテーマに制作している。
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主催・問合せ：京都市立芸術大学、本展実行委員会
E-mail：info@urbangauss.com

冨士山アネット×DanceTheatre4P
国際共同制作
［The Absence of the City］

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。

展覧会
わざゼミ2013 成果発表展

日時： 10月29日（火）
－11月3日（日）
10:00－20:00

★アフタートークあり

申込方法：往復はがきに、催し名･住所･氏名･電
話番号･希望時間、同席希望の方がお
られる場合はその方のお名前を明記の
上申込。ウェブサイトからも申込可。応
募者多数の場合は抽選。

かざり

祇園祭・錺職人の技展
はしべんけいやま

第30回 京都府高等学校総合文化祭茶道部門

ダンス

こいやま

『橋弁慶山と鯉山の美術工芸品』

山鉾町が所有する祭の道具や飾り類の美術工芸
はし
品の数々を錺職人の技という観点から、今回は橋
べんけいやま
こいやま
弁慶山と鯉山の美術工芸品を紹介します。
－11月4日（月・祝）
日時： 10月30日（水）
10:00－20:00
※入場無料／10月31日（木）は調査のため休室

会場：大広間
主催：公益財団法人橋弁慶山保存会、公益財団
法人鯉山保存会、京都芸術センター

新incubation 5
生田丹代子×佐々木友恵

会場：講堂
料金： 一般前売3,000円／当日3,300円
（前売・当日共）
／高校生以下無料
学生2,500円
主催・問合せ：冨士山アネット
TEL：080-5496-7555
E-mail：fujiyamanet@gmail.com
WEB：http://fannette.net/

※Topic02（P4）もご覧ください。

※会期中無休・入場無料／最終日は17:00まで

会場：和室
「明倫」

「何で踊っているんですか？」
昨年Seoul Performing Arts Festivalへ招聘、話題と
なった日韓国際共同制作作品が日本オリジナルVer.と
して上演！日韓の事情を通してダンスとは何かを巡る、
現状と現実。演劇的でダンス的な本作、お見逃し無く
！
日時：11月2日（土）19:30★
3日（日）14:00／17:00

KAC Performing Arts Program 2013 /
Contemporary Dance
ダンサーが語る 第3回 ゲスト：岡登志子

さまざまなバックグラウンドを持つ振付家、ダンサー
をゲストとしたトーク企画。第3回のゲストは
「アンサ
ンブル・ゾネ」
主宰の岡登志子を迎えます。
日時： 11月11日（月）19:00－21:00
会場：ミーティングルーム2
すずな
聞き手：菘あつ子（舞踊ジャーナリスト）
料金：500円
定員：30名

京都府内高校生による茶会、及び府内小学生を対
象とした茶道体験およびお茶挽体験。
日時： 11月4日（月・祝）
①10:00－12:00 ②13:00－15:00
会場：和室
「明倫」
、講堂
対象：京都府内に通学もしくは在住する小学生。
（保護者同伴）

申込方法：往復はがきに住所、本人氏名、保護者
氏名、年齢、学校名、学年、希望時間
〔必着〕
まで
を明記の上、10月２５日（金）
に主催者まで申込。応募者多数の場
合は抽選。
主催：京都府高等学校芸術文化連盟茶道専門部
〒615-0861 京都市右京区西京極野田町39番地
京都光華高等学校内
TEL：075-325-5223

と き

『時代をかさねる ―心と技―』展

ガラス造形作家の生田丹代子と漆造形・美術作家
の佐々木友恵の作品を展覧します。
－12月26日（木）
日時： 11月22日（金）
10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南ほか
（入場無料・事前予約不要）
［関連企画］
アーティスト・トーク 生田丹代子×佐々木友恵
日時： 11月22日（金）16:00－17:30
会場：ミーティングルーム2
対談 出展作家×米原有二（工芸ライター）
「素材へのまなざし」
日時： 12月21日（土）15:00－16:30
会場：ミーティングルーム2
※Topic01（P1）もご覧ください。

伝統
月イチ☆古典芸能シリーズ
第5回「顔見世を知る～まねき看板を通して～」

月に一度は古典芸能に触れ楽しもうという企画。まねき
看板の実演とお話を通して
「顔見世」
の歴史を探ります。
日時： 11月7日（木）13:00－14:30 ※12:45妙傳寺前集合
会場：妙傳寺（左京区東大路二条下る）
講師：川勝清歩（書家）
料金：無料
定員：20名（先着順／要事前申込）
申込方法：10月29日（火）10:00よりTELにて受付。
（定員に達し次第受付終了）
※Topic03（P4）もご覧ください。

素謡の会「ようこそ、観阿弥さん」
かよいこ まち

第3回《通小町》

日時： 11月21日（木）開場18:30 開演19:00
会場：大広間
出演：味方健、味方團、田茂井廣道、竹市学
料金：前売1,500円／当日1,800円

音楽
明倫レコード倶楽部 番外編
「黒く塗れ！ブルースからドゥワップまで」

日時： 11月2日（土）14:00－16:00
会場：ミーティングルーム２
曲目：エルモア・ジェイムズ
「ダスト・マイ・ブルーム」
ほか
講師：いしいしんじ
料金：無料

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）

渡邉野子「線を聴く」

ひとつの線・色を起点にし、考えることや感じることを
意識します。体を使い、よく観ること、よく聴くことで、自
分にとってリアルで大切なものが浮かび上がります。
日時： 11月3日（日）10:00－14:00
会場：制作室2
定員：15名
※汚れても良い、動きやすい服装でご参加ください。
昼休みをはさみます。昼食をご準備ください。

正直者の会「声に出して読んでみる」

実際に声に出してみると全然違った印象を持つことが
ある。
「私」
と、
「文章」
。
「私」
と
「聞いてくれる人」
との距
離。そして
「とりあえず人の話を聞いてみる」
ことなど。
日時： 11月5日（火）19:00－21:30
会場：制作室9
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。

黒子沙菜恵×竹ち代毬也
「ダンサーが考えるちょっと演劇的なワーク
ショップ」
体の動きから言葉やタイトルなどを付けたりして短
いシーンを一緒に作ります。簡易スピーカーを用
意しますので音を流して効果の違いなど試しても
結構です。体や動きに対していろいろなアプロー
チを考える時間です。
日時：11月7日（木）19:30－21:00
会場：制作室12
定員：5名
対象：映像や美術に興味のある方。そうした表現
をされている方。
※動きやすい服装でご参加ください。ポータブル音楽プレーヤー
をお持ちの方はご持参ください。

てんこもり堂「シェイクスピアを旅する」

2010年より開始し、10回目となる今回は『お気に
召すまま』がテーマです。セリフを声に出して読む
ことで、その面白さを知りながら、心と身体をリフ
レッシュしてみませんか？
※台風18号の影響により延期となった9月16日（月・祝）実施予定
のワークショップと同内容です。

日時： 11月10日（日）14:00－18:00
会場：ミーティングルーム2
定員：10名
対象：シェイクスピアに少しでも興味のある方
※動きやすい服装でご参加ください

このしたやみ「からだで本をよむ 4」

明倫茶会
｢茶の湯空間を体感する｣

茶室建築家の飯島照仁氏による茶会。露地を再現。
日時： 11月23日（土）10:30／12:00／13:30
会場：和室
「明倫」
席主：飯島照仁（茶室建築家）
内容：抹茶
定員：各席20名
料金：1,000円
〔必着〕
申込締切：11月8日（金）

｢濱田家のもてなし｣

陶芸家・濱田庄司の暮らしの様子を紹介。
日時： 12月7日（土）14:00／16:00
会場：大広間
席主：濱田琢司（南山大学人文学部准教授）
内容：紅茶、ヨーグルト、パースティ
定員：各席40名
料金：1,000円
〔必着〕
申込締切：11月22日（金）
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声に出してみたり身体を動かしてみたり、物語の
世界で一緒に遊びましょう。
日時： 12月13日（金）19:00－21:00
会場：制作室12
定員：10名
※動きやすい服装でお越しください

共催事業
DWELL─棲息すること─空間デザインの
未来展
池上俊郎の過去～現在の空間デザイン活動を総
括し、未来への可能性を探る展覧会。
－17日（日）10:00－20:00
会期：11月1日（金）
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南
[関連企画]
講演およびリレートーク・スライドショー
日時： 11月4日（月・祝）13:00－17:00
会場：フリースペース

サイトウマコトの世界vol.2
9cells & センチメンタル

サイトウマコト振付・演出による2作品の上演。
日時：11月7日（木）19:30
8日（金）19:30
9日（土）12:00／18:00
会場：講堂
料金：一般前売3,500円／学生前売3,000円
当日4,000円
主催：斉藤誠事務所
問合せ：斉藤DANCE工房
TEL：06-6858-5288
E-mail：ms@pop01.odn.ne.jp
にしうれでんがく

西浦田楽─伝承の現在と未来

日本伝統音楽研究センターの第36回公開講座。研究者
の講演を織りこみつつ、
「観音の祭」
を部分的に再現する。
日時： 11月9日（土）14:00－18:00（受付開始13:30）
会場：フリースペース
参加費：1,000円
定員：150名（要事前申込）
申込方法：はがき・FAX・メールで①郵便番号②住
所③氏名④電話番号（FAX番号）⑤「第
36回公開講座」
を明記の上、主催者ま
で申込。
主催：京都市立芸術大学
〒610-1197 京都市西京区大枝沓掛町13-6
TEL：075-334-2204
FAX：075-334-2241
E-mail：public@kcua.ac.jp

めいりんフェスタ2013

明倫地区の文化祭。コーラス、ダンス、絵画作品
など様々な発表・展示を行います。
日時： 11月16日（土）10:00－19:00
17日（日）10:00－19:00
会場：講堂、大広間ほか
料金：無料
主催・問合せ：明倫自治連合会
TEL：075-231-2450（長谷川）

ペトロフ・ピアノコンサート
～ペトロフ・ピアノを弾いてみよう！～

元明倫小学校で使われていたペトロフ社のピアノ
は、4年間の修復プロジェクトを行い、甦りました。
この音色をより楽しんでいただくために、自由にピ
アノを弾いてもらえるコンサートを企画しました。
日時： 11月23日（土）14:00－17:00
会場： 講堂
料金：演奏参加・鑑賞参加ともに無料
申込方法：
［鑑賞参加］申込不要
［演奏参加］氏名・電話番号・演奏予定曲を、下
（先着順）
記連絡先まで申込。
※演奏時間は申込数により調整（目安は30分程度）。

申込締切：11月10日（日）
主催：明倫自治連合会・明倫ペトロフの会
問合せ： 明倫ペトロフの会（長谷川）
FAX：075-221-4406
E-mail：yscty715@yahoo.co.jp

F#の部屋─声によるサウンド・インスタレー
ションの試み

音楽家と来室者が即興的に、たった1音─F#の高さ
の音─をとぎれることなくハミングで歌い続けるとい
う、
ミニマルなコミュニケーションを試行。聞こえてき
た音を歌うだけの能力があれば誰でも参加できます。
日時： 11月29日（金）
－12月1日（日）
各日10:00－21:00
会場：ミーティングルーム２
料金：演奏参加・鑑賞参加ともに無料。
※事前申込不要

主催・問合せ： mesostics（若尾 裕）
TEL：080-3103-8774
E-mail：mesostics@nifty.com

英ゆう『外を入れる。vol.2』

和室の空間を日本庭園に見立てた絵画作品を中
心とする展覧会。
－12月14日（土）
会期：11月29日（金）
10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：和室「明倫」
［関連企画］
「茶室 de 野点」
5人の陶芸作家による抹茶茶碗でお茶をいただき
ます。
日時：12月8日（日）
①13:00－14:00 ②15:00－16:00
定員：各回15名
料金：一席300円
申込： ①氏名②連絡先③参加希望時間を明記の
（月）
より受付
上、主催者まで申込。11月25日
開始。
主催：本展実行委員会
E-mail：sotowoireru@gmail.com

尾形光琳没後300年・伊藤若冲生誕300年
記念プレ公演 第零回演奏会 時之會
“Le jardin du temps et d'espace”
no.0 concert

尾形光琳没後300年、伊藤若冲生誕300年となる
2016年に向けての露払いとして、京都そして日本・
世界を代表する先達の偉業を、現代のわたしたち
の力で讃えます。
日時： 11月30日（土）開場16:30 開演17:00
会場：講堂
料金：一般前売3,000円／当日3,500円
学生前売1,000円／当日1,500円
主催：時之會
問合せ：カオスモス事務局
TEL：077-565-0242
090-2412-9428
E-mail：basara_chaosmos@nifty.com

制作支援事業
京 都 芸 術 センター 制 作 室 に て 制 作 され た 公
演・展覧会情報

K.I.T.新作公演『地中』

地中には何が埋まっているか
はいゆうとほりおこす
はじまりをみはるかす
日時：11月 8日（金）19:30
9日（土）14:00／19:00★
10日（日）14:00
11日（月）14:00★
★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：一般前売2,500円／当日2.500円
学生前売2,000円／当日2,000円
問合せ：K.I.T.（ケー・アイ・ティー）
TEL : 080-3124-7210
E-mail : info@kyoto-it.org
WEB : http://kyoto-it.org/

『3つの定点観察～京都市立銅駝美術工芸
高等学校 美術工芸科教員による3つの個展』
渡邉野子（絵画）、福丸勝洋（油画）、蔵田和枝（染織）
の個展を3つのスペースで開催します。
－29日（金）11:00－19:00
日時： 11月20日（水）
※月曜休館

会場：堀川御池ギャラリー（京都市中京区）
料金：無料
問合せ：3つの個展担当
TEL：075-211-4984

正直者の会.lab 第2回公演『夜の素』

日時： 11月23日（土・祝）19:00
24日（日）13:00／17:00
会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般前売2,300円／当日2,500円
学生前売1,500円／当日1,800円
問合せ：正直者の会.lab
TEL：090-9713-8150
E-mail：syoujikimononokai.lab@gmail.com

紬の会

能楽師・片山伸吾をナビゲーターとし、様々な分野
の方をゲストに迎えて行う対談プログラム。
日時： 11月10日（日）15:00－17:00
会場：和室
「明倫」
（アンティークショップ
「昴KYOTO」
オーナー）
ゲスト：永松仁美
料金：1,500円
主催：花習塾・紬の会事務局
E-mail：tsumugi@kashu-juku.com

新内志賀の会 語りの系譜Ⅱ

新内は哀切で官能的な節回しで、人間のこころをうた
い、語る浄瑠璃。京都で生まれた一中節、江戸で磨か
れた新内、そして今三百年の時を経て新しい命が宿る。
日時：11月10日（日）開場14:30 開演15:00
会場：大広間
料金：3,000円
主催・問合せ：新内志賀
TEL：070-6924-4413
FAX：075-702-3645
E-mail：shigemori3@willcom.com

第232回 市民狂言会

日時： 12月6日（金）開場18:30 開演19:00
くりやき いな ば どう つき み ざ とう こうやくねり
演目：栗焼、因幡堂、月見座頭、膏薬煉
会場：京都観世会館（左京区）
出演：茂山千五郎、七五三、正邦ほか
料金：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、京都観世会館、チケットぴ
あ（Pコード： 431-314）
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術センターにて販売。

第318回 市民寄席

日時： 2014年1月10日（金）
開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演：桂咲之輔「転失気」
月亭八天 改メ 月亭文都「佐々木裁き」
桂あやめ「コンパ大作戦」
（出演順）
「らくだ」
桂雀松 改メ 桂文之助
料金：前売1,500円／当日1,800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：431669）
にて販売中。

（セブン・イレブン、
※チケットぴあで取扱いのチケットは、電話、ぴあ窓口、コンビニエンスストア
サークルＫサンクス）
の専用端末などからご利用いただけます。
WEB：http://t.pia.co.jp TEL：0570-02-9999

中川佳代子＋丸田美紀 デュオ・コンサート
ときを奏でる
「箏歌」
と
「植物文様」

邦楽器である
「箏」を用いた藤枝守作品「植物文
様」
と
「箏唄」
を中心としたプログラム。
日時： 11月12日（火）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演：丸田美紀、中川佳代子（唄、和琴、箏、17弦、
20弦）
、藤枝守（進行）
料金：前売2,000円／当日2,500円
主催：モノフォニー・コンソート京都
予約・問合せ：中川佳代子
TEL／FAX：075-394-5012
E-mail：Kayoko_kotokoto@ybb.ne.jp

京都こども能楽囃子教室

日時：11月16日（土）
18:00－19:00（小鼓・大鼓教室）
19:00－20:00（笛・太鼓教室）
会場：ミーティングルーム2、和室
「明倫」
対象：小学１年生から中学3年生まで
料金：1,000円
主催：一般社団法人京都能楽囃子方同明会
E-mail：kyoshitsu@noh-doumeikai.com

第2期共催事業（発表支援事業）募集

京都芸術センターは、芸術文化に関する制作
の現場であると同時に、広くその成果を発表
する場を提供します。
募集内容：公演、展覧会、講演、ワークショッ
プなど芸術文化に関係するもので、広く一般に
公開され、芸術家と市民の交流に関係する事
業や京都芸術センターで実施する必要性が高
（これまでに別の会場で実施
いと判断される事業。
されている教室・発表会等は、原則的に含みません。）
（火）
（火）
使用期間：2014年4月1日
－2015年3月31日

（金）
（土）
〔消印有効〕
募集期間：第2期11月1日
－30日
使用会場：講堂、大広間、フリースペース、ミー
ティングルーム2、和室「明倫」
使用料：無料
条件：
・ 意欲的な芸術表現を試み、活動を継続的に
展開または支援していること。
・ 市民との交流に対して意欲的であること。
・ 制作室使用申請との重複申請は原則として
できません。
・ 営利目的、宗教的、政治的行事などには使
用できません。

※正式な使用期間は、審査終了後、他の事業と調整の上決
定します。応募の際は希望日をご記入ください。

募集要項および応募用紙は、同センターにて配布中。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、必要書類とともに京都芸術センターまで送付
または持参（持参の場合は締切日の20時まで）。

美術

この作品では、彩色された葉脈と照明を慎重に仕込み、
全く現実味のない、いわば幻影の空間を創りだすことに
成功している。そこでは風に揺れる葉脈の一枚一枚が、ま

関西圏の公演•展覧会について、

異界への旅

若手レビュアーが月替りで執筆します。

るで体を揺らしてこちらに何か語りかけている、或いは
我々には聞こえない言葉を互いに交わしているかのよう

─「うたかたの扉」について

伝統

だ。限られた空間であるはずなのに、スポットライトの隅
で闇に消えていく葉脈を目で追っていくと、この光景が彼

河田亜也子

方まで続いているかのような錯覚さえ憶える。
両名の作品は、ともに自然物やその造形を素材として
利用しつつ、現実にはありえないような空間を演出してい

時を超える
「一座建立」の心
相原進

夏休み企画展『dreamscape―うたかたの扉』

る。我々鑑賞者はその幻影の空間に導かれ、想像力を刺

8月3日（土）
－9月16日（月・祝）

激されながら、しばし異界の時空旅行に身を任せることに

京都芸術センター ギャラリー北・南

なる。これらの作品は、細く垂れた接着剤に付着した結
晶、薄い葉脈など、いずれも脆く繊細で、本物の幻影のよ

出展作家：大西康明・松澤有子

うに一瞬で消え去ってしまう性質の物である。このあやう
さが、現実と幻影の緊張を増して、本展に独特の魅力を
（筆者撮影）
申楽座による
『翁』

「大樟祭り 今熊野申楽公演」
9月19日（木）

な演出にしたのかもしれないが、これでは時代が合わな

と、突然白と黒の2つの異空間に迷い込んでしまった…。

新熊野神社（京都市東山区）

い。観阿弥当時の再現を目指すのなら、古い形を今日に

昭和初期に建てられた小学校の建物を、ほぼそのままの

伝えているとされる東北地方の能舞などを参考にすべき

形で利用する京都芸術センターという特異な場所でこの

だったと思う。また、必然的に演者が増えるため、今後、

夏開催された展覧会は、そのような物語が始まりそうな気
配を有している。

今年は観阿弥生誕680年、世阿弥生誕650年にあたる

氏子たちが継続して演じていく際の負担にも繋がりかね

ため、各地で記念公演などが行われている。今回取り上

ない。しかし、これらのような問題はあるにしても、今回の

まずは大西康明による
「白い空間」。まるで時が止まっ

げる
「今熊野申楽公演」が行われた新熊野神社も、観阿

公演を、観阿弥らの
「一座建立」
の再現として捉えるという

たように、逆さまになって宙に浮いた木の枝から細い糸が

弥、世阿弥親子との縁が深い。14世紀後半、この神社で

見方もできる。
『花伝書』に
「この芸とは、衆人愛敬を以て

垂れ、その全体と周囲の床が白い結晶でびっしり覆われ

の観阿弥の申楽能を足利義満が鑑賞したことを機に、観

一座建立の寿福とせり」
とあるように、世阿弥は、演者と

ている。部屋に入ると、樹氷のような視覚効果もあって体

阿弥らは義満の庇護を受けるようになった。今回の公演

観客とを包含した芸能空間の成立の重要性を説いた。ゆ

が暑さを感じなくなる。
『垂直の隙間』
と名付けられたこの

は、そのような申楽の歴史を訪ねつつ、新熊野神社の御

えに本公演については、時代考証よりも
「一座建立」の契

インスタレーションは、逆さまに吊られた木の枝と、そこか

機となったことを評価したいと思う。

ら床まで垂直に落とされた接着剤の細い糸を上から下ま

くすのき

神木である樟を奉じるという趣向である。
公演は、氏子の獅子組による獅子舞、氏子や学生など

今後、氏子らに
「翁」
などを引き継ぐか否かについても、私

によって結成された申楽座による
「翁」
と
「白髭」、地元出

自身は能楽にこだわらない方がいいと考えている。新熊野
神社のある京都市東山区は、市内でも高齢化率が最も高く、

木の枝の有機的な曲線、規則的に成長した結晶などの

地域活動などの領域において後継者不足が発生している。

自然がつくりだす造形美を最大限に活かしながら、この

や人々を祝福するという内容であり、中世の寺社での公

また、神社周辺の地域は能楽になじみが薄く、能楽が根付

作品は自然とはまた異った魅力を放っている。黒く光った

演では最初に行われた演目である。

くのは難しいと思う。しかし今日の東山区は、青少年活動セ

壁面パネルと、管を巡らせた天井を背後にして、結晶に

申楽座には女性や能楽の未経験者もいたが、今日の民

ンターやNPO団体などの活動が実を結び、若者の演劇や

覆われた無数の枝と糸を透かし見るとき、美しいだけでな

俗芸能では性別・経験・出身地を問わずに参加希望者を

軽音楽などの新しい文化が芽生え、根付きつつある。能楽

くどこかグロテスクな、異界のものを目の前にしているよ

募り、運営の安定や後継者問題の解決を図ることは珍し

のみでなく、様々な表現活動の担い手を招き、観阿弥と世

うな、奇妙な感覚を誘い込む。

くないし、経験不足の問題も、年月を重ねることで自然と

阿弥の
「一座建立」
の心に思いを馳せる日としてこの公演を

次に、松澤有子の「黒い空間」。
『つむぐ』
と題されたこ

定着させることができれば、世阿弥生誕650年の事業として

のインスタレーションに足を踏み入れると、暗闇の中で宙

の意義は、十分に果たせたと言えるのではないだろうか。

に浮いた無数の葉脈の群が、弱い風を受けてゆらゆらと

期から中期にかけて奈良地方で成立したものであり、今
な

ら

ず

ひ

こ

日では奈良市の奈良豆比古神社に伝えられている。観阿
弥が大和申楽の一座として興行を行ったことからこのよう

光景を眺めていると、やがて闇に目が慣れ、自分の足下
にも同様の葉脈の群が広がっていることに気付く。

している間は、よい。あるいはそういう見方をするなら、刺激的なことは山ほどある。

富田大介

しゅったい

・

体として表す感覚に長けた者の存在は、劇を見出す際の鍵になることを知らせも
＊4
）
した。配布されたテキストにあるインストラクション（踏むべきステップ：ex.「これが」

だデミウルゴスの顔）
への嫌悪感である。パフォーマーへのインストラクションには、明

が、大倉に思われ、発せられ、繰り返されると、僕らには独特な思惟の運動が引

と呼んでもよい）
らかに観客を動かすための策術（それを「振付」
が含まれており、マル

き起こされる。記憶が彼女のこれまでを特権的な諸点として、その周囲に集合と

・

けのびの見出す劇は、こうした作者（操作）の目に対する反省の意識、別様に言

作）
を、一方がフィジカルレベルで、他方がメンタルレベルでやっていた、と言える。

で、一方に味わったあの距離を置きたくなるような感じは何だったのか、そこ

4

mon

5

tue

6

wed

ゆこうとする演出家である＊2。そう容易いものではない。
自身にも厳しいのだろうか。
「最も形式的な水準において
「劇」
を問うことが、
同時に最も具体的な水準での利用可能性に結びつく＊3」
なんてことは、出演者や
演出家がよほどその時々の現象に注意力をもって接しなければ（帰納の条件を軽ん
じてしまうならば）、空虚な理念となる。

はしべんけいやま

ンス批評家も気になるメンバーであったが、身体の利く者が自身の得意な身振り

は、ない。僕らは居合せ、注意力を研ぎ澄ますだけだ。
*1： KYOTO EXPERIMENT 2013 公式プログラム マルセロ・エヴェリン/デモリションInc.『突然どこもかしこも黒
（9月28日－10月1日、京都芸術センター 講堂）
山の人だかりとなる』
*2： 羽鳥は、KYOTO EXPERIMENT 2013のフリンジ企画
「使えるプログラム」
のディレクターである。
*3： cf. KYOTO EXPERIMENT 2013公式ブックレットp.54、および「使えるプログラム」
の広報物など。
（言ってもよい）、そして近付く
（言ってもよい）
*4： いわく1. 似たの ステップ1.「これが」
と思う
（10/6、10/13、10/27）
*5： 9月28日以降は、雑多な生活空間と結び付くパブPig & Whistleにて上演。

とみた だいすけ／大阪大学大学院国際公共政策研究科 特任助教●『ウィルキンソンと石』
と
『突然ど
こもかしこも黒山の人だかりとなる』、この二つは、見る順序が違っていたらまた別の印象をもったの
かもしれません。後者については、9月30日と10月1日、2回見るほど惹かれたわけで、その見入った
時間についても稿を起せたらと思っています。
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わざゼミ2013 成果発表展（10/29－11/3）
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thu

▲

3

sun

11/1

『ウィルキンソンと石』
は、この後、場所や人を変えて行われるようだが、大倉と
ただそれが、
「劇は使える」
ことの一般性を量る機会であるならば、やらない理由

とはいえ、
「使える」
などのバナルな言い回しを逆手にとって、遠くまでつれて

さて、9月28日の初演は、出演者がトチアキタイヨウ、豊田智子、大倉マヤと、ダ

E VEN T C A LE N DA R

・

辿れるように編まれていた。

から始めたい。
マルセロのパフォーマンスは、僕ら観客がパフォーマーの身体やその動きに注目

・

ともに出たこの上演の質が、異なる条件でどれほど再現されるかは分からない＊5。

らもKYOTO EXPERIMENT 2013の初日夜より上演されていたもので、まぁ字数

2

・

配られるのである。この運動は使える。

フェスティバルということもあってか、
『ウィルキンソンと石』
で配布された参考

の都合から類比のポイントだけを挙げれば、観客における集合と拡散の運動（操

ル

資料（テキスト／インストラクション）は、これまでの作品に比して、作家の思惟の糸を

唐突と思わないでもらいたい、が、羽鳥嘉郎を劇団の代表とする
〈けのび〉
の新

sat

に、自身の思惟の動きでありながらそこに居合わせる者に共有されているだろう
ことを信じさせる。月並みなものではない一般性を分有した精気がふとこの場に

＊

9月28日（土）

1

拡散の動きを生むのだ。この運動は、漠たるイメージ（ex.「石」と「ウィルキンソン」な
ど）に内的な類似を見出し、認知の新回路を作ってゆく。この運動はそして、僕ら
バ ナ

けのび『ウィルキンソンと石』

作は、マルセロ・エヴェリンの作品＊1と並べてみると、興味深いことが言える。どち

・

わること）
への忌避感ではなく、それを操作しているマルセロの意図（ニヤリと口元緩ん

セロの目は、彼らを見る僕たち群集の動きを上から追えるところに設置されている。

VOX SQUARE（京都市）

・

ただそれは同時に、大倉マヤのような、あちらに届く精神の放浪とその運動を
てい

（その群れに加
も言えない嫌な感情が生まれてくる。それは単に
「黒山」
に群がること

えば、われわれが行う集合と拡散の自動運動に対する自覚、を養う。

fri

松澤有子『つむぐ』 撮影：大島拓也

の披露（例えばマイムなど）に陥るならば、劇は出来しないことを告げるものだった。

しかしながら、パフォーマーの運動を取り巻く僕ら自身の動きに注意するや、何と

新たな認知の回路、
「似たの」、が教えること。

大西康明『垂直の隙間』 撮影：大島拓也

細かく揺れているのが見える。無音の空間でしばらくその

あいはら すすむ／立命館大学非常勤講師、現代風俗研究会会員●近日
中に、遠藤保子先生、高橋京子先生との共編著で、西アフリカの舞踊に
関する著書を出版する予定です。ご一読ください。

ダンス

ております。

でびっしりと覆う白い尿素の結晶、及び、その背後にそび

楽座の「翁」に焦点を当てる。
「翁」は、神である翁が土地

解決されるだろう。ただ、時代考証に問題がある。今回の

かわだ あやこ／兵庫県立美術館学芸員●季節が秋に移り、会期終了も
もう間近ですが、近々ヴェネチアに行く予定です。ビエンナーレもゼーマ
ンの
「態度が形になるとき」展（1969年）の再現展示も、とっても楽しみにし

える黒い壁面パネルから成る。

身歌手のミニコンサートという構成であるが、本稿では申

「翁」では、翁役が3人登場した。この様式は江戸時代初

与えているように思われる。

夏の終わりに、古い学校の廊下をゆっくり進んでいく

新incubation 5 生田丹代子×佐々木友恵『時代をかさねる —心と技—』
展（11/22－12/26）

月イチ☆古典芸能シリーズ 第5回「顔見世を知る～まねき看板を通して～」

こいやま

（10/30－11/4）
祇園祭・錺職人の技展『橋弁慶山と鯉山の美術工芸品』

KAC Performing Arts Program 2013 / Contemporary Dance
ダンサーが語る 第3回 ゲスト：岡登志子

［明倫WS］渡邉野子「線を聴く」

素謡の会「ようこそ、観阿弥さん」第3回《通小町》

［明倫WS］黒子沙菜恵×竹ち代毬也
「ダンサーが考えるちょっと演劇的なワークショップ」

明倫茶会 ｢茶の湯空間を体感する｣

［明倫WS］正直者の会「声に出して読んでみる」

［共催］F#の部屋─声によるサウンド・
インスタレーションの試み（11/29－12/1）

［共催］DWELL─棲息すること─空間デザインの未来展
［共催］DWELL─棲息すること─空間デザインの未来展
［共催］中川佳代子＋丸田美紀 デュオ・コンサート
［共催］紬の会
[関連企画] 講演およびリレートーク・スライドショー
ときを奏でる
「箏歌」
と
「植物文様」
［共催］冨士山アネット×DanceTheatre4P 国際共同制作
［The Absence of the City］
［共催］新内志賀の会 語りの系譜Ⅱ
［共催］京都こども能楽囃子教室
［共催］第30回 京都府高等
学校総合文化祭茶道部門

新incubation 5［関連企画］アーティスト・トーク 生田丹代子×佐々木友恵
かよいこまち

［明倫WS］てんこもり堂「シェイクスピアを旅する」

明倫レコード倶楽部 番外編「黒く塗れ！ブルースからドゥワップまで」

［共催］サイトウマコトの世界vol.2 9cells & センチメンタル

［共催］めいりんフェスタ2013

［共催］ペトロフ・ピアノコンサート ～ペトロフ・ピアノを弾いてみよう！～
（11/29－12/14）
［共催］英ゆう『外を入れる。vol.2』

［共催］尾形光琳没後300年・伊藤若冲生誕300年記念プレ公演 第零回演奏会 時之會
“Le jardin du temps et d'espace” no.0 concert

にしうれでんがく

［共催］西浦田楽─伝承の現在と未来
図書室休室日：11月29日（金）

3

TOP IC 02

明倫茶会
「茶の湯空間を体感する」

「濱田家のもてなし」

11 月は茶室建築家の飯島照仁氏を席主に迎え、京都芸術セン
ターに飯島氏こだわりの茶の湯空間を創出します。飯島氏は、茶の

12月は民芸運動の研究者、濱田琢司氏を席主に迎え、祖父であ
る陶芸家の濱田庄司（1894-1978）の暮らしの様子をたどります。

湯空間が醸し出す静寂さや清らかさ、厳格さに魅了され、全国の茶

民芸運動の中心的人物であった濱田庄司は、当時の美術界では

室と露地を研究してきました。露地は清めの場所。露地で使用され

ほとんど顧みられなかった日本各地の日常雑器、日用品など、無名

るさまざまな道具はそれぞれ用途をもっています。また飛石は客人

の工人による民衆的工芸品の中に用の美を見出し、これを広く世

を茶室へと導くものであり、その道中に生息する草花は客人の目を

に紹介する活動に尽力しました。1920年、濱田庄司はイギリスへ渡

楽しませ清浄感をあらわします。さらに茶室の入口に置かれた蹲踞

り、およそ3年半の滞在をします。そこで覚えたパースティと呼ばれ

は、世俗の塵をはらい心身を清めるために用いられます。

るミートパイは、濱田が帰国後窯を開いた益子に伝えられ、現在も

つくばい

（淡交社、2011年）
飯島氏は自身の著書『ここから学ぶ 茶室と露地』

の中で「大自然の中に身を置いた時のような清浄感を表現できたら

作り親しまれています。今回はこのパイと紅茶、そして同じく濱田庄
司が好んで食べたヨーグルトを味わいながら、濱田庄司の暮らしを

その露地は成功」
と述べています。客人の導線や使いやすさにか

見つめることで、私たちの今の暮らしを豊かにするエッセンスを見

なった空間には、席主の心配りが随所に散りばめられています。そ

つけられるかもしれません。

のような茶の湯空間は、席主の「人となり」
を知り、心を通わせる束

濱田琢司

の間の時間をもたらしてくれることでしょう。

はまだ・たくじ

南山大学人文学部日本文化学科准教授。関西学院大学大学院文学研究
科修了。博士（地理学）。神戸大学大学院文化学研究科助手、日本学術振

飯島照仁

興会特別研究員を経て、2009年より現職。著書に『民芸運動と地域文化』

いいじま・てるひと

参考画像：ワルシャワ大学茶室と露地（飯島照仁氏設計）

（単著、思文閣出版）、
（共著、淡交社）
『民芸運動と建築』
などがある。

茶室建築家。宝塚造形芸術大学（現宝塚大学）大学院造形研究科修了（芸術
学博士）。裏千家学園茶道専門学校卒業。平成元年に財団法人今日庵に入

｢茶の湯空間を体感する｣

庵し、裏千家家元の重要文化財建造物保存及び数寄屋建築に従事し、国
内外の茶室と露地の設計及び建築に携わる。現在、井田林業数寄屋空間
研究室室長兼代表取締役。また、茶道資料館研究員、宝塚大学大学院講

茶室建築家の飯島照仁氏による茶会。露地道具を体験する。
日時： 11月23日（土）10:30／12:00／13:30 会場：和室「明倫」

毎回席主によって内容が異なる明倫茶会。お菓子やお茶のセレクトから、部屋
のしつらえ、お話にいたるまで、全てにこだわりをもって一席をつくりあげてくだ

師、裏千家学園茶道専門学校講師、茶の湯文化学会理事などを務める。

さいます。人の数だけ茶会があるということを明倫茶会に参加することで感じて

茶名は宗照。著書に
『茶の匠―茶室建築三十六の技』
『茶室手づくりハンド

いただけるのではないでしょうか。

（共著）
などがある。
ブック』

｢濱田家のもてなし｣

日時： 12月7日（土）14:00／16:00

会場：大広間

※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください。

上村絵梨子（アート・コーディネーター）

TOP IC 03
五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ

まねき看板を知る!!
五感で感じる和の文化事業の一環として、今年度の7月より、
「月イチ☆古典芸能シリーズ」
を開催しています。
月に一度は、古典芸能に触れ楽しんでみようというプログラム。
古典芸能は敷居が高く、能や歌舞伎をいつかは観てみたいと思っていても
その一歩がなかなか踏み出せない、また、わからないのではと敬遠している方にもおすすめします。
左上：今井善一氏、三味線の皮張り実演

「月

左下：茂山千五郎家、狂言面

イチ☆古典芸能シリーズ」
は、古典芸能を構成している様々な要

物詩として定着しています。まねき看板をずっと書き続けているのが、書

素の中からある一要素を抽出し、まずは知ってみようというもの

家の川勝清歩さん。長さ180cm、幅33cmの檜の一枚板に、出演する役

です。例えば、能といっても、衣装、道具、空間、音楽、文学など様々な

者の名前を50～60名分、一人で十日間ほどかけて書きあげていきます。

要素が総合して一つの芸能を形成しています。その中の一つの要素を、

今回は、まねきを書き上げる作業を実際に見ながら、顔見世の歴史やお

レクチャーやワークショップを通して学びます。そこで、7月には小鼓方の

話を川勝さんにうかがいます。普段は公開していないものですので、お

曽和尚靖氏を講師に招き、小鼓という楽器の特性を知り、8月は能や面

見逃しなく。

をみる虫干しツアーを河村能舞台と茂山千五郎家で開催、10月は
「写し」

ていく人の姿。本プログラムでそれらに触れることをきっかけとして、能

製作に着目し、三味線の製造過程の展示にあわせて、京都の老舗三絃

や歌舞伎を観たり、着物を着たり、雑学として友人に語るなど、古典芸

店の今井善一氏の皮張り実演とレクチャーを開催しました。

能になんらかの興味を持っていただければ幸いです。

した竹矢来に勘亭流のまねきが何十枚と並ぶ風景は、京都の師走の風

落語のいわゆる
「芝居噺」
の中に、芝居小屋に何度も通い、芸を真似る人が登場します。相手
は聞きたいわけではないのに、夢中になってその芸を真似して話す姿。一見、滑稽に感じる
行為ですが、最近、その重要さをしみじみと感じています。得た知見を人と共有しあうこと、こ
れが古典芸能の本来の粋な楽しみ方なのではないかと。
「粋」
に到達するまでには、時間が
かかるので、私も気長にやっていこうと思っています。
（プログラム・ディレクター）
萩原麗子

「月イチ☆古典芸能シリーズ」
一覧

古典芸能の中に在る、昔から続く技法や智恵、そしてそれらを継承し

という能面の心を知るために、能面工房を訪れました。また、9月は楽器

11月は、南座の「顔見世」のまねき看板を取り上げます。南座の青々と

右：南座
「顔見世興行」
正面

「月イチ☆古典芸能シリーズ」
を通して、生活の中でそれぞれにあった
古典芸能の楽しみ方を見つけてみませんか。

7月 「小鼓ってなに？」講師：曽和尚靖（幸流小鼓方）
8月 「装束・面を知る～虫干しツアー～」
		 講師：河村晴道（観世流能楽師）、茂山正邦（大蔵流狂言師）
9月 「三味線ってなに？～製作過程を知る～」
		 講師：今井善一（今井三絃店三代目）他
10月 「能面～写しの心を知る～」講師：岩井彩（能面師）
11月 「顔見世を知る～まねき看板を通して～」講師：川勝清歩（書家）
※11月実施分詳細はイベント情報（P2）をご覧ください。

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・
………… 10:00－20:00
談話室・チケット窓口
○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 URL：http://www.kac.or.jp/
twitter：@Kyoto_artcenter
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