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高橋耕平『史と詩と私と』HD video（video still）
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京

都芸術センターという
「場所性」
と深く関わりをもつも

ているような作品を展示したい。複数の視座が入り

想と生活をテキストと映像で表したものなど、私的な

のでした。選出されてから展覧会実現までの準備期

組み合っていて、作品を見る人によってそれらが関係

関係を手がかりに作品を制作しています。これらの作

間は約9か月です。その間、どのように2人のプラン

を結んでいく状態を目指したい」
ということです。

品を踏まえた今回の展示では、
「義務教育下におい

高橋のプランは、廃校になった母校と、元教諭であ

て誰もが公を最初に経験する小学校は、同時に個人

る彼の父親をモチーフに、映像作品をつくるというも

的な記憶や感情、時間の堆積を呼び起す場所。この

いうキーワードからリサーチを進め、その過程で発見

のです。
「温めていた構想と、それを発表する場所と、

公と個が入り混じったものをつくりたい」
と言います。

した物や事を再構築し、構造体にして見せるというも

タイミングが上手く一致」
したため、作家ドラフトに応

京都の土地を文献やインターネットからリサーチ

のです。

募したとのこと。高橋が希望したギャラリー南に関し

し、それを個人の視点で再構築するという鎌田のプ
ランに対し、小学校を舞台にプライベートな事柄と

が具現化してきたのでしょうか。
鎌田のプランは、京都の歴史を
「破壊」、
「構築」
と

都芸術センターでは、新進の若い才能を発掘、

「もともと、京都という土地には強く興味を持ってい

て、青木は
「正面の元校舎に入って、その先に延びる

育成することを目的とした公募企画「作家ドラ

て、ずっと取り組んでみたかった」
という鎌田。現在

木製の腰と建具が印象的な廊下を進み、突き当たり

公、歴史が織りなす様をみつめ、それを映し出すとい

フト」
として、様々な分野の専門家を審査員に迎え、

は、戦前、モダニズムの建築家達によって価値付け

で右に折れたその奥にある。こちらは空間的にも時

う高橋のプラン。対照的なアプローチで、京都の風

その独自の視点から従来にない表現を試みる若手作

をされていった京都御所や桂離宮、第二次世界大戦

間的にも、次第に暗がりに沈潜していくような感じが

景を見せてくれることでしょう。

家の展示プランを選出し、展覧会を開催しています。

での京都空襲、またアメリカ軍の爆撃計画など、現

あって」
と述べています。同じイメージを抱いたという

2回目を迎える今回は、総計156件の応募の中か

実にあった、またはありえたかもしれない可能性も含

高橋は、
「今回の映像は、これまでの映像作品よりも

ら、今年度の審査員である建築家・青木淳によって、

んだ事柄を、写真や文献、インターネットを使って調

湿度を含んだ質感にしたいと考えていたため、それ

2名の若手作家、鎌田友介と高橋耕平の展示プラン

べているそうです。最終的な展示では、
「建具と写真

を展示方法と場所にも求めた」
とのこと。近年は、高

が選ばれました。青木の目にとまった2つのプランは、

をメインにして、一つの解のような作品ではなく、複

橋と彼の弟が並んで互いの両親の話を復唱し合う様

どちらも京都という町や、元明倫小学校であった京

数の時間や場所、可能性が入り交じって歪みが生じ

子を記録した作品や、取材を元にひとりの人物の思

展覧会のオープンまであと2カ月をきりました。鎌田さんも高橋さ
んも、応募当初のプランからじっくりと作品の構想を練り上げてい
る様子です。破壊、廃校…京都の華やかな顔とは別の、これまで
知ることのなかった一面に出会えるのではないでしょうか。
上村絵梨子（アート・コーディネーター）

Artist Profile
鎌田友介（かまた・ゆうすけ）
東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。リサーチすること
で見えてくる物や事の関係性を、立体や写真などを駆使して空間にマッピングすると
いう手法を継続して行う。美術と建築の領域を横断する制作を試みる。主な展覧会に、
（水戸芸術館、茨城、2013）、
『Dimension Distortion Destruction』
『クリテリオム86』
（資生堂ギャラリー、東京 2012）、
（児玉画廊、東京、2012）
『D Structure』
などがある。

高橋耕平（たかはし・こうへい）
物事の存在における一致と差異の有り様を、観察、実演、対話、共作等の方法を用
い作品にする。近作では私的な出来事や関係を切り口に、個人とコミュニティー／公
共、個人と歴史の相互作用に関心を寄せ制作を行う。主な展覧会に、
『HARADA-san』
（Gallery PARC、京都、2013）
（京都市立芸術大学ギャラリー
、
『かげうつし－写映・遷移・伝染－』
＠KCUA、京都、2012）
、
『加納俊輔・高橋耕平展「パズルと反芻」"Puzzle & Rumination"』
（island MEDIUMほか、東京、2012）
などがある。

作家ドラフト2014
し
し
し
鎌田友介『D Construction Atlas』／高橋耕平『史と詩と私と』
会期：2月8日（土）
－3月9日（日）10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
［関連企画］アーティスト・トーク
審査員・青木淳×鎌田友介×高橋耕平
日時：2月8日（土）16:00－18:00
※イベント情報（P2）もご覧ください。

（2013） Photo: Hajime Kato
鎌田友介『D Structure Atlas』
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明倫ワークショップ

日時： 1月19日（日）14:00－16:00
会場：和室
「明倫」

回をつづける―。国内外で活動が注目される
振付家・鈴木ユキオが徹底的に自身の身体と
対峙する新作ダンス公演！
日時： 2月1日（土）19:30
2日（日）14:00★

講師：藤蔭静樹（藤陰流）
参加料： 500円（茶菓・テープ付）

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

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）

トリコ・A プロデュース
「グリム童話を演じる」
グリム童話の設定を使って、エチュードをした
り、そのエチュードに演出をつけたりして物語
を膨らませていきます。俳優を目指す方だけ
でなく、演劇をちょっとかじってみたい方、戯
曲を書いてみたり演出をしてみたい方にも参
加していただけます。

展覧会
CRIA展
今回、第14回となる美術、工芸分野の展覧
会。日本画、洋画、版画、彫刻、染色、陶芸、
漆芸、ガラス工芸等ジャンルや所属団体を問
わず、多様な作品を展示します。
会期：1月15日（水）
－2月1日（土）

プロコフィエフ／五重奏曲 ト短調 op.39
マルティヌー／九重奏曲第2番 H.374
料金：一般前売1,800円／当日2,000円
学生1,000円（前売・当日共）
チケット取扱：京都芸術センター、チケットぴ
あ（Pコード：214-183）
主催：京都市、京都芸術センター、京都市交
響楽団
※Topic02（P4）もご覧ください

10:00－20:00

作家ドラフト2014
鎌田友介『D Construction Atlas』／
し
し
し
高橋耕平『史と詩と私と』
多数の応募の中から選出された2つの展示プ
ランによる展覧会。
－3月9日（日）
会期：2月8日（土）
10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南
審査員：青木淳
［関連企画］アーティスト・トーク
審査員・青木淳×鎌田友介×高橋耕平
日時：2月8日（土）16:00－18:00
会場：ミーティングルーム2
※入場無料（事前申込不要）
※Topic01（P1）もご覧ください

KAC Performing Arts Program 2013
/ Contemporary Dance
ダンサーが語る 第5回 岩下徹
日時： 1月23日（木）19:00－21:00
会場：ミーティングルーム2
聞き手：上念省三（ダンス批評／京都芸術セン
ター運営委員）

料金：500円
定員：30名
ダンス

フォー オール

Dance 4 A ll 2013 ワークショップ
子どもから大人まで、全ての人にご参加いた
だけるコミュニティダンス企画。2月の発表公
演に向けて、集中ワークショップを開催しま
す。公演出演をお考えの方は、ぜひご参加く
ださい。
日時： 1月28日（火）
［前半］13:30－16:30
［後半］18:30－21:30
※前半と後半の内容は同じです

伝統
第318回 市民寄席
日時： 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）
桂雀松 改メ 桂文之助「らくだ」
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：431-669）

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典シリーズ
第7回「紙切りで鏡もちをつくろう！」
月に一度は、古典芸能に触れ楽しもうという
企画。1月は寄席の色物の一つである
「紙切
り」の芸を探ります。題材は芝居の一場面か
ら動物やアニメのキャラクターまで多岐に渡
ります。今回は、縁起物の「鏡もち」
を実際に
紙切りでつくります。
日時： 1月18日（土）14:00－15:30
会場：フリースペース
講師：林家笑丸（落語家）
料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）
持ち物：ハサミ

どちらかにご参加ください

会場：講堂
講師：黒沢美香、山田珠実
料金：500円（小学生以下無料）
定員：30名
対象：2月の発表公演に出演する意思のある方
※小さなお子様、介助の必要な方や参加
に不安のある方は、
「Dance 4 All」
担当

申込方法：所定のチラシ、またはウェブサイ
ト申込フォームから事前に申込

演劇
KAC Performing Arts Program 2013
/ Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
Read in Progress
Vol.1 山崎彬
日時： 2月9日（日）14:00－16:00
会場：ミーティングルーム2
出演：岡 田あがさ、池 川 貴 清（ 劇 団「 悪 い 芝

日時： 1月27日（月）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
（ヴァイオリン）
（ヴィオラ）
出演：木下知子
、
小峰航一
ドナルド・リッチャー（チェロ）
石丸美佳（コントラバス）
中川佳子（フルート）、高山郁子（オーボエ）
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FAX：075-221-4573
E-mail：taiken_entry@fujikage.jp

KIKIKIKIKIKI「カラダをゆるめる会」

の源泉を探ることを目指しています。第1回目
では
「オーディエンスの創造性」
をテーマに公
開インタビューを行います。
日時： 1月25日（土）16:30－18:00

1月20日に東京、日暮里d-倉庫で行われる
「ダンスがみたい！新人シリーズ」で発表予
定の新作『幽霊の技法』の通し稽古と、この作
品に関してのプレゼンテーションを行います。
どなたでもご参加いただけます。
日時： 1月11日（土）19:30－21:00
会場：制作室8
定員：15名

［関連企画］
ワークショップ「身体と意識」
日時： 1月28日（火）19:00－21:00
料金：2,000円
定員：20名

検証しながら、未来に接続していくアイデア

京極朋彦ダンス企画
「『幽霊の技法』
プレゼンテーション」

当日3,000円（一律）

会場：フリースペース

Ideas on the moveは、過去を再現、参照、

会場：ミーティングルーム2
インタビュアー：高橋耕平（アーティスト)
ゲスト：はらださん（アートウォーカー）
料金：無料（予約不要）
（高橋）
主催・問合せ：info@takahashi-kohei.jp

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： 1月26日（日）15:00－17:00
会場：和室
「明倫」
ゲスト：中東久人（「美山荘」主人）
料金：1,500円
主催：花習塾・紬の会事務局
E-mail：tsumugi@kashu-juku.com

主催：金魚（鈴木ユキオ）
問合せ：金魚制作事務所
TEL：090-5314-9281
E-mail：kingyo.company@gmail.com

Monochrome Circus×Wee
国際共同製作
Surprised Body Project KYOTO
ウィー

ノルウェーのダンスカンパニーWeeの振付家
フランチェスコ・スカベッタが世界3大陸16カ
国で製作しているプロジェクト。ライブ演奏と
ともに身体を自分のコントロールを超えた領
域へ持ち込み、振付の定義にせまる作品シ
リーズです。
日時： 2月7日（金）20:00
8日（土）14:00★／19:00
9日（日）14:00
★アフタートークあり

料金：一般前売3,000円／学生前売2,500円
18歳以下前売2,000円
※当日券は各500円増

主催・問合せ：ダンスアンドエンヴァイロメント
TEL：070-6500-7242
FAX：075-414-2425
E-mail：mc@monochromecircus.com

鈴木ユキオ＋金魚『Waltz』
しなやかで強靭な身体が奏でる、音楽のよう
な舞台。静かに振動する世界で、Waltzが旋

広田ゆうみ＋二口大学
「からだで本をよむ 5」
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： 1月21日（火）19:00－21:00
会場：制作室9
定員：10名
※動きやすい服装でご参加ください

笑の内閣「笑の内閣の新聞からコントを
作ろう 第2弾」
時事ネタ芝居を得意とする笑の内閣が、新聞
からネタを拾ってコントを作る作り方をみなさ
んに体験していただくワークショップです。コ
ントを作って、楽しくニュースを学びましょう。
日時： 1月22日（水）19:00－21:00
会場：制作室4
定員： 10名
持ち物：新聞と筆記用具

下鴨車窓「脚本を書いてみる」
5分から10分程度の演劇の脚本を書くことを
目指します。初回では演劇の脚本がどのよう
にしてできているのかを解説し、実際に書く
ためのアイデアを一緒に考えます。二回目は
実際に書いてもらった脚本を持ちよって読み
合わせをします。書かれた文字が実際に声に

第319回 市民寄席

第233回 市民狂言会

日時：3月2日（日）開場13:30 開演14:00
会場：講堂
出演：桂雀太
「商売根問」
月亭遊方
「飯店エキサイティング」
桂楽珍
「蒟蒻問答」
笑福亭呂鶴
「天神山」 （出演順）

日時： 3月7日（金）開場18:30 開演19:00
会場：京都観世会館（左京区）

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

ぎゅう ば

ほう し が はは

ふみやまだち

おんぎょくむこ

演目： 牛 馬、法師ヶ母、文山立、音 曲 聟
出演： 茂山七五三、あきら、千三郎ほか
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： 433-507）
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸
術センターにて販売

あ（Pコード：434-164）にて1月10日
（金）
より販売

ゲスト： 沢 大 洋（ 京 都 学 生 演 劇 祭プ ロデュー
サー）、森山直人（京都造形芸術大学舞台
芸術学科教授）ほか

料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）

会場：フリースペース
出演：桑折現、阪本麻紀（劇団「烏丸ストローク
ゲスト：正木喜勝（大阪大学大学院文学研究科招
聘研究員）、森山直人（京都造形芸術大学
舞台芸術学科教授）ほか

料金：無料
定員：80名（先着順／要事前申込）

（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

※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

出されることを通して、演劇の面白さを感じて
いただければと思います。
日時： 2月1日（土）16:00－18:00
8日（土）16:00－18:00
※できるだけ2回連続でご参加ください
（1回のみの参加も可能です）

会場：制作室9
定員：10名
持ち物：筆記用具

居」）
、山崎彬（劇団「悪い芝居」）ほか

ロック」）ほか

Kyo×Kyo Today vol.4

主催・問合せ：京の狸囃子実行委員会
TEL：075-221-4258

定員：12名

時間をかけて筋肉をゆるめるストレッチを行
います。時折、タオルや手拭を使用しながら
全身の隅々まで、気持ちよくつなげていきま
しょう。
日時： 1月11日（土）14:00－15:30
場所：制作室10
定員：10名
持ち物：長タオルか手拭１枚

学生前売2,000円
小中高生前売1,500円

までご相談ください

Vol.2 柳沼昭徳
日時： 3月22日（土）15:00－17:00

音楽

催日の１週間前までに主催者まで申込

※動きやすい服装でご参加ください

※動きやすい服装でご参加ください

ダンス

★アフタートークあり

会場：フリースペース
料金：一般前売2,500円

（先着順20名）

会場：制作室9

※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南・大広間
主催・問合せ：
（公財）
京都市芸術文化協会
TEL：075-213-1003

※3月16日
（日）
に発表会を予定

申込方法：電話、FAX、E-mailで、参加者の
氏名、年齢、連絡先を記入の上、開

予言と矛盾のアクロバット
Ideas on the move #1

日時： 1月7日（火）18:00－21:00

曲目：ポール・タファネル／木管五重奏曲 ト短調

持ち物：着物、足袋

発表支援事業（共催事業）
京都こども能楽囃子教室
日時：1月12日（日）
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～中学3年生
料金：1,000円
申込方法：開催日の前日までに主催者まで
申込
主催：一般社団法人京都能楽囃子方同明会
E-mail：kyoshitsu@noh-doumeikai.com

※Topic03（P4）もご覧ください

フェルトシュテルケ・インターナショナル2014

選考：一次選考 書類審査
（3月上旬を予定）
二次選考 面接

ドイツ・フランスのアートセンターと、京都

参加費：300ユーロ（1滞在につき100ユーロ）

芸術センターとの3館提携事業。各国から
選抜された30名の学生が、各都市に1週
間ずつ滞在し、共同制作を行います。
日程： 6月26日（木）
－7月3日（木）
PACT Zollverein（エッセン／ドイツ）
7月4日（金）
－11日（金）
montévidéo（マルセイユ／フランス）
9月13日（土）
－20日（土）
京都芸術センター
※すべての期間に参加できることが応
募の条件となります

対象：20歳以上の学生
※詳細は募集要項をご覧ください

応募方法：所定の応募用紙に必要事項
を記入の上、必要書類とともに1月
〔 必着〕
10日（金）
までに京都芸術セ
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）

※募集要項および応募用紙は、同セン

大人と子どもの 日本舞踊体験教室

（クラリネット）
（ファゴット）
鈴木祐子
、中野陽一朗

日本舞踊の手の使い方や足の運び方を体験

小椋順二（ホルン）

し、日本文化を肌で感じ取ってみませんか。

ターにて配布中。ウェブサイトからも
ダウンロード可

（渡航費、宿泊費、食費込）

てんとうむしプロジェクト05
『NEW HOME』
プロジェクトメンバー募集
京都芸術センターでは4月中旬－5月中旬
までの期間、ギャラリー北・南を会場に展
覧会『NEW HOME』
を開催します。搬入・
搬出等の準備、作品制作の手伝い、関連
企画の企画・運営に携わるプロジェクトメ
ンバーを募集します。
活動期間：2月1日（土）
－5月中旬
対象：18歳以上の方
定員：20名程度
［プロジェクト説明会］
日時： 1月19日（日）、25日（土）
11:00－12:00
※両日とも内容は同じです
どちらかにご参加ください

会場：ミーティングルーム2

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。

音楽

誠実一路

ンとし、4種の木の写真を即興演奏の指示とした
「イメージ

美術

目に入るスコアが感覚的に音に変換されるのを感受し、

樋口騰迪

視覚と聴覚の間を行き交うことになる。

目でみる
「音のようなもの」

スクール

―ネイガウス楽 派の正統を聴く

の研究」
など、その作曲方法は多岐にわたる。鑑賞者は、

は、エレベーターに設置された作
《箱の中の箱（新開地）》
品で、KAVCが立地する新開地の街中でサンプリングした

河田亜也子

（参考画像）
イリーナ・メジューエワ

音を用いている。新開地ならではの街の喧噪や人の声を、

イリーナ・メジューエワ ピアノリサイタル

箱（KAVC）の中の箱（エレベーター）の中の箱（スピーカー）に侵

2013年11月15日（金）

情が忘れ難い。その透明感のある音色も、骨太の芯はそ

京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ

のままで、決して甘い感傷に陥ることの無かったのは流

入させた作品といえるだろう。彼の作品は、設置される場
所やその周囲の環境、そこに関わる人と不可分である。

石である。

この展覧会では、目の前のものや人の動きが音とリズム

Exhibition as media 2013
蓮沼執太展『音的→神戸│soundlike 2』

圧倒的な熱演に接して、未だ会場はその興奮を引き

に変換され、周囲の環境が音楽に変わっていく。そうなると、

－20日（水）
2013年11月2日（土）

摺っているかに見えたが、後半のブラームスは、一転して

メトネルなどユニークなレパートリーを含めた、国内

「KAVCに無いものを設置する」
という意図で蓮沼によって

レーベルへの一連の録音を通じて、メジューエワさんの名

実に穏やかな表情で開始された。その一瞬で確かに空気

会場各所に配された観葉植物（出品作の一つ《ここには無いな

に接すること既に久しい。けれども、なかなか実演を聴く

を変える―この人はそういうピアニストである。op.117で

神戸アートビレッジセンター

（以下KAVC）
神戸アートビレッジセンター
が若手のアーティ

にか》
）
が、空調の風に吹かれて揺れる様にリズムを読み取

機会に恵まれずに、今回初めて足を運んだ。そうして、彼

は、１番の転調ごとの雰囲気の巧みな描き分けも見事で

り、またポスターに刷られた矢印（同《Arrow in KAVC》）が空

女の人気が、その実力への全く正当な評価である事を目

あったが、殊に素晴らしかったのは極くゆったりとしたテ

間に流れを作りだすのを読み取ることもできそうだ。

の当たりにしたのであった。

ンポを採った３番で、単に旋律の美しさに溺れる事は無く、

（メディアとしての
ストを紹介する企画、
「Exhibition as media

蓮沼の作曲法は、素材を提供し、ゆるやかにルールを

先に当夜のプログラムを掲げておこう。ショパン：ポロ

リズムの拡大縮小とか、作品それ自体の持つ色々の面白

展覧会）
」
。今年は音楽家、蓮沼執太の個展
『音的→神戸│

定めるというやり方である。その活動が様々なジャンルを

ネーズop.26-2／３つのマズルカop.63／ピアノ・ソナタ第2

さを教えてくれる、全く内容的な演奏なのである。op.116

soundlike 2』
を開催している。蓮沼は作曲家として音楽作品

架橋しているのは間違いないが、彼自身リズムや音を求め

番op.35 ブラームス：３つの間奏曲op.117／幻想曲op.116。

では、例えば３番など時として高音に輝きを加えてピアニ

（及びそのライ
をリリースする他、
「蓮沼執太フィル」
などの主催

ていった結果、音楽とその他のジャンル、果ては日常に起

スコアを携えて控えめに礼をする、その仏蘭西人形の

スティックな魅力を存分に発揮した。ここでもやはり陰影

ヴ）
、展覧会やワークショップ、パフォーマンスの開催など、芸

こることまでもが不可分の領域に到達したのではなかろう

様な容貌から受ける印象は、ただ一音を聴けば直ちに裏

を伴った重厚感はそのままで、５番の終和音、その固唾を

術諸ジャンルをまたぐ活動を精力的に行っている。通常の美

か。今後も、その軽やかな創作活動に注目していきたい。

切られる事となる。ポロネーズの冒頭から、重量感のあ

飲むさえ忘れるような緊張感は、他に聴けないようなもの

る仄暗い響きを創り出すが、これは全曲に共通したこの

であった。

術展にとどまらない表現を期待させる、
「メディアとしての展

かわだ あやこ／兵庫県立美術館学芸員●最近、新しいプロジェクトの

覧会」
という名の企画に相応しい作家であると言えるだろう。

速いパッセージなどでは些かもたつくところも聴かれ、

ピアニストの特徴と言っていいだろう。弾き飛ばすという

ために作家さんと一緒に美術館の中を歩き回っています。一人では見過
ごしていたところを発見するなど、新鮮な体験になっています。

様な所が少しも無くて、剛直とも言える打鍵が、独特の弾

確かに技術レヴェルで彼女より巧く弾く人は今日大勢い

段やエレベーターなどを包括的に用いた展示を行っている。

力性を伴ってリズムを確かに刻んでゆく。前半の白眉は

る。併しながらこれだけ作品と真摯に向き合って、一音一

展覧会のための空間にとどまっていることなどできない、とで

やはりソナタであった。彼女の師匠筋を辿れば、ロシア

音確かな響きを奏でるピアニストは、世界的にも決して多

もいうかのように、あらゆる空間を作品のための場に変相す

ンピアニズムの泰斗とも言うべきゲンリフ・ネイガウス（Ｓ・

くは無い。そんな彼女も今や京都の住人と聞く。この素晴

る。おそらく、彼にとってそれはとても自然な行為なのだろう。

ブーニンの祖父）に行き当るが、まさにその正統を体現する

らしいピアニストと同じ地に在って、屡々その名演に接す

出品作の一つ《SINDEE（for composer）》
は、フレーム（建

誠実無比の演奏。豪壮な序奏に始まって、主部に至って

ることが出来るのを、心から感謝したい思いである。

築家、NO ARCHITECTSの協力による）に設置した8つのグラ

もテンポは一貫して落ち着いている。バスの迫力は相変

蓮沼は本展で、KAVCの1階と地下1階、及びそこを繋ぐ階

フィックスコアと、そのスコアを演奏した音からなる。ジョ

わらずで、各声部が対等に響き合って、ショパンの音楽

ン・ケージの《water music》についてのテキストを読み上

の持つ対位法的な性格が丹念に描かれていた。所謂葬

ひぐち まさみち／大阪大学文学研究科博士後期課程在学●このところ
古今の名作曲家やピアニストが校訂・編曲を手掛けたバッハ作品を弾き
比べて、あれこれ個性の違いをセンスするのを楽しみとしています。ショ
パンも演奏会の前には必ずバッハを弾いていたらしい。作品レヴェルで
も色々の影響が如実と思います。

送行進曲では、力奏の余りテンポが前のめりになる様子

げる
「発声の研究」、アクリル板に刷られた線の、太さと方
向を音に変換する
「直線の研究」、2種の木目をタイムライ

も聴かれたが、中間部ではこの日初めて見せた柔和な表

撮影：福永一夫 写真提供：神戸アートビレッジセンター

演劇

僕が観ている限りでは第９回公演「マリコのために」以降、彼らの作品には舞

疲れた顔
三田村啓示

思えるくらいの…レオス・カラックスは批評家の頃、映画の観客を闇の中で寂しさ

台上に複数のマイクがセッティングされ、それをもって劇中のSEを全て複数の

に耐える孤児と定義した。演劇の社会的な説明責任の必要性及びお祭り騒ぎと

俳優の肉声で表現する手法が継続するのだが、本作にはマイクの影もなく、代

しての演劇から降りた静けさの中で、観客である私（たち）と、主人公の男と、がっ

わりに上空からコンセントが垂れ下がっているだけで俳優も３人のみ。舞台上

ちゃんが闇の中の孤児として緩やかに繋がる…但し私（たち）だけの限られた間で

にはタイトル通り様々な家電製品が置かれていて、そこには栄転のため転居す

慈しみささやかに共有すべきものとしての寂しさの中で。この作品には創り手が

ることになった男がいる。古い冷蔵庫が息子のがっちゃんを探してほしい、と日

見せた（無邪気な退行と隣り合わせの）一瞬の疲れた顔がある。叶うなら一人きりの

本語で話しかけてくる。彼はその願いを受け入れ「ソラナックス」
という街に来

客席で観てみたい。安定剤の街で観た一瞬の夢…。

る。冷蔵庫と同じく雄弁な、だが打ち捨てられた家電製品ばかりのもはや人の

ピンク地底人『家電の王子様。』

（16日観劇）

みたむら けいじ／俳優、空の驛舎、C.T.T.大阪事務局●ニューとまる。第1号もC.T.T.大阪事務局の
次回試演会も来年初頭になります。今年は（も）大変でした。お世話になった皆様ありがとうございま
した。よいお年を。来年はどうなってしまうのか見当がつきません。

いない街…どころか、人類は全て火星に移住してしまっており、この街には神

－17日（日）
2013年11月15日（金）

様と呼ばれるアルツハイマーの老人がいるだけだ。２０年前の夏に生まれたがっ

大阪市立芸術創造館

ちゃんと重い病気に罹っているらしい親友のケトルの日々がささやかに描かれる。
ただの世捨て人として地球に残ることを選んだ人間に過ぎない神様も、ケトルを
直すことが出来ずケトルは命を落とすが、がっちゃんはケトルを直す為の部品を

劇中、あるシーンでフィッシュマンズの曲が流れるシーンがあってとてもはっと

調達する為、宇宙船を呼び火星に旅立つ。引越し作業が始まった男の部屋に舞

して、久々に佐藤伸治の声を聞いたような気がした。彼にはＳＭＡＰに提供した曲

台は戻る。目を覚ました男。傍らにはまだあの冷蔵庫がある。ケトルもある。がっ

があって、
「君が一番疲れた 顔が見たい

ちゃんはこの男の幼い頃の姿だったのだろうか。この物語自体が愛着ある古び

誰にも会いたくない 顔のそばにいた

い」
という歌詞があったことを思い出す。どうしてこう誰彼構わず関わって繋がろ

た家電との別れがもたらした一瞬の夢のような印象さえ残る。

うとするのか。どうしてそんなに友だちがたくさん欲しいのか。どうして皆こんな

この物語は何のためにある？ 他者性／社会性の欠落した、創り手の純粋なナ

に良くも悪くも元気なのか。誰に言うとでもなくもう放っておいてくれないか、と

ルシシズム／ロマンティシズムの産物は時に僕をとても憂鬱にさせるが、この小

躊躇いがちに言いかけては引っ込めて平気な顔をする･･･

さなメルヘンは何故か豊かな孤独を与えてくれる。他者も社会ももう必要無いと
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CRIA展（1/15－2/1）

第318回 市民寄席
［明倫WS］トリコ・A プロデュース「グリム童話を演じる」

Kyo×Kyo Today vol.4

月イチ☆古典シリーズ 第7回
「紙切りで鏡もちをつくろう！」

ダンス

［明倫WS］KIKIKIKIKIKI「カラダをゆるめる会」
［明倫WS］京極朋彦ダンス企画「
『幽霊の技法』
プレゼンテーション」
［共催］京都こども能楽囃子教室

フォー オール

Dance 4 A l l 2013
ワークショップ
KAC Performing Arts Program 2013 / Contemporary Dance
ダンサーが語る 第5回 岩下徹
［共催］鈴木ユキオ＋金魚『Waltz』
［明倫WS］広田ゆうみ＋二口大学「からだで本をよむ 5」
［関連企画］
ワークショップ「身体と意識」
［明倫WS］笑の内閣
「笑の内閣の新聞からコントを作ろう 第2弾」
［共催］大人と子どもの 日本舞踊体験教室

［共催］予言と矛盾のアクロバット Ideas on the move #1

てんとうむしプロジェクト05『NEW HOME』プロジェクト説明会

［共催］紬の会

てんとうむしプロジェクト05『NEW HOME』プロジェクト説明会
図書室休室日：1月31日（金）

3

TOP IC 02
京都芸術センター×京都市交響楽団

Kyo×Kyo Today vol.4

Nonet Monday
京

都芸術センターと京都市交響楽団のコラボ
キョウ

キョウ

トゥデイ

─プログラム最後の曲（マルティヌー：九重奏曲第2

レーション企画「Kyo×Kyo Today」。第4弾と

番 H.374）
は九重奏ということもあり、特に期待してい

なる今回、弦楽器奏者4名、管楽器奏者5名の京響メ

らっしゃるお客様は多いかと思います。今回のプロ

ンバーが集い、月曜日の夜を華やかに奏でます。一

グラムはどのように組まれたのでしょうか？

nonet

夜限りの九重奏はどのように京都芸術センターで響

Kyo×Kyo Today vol.3（2013）

じられて良いと思います。お互いに緊張感を持って楽
しむことができるのではないでしょうか。

Kyo×Kyo Todayでは、お客様との近さゆえにトークが盛り上
がることも魅力の一つです。奏者が演奏している時の真剣な

き合うのでしょうか。メンバーを代表してヴァイオリン

木下 このような組みあわせは他にないほど一風変

鈴木 京都芸術センターの講堂での演奏は初めてな

奏者の木下知子とクラリネット奏者の鈴木祐子の両

わった編成となっており、現代的な曲調が気に入っ

のですが、お客さまが近いと少々緊張感が増します。

氏にお話を聞きました。

ています。プロコフィエフとマルティヌーは以前演奏
しており、もう一度演奏できることを嬉しく思います。

上村絵梨子（アート・コーディネーター）

─今年のKyo×Kyo Todayは、仕事終わりに立ち

─今年は過去最大の9名のアンサンブルということ

鈴木 タファネルは、木管楽器の魅力をたっぷりと

寄る感覚で「ひと時の贅沢」
を味わっていただくこと

ですが、どのようなメンバーが集まったのでしょうか。

聴いていただける五重奏の定番として選びました。

を目指しています。お二人にとって、贅沢な時間とは

いずれの曲もよく知られているとは言えないのです

どのようなときでしょうか？

木下

以前一緒にプロコフィエフとマルティヌーを

演奏した仲間と新しく声をかけたメンバーです。皆、

が、楽しめる曲ばかりなのでぜひ聴いていただけれ
ば幸いです。

木下

オーケストラの中では、普段弦楽器パートの

Kyo×Kyo Today vol.4
日時： 1月27日（月）開場18:30 開演19:00
（ヴァイオリン）
（ヴィオラ）
出演：木下知子
、小峰航一
ドナルド・リッチャー（チェロ）
石丸美佳（コントラバス）

一人として演奏をしていますが、今回はオーケストラ

アンサンブルが大好きで、快く参加してくれました。
管楽器のメンバーについては、Kyo×Kyo

─京都芸術センターでの演奏は、お客様との距離

の中で個々の音を響かせている管楽器の仲間と一緒

Todayの募集がかかる少し前から木管五重奏をやり

が近い点に特徴があります。奏者の息遣いまで聞こ

にアンサンブルが出来るこの時間が私にとって、非

たいと話をしており、ちょうど5人揃ったタイミングで

えてきそうな距離で演奏が聴けるというのはお客様

常に贅沢な時間です。

今回のことを知り、是非この機会に演奏してみようと

にとっては贅沢なことだと思いますが、奏者の方は

鈴木 時間を気にしないでいられるということや、楽し

いうことで集まりました。皆アンサンブルの経験もあ

鈴木

表情と、トークの合間に見せる笑顔のギャップに、一夜のトキ
メキを感じていただけるかもしれません。

どのような心境でしょうか？

いことをしているうちに時間を忘れてしまうことが、一

るので、きちんとディスカッションをしながら楽しく有

番贅沢な時間かもしれません。お客様にも今回の演奏

意義に演奏ができるのではないでしょうか。

木下

を時間を忘れて楽しんでいただけたらと思います。

私は、距離が近いことでお客様と一体感を感

TOP IC 03

中川佳子（フルート）、高山郁子（オーボエ）
（クラリネット）
（ファゴット）
鈴木祐子
、
中野陽一朗
小椋順二（ホルン）
曲目：ポール・タファネル／木管五重奏曲 ト短調
プロコフィエフ／五重奏曲 ト短調 op.39
マルティヌー／九重奏曲第2番 H.374
※イベント情報（P2）もご覧ください

山崎彬（やまざき・あきら）
京都を拠点に日本で活動する劇団「悪い芝居」の作家・演
出家・俳優。

KAC Performing Arts Program 2013 / Contemporary Theater Program

演劇計画Ⅱ ─戯曲創作─
Read in Progress
演

演劇の力と観客の想像力を愚直に信じ抜く作品が特徴。年
数本の作・演出公演を打ちながら、俳優としても西に東に
（第
数多くの出演歴を持つ。主な受賞作品は
『嘘ツキ、号泣』
（第56回岸田國士戯曲賞
17回OMS戯曲賞佳作）
、
『駄々の塊です』
ノミネート、佐藤佐吉賞2011最優秀作品賞）
など。

出家に焦点を当て、意欲的な新作の発表を目

のですが、今やどこに行っても大型ショッピングセン

そこから、この国の無意識にとどまっている何かを引

―「Read in Progress」
では、戯曲をリーディング

指して、2004年度から6年間継続して実施した

ターや大資本のチェーン店に地域性を奪われてしまっ

き出してみたいです。

形式で発表した後、ゲストや観客と意見交換するこ

「演劇計画」。そして今年度、新たなプログラム「演

ていて、そんな
「プチ都会化」
した場所から歴史や風

劇計画Ⅱ」を始動します。演劇の根本とも言える
「ド

土に触れつつ、参加者の人々と関係を深めながら土

―山崎さんは、今回の作品ではどのようなテーマ

ラマ＝戯曲」について今改めて考えることで、演劇の

地の精神性を掘り起こしていくことに興味があります。

を扱う予定ですか？

とになります。
山崎 とにかく、いろんな方の反応を知りたいです。
俳優がどのように戯曲を読むのかも楽しみですし、お

〈現在〉
を問う試みとなります。本企画で、柳沼昭徳・
山崎彬の2人の劇作家が向かいあうテーマは「二幕

―今回、京都で新しい戯曲に取り組むことになり

山崎

今は世間的に悪とされるような人についての

客さんの意見が作品に影響を与えるのも面白いと思

の悲劇」。それぞれの新作戯曲の創作・上演に向け、

ますね。

作品を書いてみたいです。特に単純な善悪で区別で

います。リーディングを通して、僕自身が意識してい

きない、観客にも理解されないような人物を描けたら

なかったものが見えてくれば良いですね。

3年間かけてじっくり取り組みます。伝統的な形式に
立ち返り
「戯曲」
に向き合う2人にお話を聞きました。
―柳沼さんは近年、地域の中で作品を制作する機
会が多いようですが。
柳沼

ワークショップ形式で作品を作ることが多い

柳沼

京都は生まれ育った場所で原風景も多くあり

面白いですね。友人から、山崎は
「グレー」
なものを描

ますが、観光地や寺社仏閣はそれとして、やはり他

く作家だと言われて、なるほどと思いました。意識は

地域同様に人々の生活が平均化してゆく中で、この

していなかったのですが、黒白ではなく中間のグレー

町で失われていくもの、すでに失われたものに対し

を僕は描いてきた。白と黒という色は、中間の色があ

て目を向け、
「点」
を掘り下げることによってある普遍

るから区別できるじゃないですか。今回も、対立する

に辿り着きたいと考えています。
「ある一点の悲劇」。

物事が際立つような中間を描いていくつもりです。

古くから続くジャンルであり、それゆえに多くの議論がなされ
てきた
「悲劇」
を、
「二幕」
ものの長編戯曲として2015年度に上
演する本企画。2人は、
「悲劇」
をどのように描くのでしょうか？
新たな
「演劇計画」が、いよいよ始まります！
岩村空太郎（アート・コーディネーター）

柳沼昭徳（やぎぬま・あきのり）
近畿大学在学中、太田省吾、鈴江俊郎、大橋也寸らの指
導を受け、1999年に
「烏丸ストロークロック」
を旗揚げ。以

演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
Read in Progress

降、全ての作品において劇作・演出を担当する。同団体で
は、現代の社会と人が抱える問題をモチーフにしたドラマ

（日）
Vol.1 山崎彬
日時：2月 9日
14:00－16:00
（土）
Vol.2 柳沼昭徳 日時：3月22日
15:00－17:00

を叙情的なセリフと繊細な演出で描く。昨今では、国内各
地でワークショップ公演や市民参加劇を多く手がけてい

※イベント情報（P2）もご覧ください。

る。2003年にKyoto演劇大賞受賞、OMS戯曲賞多数ノミ
ネート。

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

4

