February 2014
Vol.165
発行│京都芸術センター
2014 年 1 月 20 日

02

TOP IC 01

Dance 4 All 201
2 発表公演『ひ
とつの明るい建物
』 撮影：草本利
枝

Program
公演 京都で創るコミュニティダンス作品
（黒沢美香作品）@講堂
昨年度にひき続き、黒沢美香が引き続き演出を務めます。参加者全員とリハーサルを重ねて創り上げ
た前作は、それぞれの個性が引き出されていながらダンス作品としての完成度も高く、大きな反響を
得ました。今年も講堂の空間を活かした作品を発表します。
公演 全国公募／コミュニティダンス6作品
（五十音順）
全国公募で選出した6作品を上演します。
● おやじFlavors
（フレーバーズ）／北九州 『オレシマスナ』@制作室7
● 教文コミュニティダンス部／札幌 『あしあと』 @ミーティングルーム2
● 静岡コミュニティダンスプロジェクト チームE＆Y／静岡 『ハーモニー！
！』〜踊るマハラジャ＆しぞーか

お父さん☆京都スペシャル〜 @フリースペース
● 新人H「ソケリッサ！」
／東京 『新世界ワルツ』@ミーティングルーム2
●セレノコンパーニョ／静岡 『それぞれのカデンツァ』@制作室7
● WaLEwale wOrksワレワレワークス／福岡 『a frame of the memory』@フリースペース

公演 ゲスト・アーティスト作品
（北村成美作品）@フリースペースほか
Dance 4 Allの作品演出を過去3回にわたり務めた北村成美の集大成的作品。これまでナビゲートし
てきた3つのコミュニティダンスグループからメンバーが集結します。
上映 南郷発！コミュニティダンス映画 @談話室
（八戸市・八戸市南郷文化ホール）により、2013年に製作されたコミュニティダンス
南郷アートプロジェクト

全国のコミュニティダンスが
京都に集まるフェスティバル、開催！
京

都芸術センターで毎年開催しているコミュニ

るコミュニティダンス作品と、全国公募による6組の作

ティダンス企画「Dance 4 All」は今年、5回目

品、ゲスト作品を2日間にわたり上演。コミュニティダ

を迎えます。コミュニティダンスとは、振付家・ダン

ンスについてのミニトークやフォーラム、映画上映な

サーといったアーティストと一般の人々が一緒に創造

ども開催し、盛りだくさんのプログラムをお楽しみい

的な活動を行うこと。
「Dance 4 All」でもこれまで、

ただけます。それぞれの地域で育んできたダンスが

子供からシニア世代まで、多くの地域の参加者と共

一堂に会し、交流の機会を得ることで、多くの成果を

に、このプロジェクトでしかできないオリジナルなダ

持ち帰り、より豊かな
「ダンス」
を育んでいく契機とな

ンスを創り上げてきました。昨年度は新たな試みとし

るのではないでしょうか。これまで京都芸術センター

て、発表公演に加え全国のコミュニティダンス事業主

で制作したコミュニティダンス作品を見守って来てく

催者を迎えてのシンポジウムを開催し、それぞれの

ださった観客の皆様にとっても、ダンスのもつ力を体

地域文化においてダンスの果たせる役割や可能性に

感できる2日間になることでしょう。

映画『鳩祭－138年に１度、鳥が舞い降りる村の話』
を上映します。舞台は、創立138年目、児童27名
の八戸市立鳩田小学校。子どもたちと学区の大人たちが出演しています。
トーク 「コミュニティダンスへの入口〜ミニトークショー〜」@インフォメーション
京都に集結する全国各地のコミュニティダンスグループのメンバーや舞踊評論家によるミニトーク。
フォーラム 「考えよう！ダンスと社会の縁結び〜教育／福祉／地域×ダンス」@談話室
テーマごとにその分野でダンスとかかわりを持つ方をパネリストに迎え、活動事例をお聞きすると共
に、来場者の方とディスカッションを行います。
【教育×ダンス】

モデレーター：井手上春香（NPO法人子どもとアーティストの出会い）

【福祉×ダンス】

パネリスト：淡路由紀子（特別養護老人ホーム「グレイスヴィルまいづる」施設長）、渡邊弥生（たんぽぽの家）

モデレーター：北本麻理（NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク）

【地域×ダンス】

パネリスト：Odorujou（舞踊家／肝付町踊る地域おこし協力隊員／一般社団法人セカンドホームタウン理事・鹿児島）、

千田優太（身体表現人／ダンス幼稚園実行委員会代表／ARCT（アルクト）事務局長・宮城）
モデレーター：佐東範一（NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク）

ついて話し合いました。
2013年度は、そのシンポジウムの成果も踏まえ、
全国および京都における
「コミュニティダンスのさら
なる発展」を目的とした、日本で初めての《コミュニ
ティダンス・フェスティバル》
を開催します。京都で創

Information
Dance 4 All 2013
コミュニティダンスフェスティバル
日時： 2月22日（土）12:00－20:30
23日（日）11:00－16:30
会場：講堂、フリースペース、
ミーティングルーム2、制作室7、
談話室、インフォメーション
※イベント情報（P2）もご覧ください

毎年、参加者の皆さんから大きなパワーをもらう
「Dance 4 All」
。
今年は初めての試みとなるフェスティバルの開催です。出演者、
総勢100名以上の2日間で、どんな出会いや創造的な瞬間を体験
することができるでしょうか。ぜひご来場ください。
川崎陽子（アート・コーディネーター）

京都で創るコミュニティダンス作品出演者募集
フェスティバル内（2月22日、23日）で発表公演を行います。
－21日（金）
リハーサル日程：2月8日（土）
※リハーサル日程詳細は、ウェブサイト及び出演申込用紙をご覧ください

リハーサル、発表公演会場： 制作室7、講堂
発表公演演出： 黒沢美香 演出助手：リナ・リッチ、山田珠実
参加料： 1,500円
対象：ダンス経験は問いません。どなたでもご参加いただけます
（ウェブサ
申込方法： 京都芸術センターほか市内各所で配布中の所定の申込用紙
（火）
イトからもダウンロード可）
に必要事項を記入の上、1月28日
までに郵送またはFAXで
（火）
のワークショップに参加後、出演を決めていただいても結構です
申込。1月28日
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ゲスト：沢大洋（京都学生演劇祭プロデューサー）、
（京都造形芸術大学舞台芸術学科教授）
、
森山直人
やなぎみわ（美術作家／演出家）、富永茂樹

料金：一般前売2,500円／学生前売2,000円
小中高生前売1,500円／当日3,000円（一律）
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

（京都芸術センター館長）

料金：無料（先着順／要事前申込）
定員：50名
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。

Vol. 2 柳沼昭徳
日時： 3月22日（土）15:00－17:00
会場：フリースペース
出演：桑折現、阪本麻紀（劇団「烏丸ストロークロッ
ク」）ほか
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、富永茂樹ほか
料金：無料（先着順／要事前申込）
定員：80名

※ 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
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。
－2月1日（土）
会期：1月15日（水）
10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南、大広間
出品作家：磯村友里、呉帝彦、大塚朝子、緒方春
香、川原有造、桑原博司、篠原涼子、下村
千砂子、鈴木結紀子、薛澤源、友田麻里子、
根木優子、藤本絢香、本多亜弥、松本郁美、
山岡明日香、吉田沙織
主催・問合せ：
（公財）京都市芸術文化協会
TEL：075-213-1003

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

講師：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）
料金：無料
定員：各回50名（先着順／要事前申込）

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第8回「大鼓ってなに？～流派の違いを知る～」

［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：和室
「明倫」
※入場無料（事前申込不要）
※会場が変更になりました

明倫ワークショップ

月に一度は、古典芸能に触れ楽しもうという企画。
おおつづみ
2月は、日本の伝統的な楽器、
「大 鼓」に着目しま
す。楽器の特性とともに、石井流と高安流の講師
を招き、流派の違いを探ります。
日時： 2月12日（水）開場18:30 開演19:00
会場：大広間
講師：谷口正壽（石井流大鼓方）、白坂信行（高安流
（金剛流シテ方能楽師）
大鼓方）、宇髙竜成
料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）

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）

下鴨車窓「脚本を書いてみる」
日時： 2月1日（土）16:00－18:00
8日（土）16:00－18:00
※定員に達したため、申込受付を終了しました

MuDA「MuDAスーパートレーニング入門」
MuDA独自の基礎メソッドの入門編を体験。身体
調整、回復、発散術も紹介。
日時： 2月1日（土）18:30－21:00
会場：制作室3
定員：15名

素謡の会
「ようこそ、観阿弥さん」
もとめづか
第4回《求塚》
日時： 2月13日（木）開場18:30 開演19:00
会場：大広間
出演：河村晴道、大江信行、田茂井廣道、白坂信行
料金：前売1,500円／当日1,800円

照明や映像によるインスタレーション空間で聴く複
数のピアノとピアニストによるコンサート。
日時： 2月4日（火）開場18:30 開演19:00
会場：フリースペース
出演：向井山朋子、
ゲラルド・バウハウス、浦壁信二、
佐藤祐介
料金：一般前売3,000円／当日3,500円
学生前売2,000円／当日2,500円
主催：一般社団法人もんてん
問合せ：一般社団法人torindo
TEL：080-4480-3637（torindo）
E-mail：torindoinfo@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

会場：講堂
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

※動きやすい服装でご参加ください

主催・問合せ：一般社団法人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

ナントカ世代
（演劇的に）」
「街頭演説を聞いてみよう

音楽

※会期中無休・入場無料

会場：ギャラリー北・南
審査員：青木淳（建築家）

※各回とも開場は開演の15分前

Multus♯2 ダンス・オン・ピアノ

明倫レコード倶楽部 其ノ50
「クラシックバレエの名曲特集」
日時： 2月15日（土）14:00－16:30
会場：講堂
講師：亀村正章
ゲスト：宮下喜久子（宮下靖子バレエ団団長）
料金：500円（ドリンク付）

演劇として日本語に向き合うナントカ世代的に、選
挙になると聞こえてくるあの大音量を考察し、
「人
に聞いてもらうための話し方」
を、皆様と考えたい
と思います。金田一央紀（hauptbahnhof）をゲストス
ピーカーに迎えて。ナントカ世代『たちぎれ線香売
りの少女』
がお得
（1,000円）
に観劇できる特典付。
日時： 2月2日（日）15:00－16:30
会場：制作室4
定員：7名
※ナントカ世代『たちぎれ線香売りの少女』公演詳細は
「制作支援事業」
欄をご覧ください

京都こども能楽囃子教室
日時： 2月9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
※3月16日（日）に発表会を予定

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

MONO「“MONO”のつくり方」
展覧会ドラフト2015 関連企画
［キュレーター講座］
2015年、京都で開催される
「PARASOPHIA：
京都国際現代芸術祭2015」
と連携した公募展
の募集に先がけて行う関連企画。
第1回
日時：3月29日（土）16:00－18:00
（PARASOPHIA：京都国際現代芸
講師：河本信治
術祭2015アーティスティック・ディレクター）

第2回
日時：3月30日（日）16:00－18:00
講師：神谷幸江（広島市現代美術館学芸担当課長）
会場：ミーティングルーム2
料金：500円（各回とも）
［キュレーターワークショップ］
日時：3月15日（土）10:30－16:00
ファシリテーター：平芳幸浩（京都工芸繊維大学
美術工芸資料館准教授）

ダンス
Dance 4 All 2013
コミュニティダンスフェスティバル
日本で初めてのコミュニティダンスフェスティバル。京
都芸術センターで制作するコミュニティダンス作品の発
表、全国各地のコミュニティダンスグループによる上演、
フォーラム、
ミニトークなどを館内各所で開催します。
日時：2月22日（土）12:00－20:30
23日（日）11:00－16:30
会場：講堂、フリースペース、ミーティングルーム
2、制作室7、談話室、インフォメーション
料金：前売1,000円／当日1,500円 ※小学生以下無料
（2日間通し料金。全ての上演、フォーラム、トーク
の鑑賞が可能）

※プログラム詳細はウェブサイトをご覧ください
※Topic01（P1）もご覧ください

参加料：1,000円
定員：10名程度（要事前申込／応募者多数の場合

演劇

選考有）
〔必着〕
申込締切：3月7日（金）

※Topic03（P4）もご覧ください

伝統
伝統芸能ことはじめ講座編
「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
ことぶき そ がのたいめん

第６回《 壽 曽我対面》
日時： 2月8日（土）16:00－17:30
※14:00－15:30の回は受付を終了しました

会場：ミーティングルーム2

KAC Performing Arts Program 2013
/ Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
「Read in Progress」
1つのテーマに基づき、3年かけて新作戯曲を執筆し、上
演を行う
「演劇計画Ⅱ」
。執筆途中の長編戯曲の一部をド
ラマリーディング形式で発表。ゲストによるトークもあり。
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「悪い芝居」）、
山崎彬（劇団「悪い芝居」）ほか

MONO第41回公演『のぞき穴、哀愁』のテキストを
使った、土田英生の演技ワークショップです。演じ
る際の「間と呼吸」
を大切にした、MONO流・会話
劇のつくり方を実際に体験していただきます。WS
の後には本番を控えた
『のぞき穴、哀愁』の稽古場
もご覧いただきます。
日時： 2月2日（日）16:00－18:30
会場：制作室5
定員：15名
対象：過去にお芝居に出演したことのある方
※動きやすい服装でご参加ください

予言と矛盾のアクロバット
Ideas on the move #2
Ideas on the moveは、過去を再現、参照、検証
しながら、未来に接続していくアイデアの源泉を探
ることを目指しています。第2回目では「数年後に
通じる知性」をテーマに1日限りのドローイングの
展覧会を開催します。
日時： 2月11日（火・祝）14:00－20:00
会場：ミーティングルーム2
※18:00－20:00で対談あり

ゲスト：原智治（京都市文化芸術企画課）
料金：無料（予約不要）
主催・問合せ：増本泰斗
E-mail：yasutom@gmail.com

黒子沙菜恵「たたずむようなダンス」
ダンスと言うと
「動く」
という事を思うかもしれませ
んが、
「じっとしている」姿をよーく見ていると、ユ
ニークな身体表情が現れて来るのをより感じ取れ
ます。このような視点で即興的なアイデアを投げ
かけ１人１人のダンス
（姿）
に出会ってみましょう。
日時： 2月19日（水）19:30－21:00
会場：制作室3
定員：6名
※動きやすい服装でご参加ください（裸足になります）

発表支援事業（共催事業）

常磐津節保存会講習会
第一線で活躍する演奏家で構成される常磐津節
保存会が実施する講習会。
日時： 2月14日（金）開場13:30 開演14:00
会場：講堂
出演：常磐津小由太夫、常磐津都㐂蔵ほか
ゲスト：竹内道敬（元国立音楽大学教授／邦楽研究家）
料金：無料
主催：常磐津節保存会
問合せ：常磐津都㐂蔵
TEL：090-7095-0438

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月2日（日）14:00★
★アフタートークあり

会場：フリースペース

立川志らく独演会
日時： 2月16日（日）開場13:30 開演14:00
会場：講堂
出演：立川志らく
演目：「子別れ（通し）」ほか
料金：前売3,300円／当日3,800円
主催・問合せ： 志らくの会京都事務局
TEL：090-9863-9455（岡田）

世界のインディペンデント・アニメーション
2014 in 関西
平成25年度海外メディア芸術クリエイター招へい
事業で招へいされた3名のアニメーション・アー
（スイス）、オフラ・コブリ
ティスト、ミヒャエル・フライ
ネル（イスラエル）、トマーシュ・ポパクル（ポーランド）
の作品と活動を紹介します。※逐次通訳あり
日時： 2月22日（土）16:00－18:30
会場：制作室3
料金：無料
申込：2月20日（木）までに希望者の氏名、電話番
号、京都会場希望の旨をrsv@japic.jp宛に
メールにて申込 ※空きがあれば当日入場も可
主催：文化庁
問合せ：一般社団法人ジャパン・イメージ・カウンシル
TEL：03-6670-5676
FAX：03-5466-0054

大人と子どもの 日本舞踊体験教室
日本舞踊の手の使い方や足の運び方を体験し、日
本文化を肌で感じ取ってみませんか。
日時： 2月23日（日）14:00－16:00
会場：和室「明倫」
講師：藤蔭静樹（藤陰流）
参加料：500円（茶菓・テープ付）
持ち物：着物、足袋
※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、開催日の１週間
前までに主催者まで申込（先着順20名）
主催：京の狸囃子実行委員会
TEL：075-221-4258
FAX：075-221-4573
E-mail：taiken_entry@fujikage.jp

制作支援事業
江畑芳『月がきれいですね。』
金箔や銀箔といった金属箔に光を当てるための展覧会。
会期：2月19日（水）
－3月9日（日）
平日13:00－20:00／土日祝12:30－20:00
※会期中無休・入場無料 ※最終日は17:00まで

会場：ARTZONE（中京区）
問合せ： ARTZONE
TEL：075-212-9676
E-mail： info@artzone.jp
WEB：http://artzone.jp/

努力クラブ7『深い緑がねじれる』
日時： 2月21日（金）19:00◎
22日（土）14:00／19:00★
23日（日）14:00★／19:00
24日（月）14:00
◎初日料金（前売1,500円／当日1,700円）
★アフタートークあり
会場：アトリエ劇研（左京区）

料金：一般前売1,800円／当日2,000円
学生前売1,500円／当日1,700円
高校生以下： 1,000円（前売・当日共）
問合せ：努力クラブ
TEL：090-2013-9680
E-mail：doryokukurabu@yahoo.co.jp

ナントカ世代『たちぎれ線香売りの少女』
原作シリーズ9作目。胸にエビが─突き刺さった
死体をめぐる、サスペンスコメディ？
日時： 2月28日（金）19:30◎
3月 1日（土）14:00／19:00
2日（日）14:00
◎初日割引（要予約）各料金より300円引

会場：アトリエ劇研（左京区）
料金：一般前売1,800円／当日2,300円
学生前売1,100円／当日1,500円
ペア前売2,800円
問合せ：ナントカ世代
TEL：090-7151-7107
E-mail：sedai@jv.main.jp

笑の内閣『ツレがウヨになりまして』京都公演
日時： 2月28日（金）19:30
3月 1日（土）13:00／18:30
2日（日）11:00／18:30
3日（月）19:30
4日（火）14:00／19:30
会場：KAIKA（下京区）
料金：一般前売2,500円／当日3,000円
学生前売2,000円／当日2,500円
問合せ：笑の内閣
TEL：090-2075-0759
E-mail：waraino_naikaku_u@yahoo.co.jp

※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（セブン・イレブン、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

第319回 市民寄席
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」
（出演順）
笑福亭呂鶴 「天神山」
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：434-164）

2014年度 市民寄席 年間席札発売
公演日：5月13日（火）、7月17日（木）、11月11日（火）、
2015年1月21日（水）、3月1日（日）
会場：講堂
料金：6,000円（全5回分）限定100枚
※お一人様2枚まで。完売次第終了
京都芸術センターにて、3月2日（日）10:00より発売
年間を通して前売券をご購入いただくよりも安くなります

第233回 市民狂言会
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）
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
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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
（Pコード：433-507）
都店、京都観世会館、チケットぴあ
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術センターにて販売

KAC Performing Arts Program 2013 / Music
『Emerge』
日時： 3月12日（水）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
［中村公俊、
中村仁美
（ともにヴァイオリン）
］
出演：Duobel Sogno
料金：前売2,000円／当日2,500円
学生1,500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：222-489）

KAC Performing Arts Program 2013 /
Traditional Performance
五感で感じる和の文化事業
「伝統芸能みくらべ公演」

Program A 能とコンテンポラリーダンスをみくらべる
日時： 3月20日（木）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
演目：舞囃子「松風」ほか
出演：河村晴道、味方團、田茂井廣道、深野貴彦、

竹市学、吉阪一郎、河村大
ゲスト：伊藤キム、寺田みさこ
司会：志賀玲子
Program B 寄席と色物をみくらべる
日時：3月21日（金・祝）開場14:30 開演15:00
会場：講堂
出演：露の都、内海英華
司会：小林昌廣
Program C 舞と踊りをみくらべる
日時： 3月23日（日）開場14:30 開演15:00
会場：講堂
演目：
「座敷舞道成寺」
より
『山尽くし』
、
「奴道成寺」
よ
り
『山尽くし』ほか
出演：山村若、若柳吉蔵
司会：小林昌廣
料金（各回とも）：一般前売2,000円
学生前売1,500円
当日2,500円（一律）
3公演通し券5,000円（前売のみ）
チケット取扱：京都芸術センター、チケットぴあ(Pコー
ド：433-884)

※学生前売券、3公演通し券は京都芸術センターのみ取扱
※Topic02（P4）もご覧ください

第30期 制作室使用者募集
芸術家（団体）の活発な創作活動を支援するため、造形および舞台芸術作品の制作
（全12室）
を提供します。
を行う
「制作室」
－2015年9月30日（水）
使用期間：2014年10月1日（水）
〔必着〕
応募期間：3月1日（土）
－31日（月）
使用料：無料
条件：
・ 1申請につき使用期間は最大3ヶ月
・ 新しい芸術表現を試み、継続的な活動を展開していること
・ 制作した作品を京都芸術センター以外の場で発表する具体的な計画があること
・ 市民との交流に対して意欲的であること
※その他詳細は募集要項をご覧ください

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）

ダンス

踊りを育てる

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。

富田大介
うな作業が行われるかは今後の動向を見守るしかない。

伝統

また、伝統的な舞踊はコミュニティにおいて生活と関

中村恩恵新作公演『Inner Garden』

わりながら受け継がれてきたが、観光化・娯楽化すること

「新しい伝統」を
創造することの困難

で、欧米などの文化と同じ舞台に立たされ、場合によって

2013年12月20日（金）
－22日（日）

は競争に敗れて駆逐されることにも繋がりかねない。たと

京都芸術センター フリースペース

撮影：草本利枝

ングアイデアを具現化する装置となっている＊3。

えば今回の公演でも、舞踊家と観客と一緒に踊る場面が

なるほど、タイトルが
「箱庭」
ともなり得るのならば、それは

あった。そのような演出は公演終盤に行いそうなものだ

相原進

かつて栄えた遊びに留まらず、現代の心理学的なイメージ

が、公演では１曲目から観客との絡みがあり、ほぼ全曲で

こんな凄い踊りを3000円で、たっぷりと、至近距離で見

同様のことが行われた。舞踊家たちも国外公演に不慣れ

ることができる。これは少し立ち止まって考えてみてもよ

をも私たちに喚起する以上、躊躇いもなく踊れてしまってい

なのか、一緒に踊る際はアフリカが好きそうな服装の日本

いことを含んではいないだろうか。

（渡辺レイ）
るダンサー
の在りようにはもう一工夫あっても良い

エチオピア民族舞踊団大阪公演
2013年12月5日（木）

人やエチオピア人関係者ばかりを選んでおり、公演の後

百花斉放の相を呈したいわゆる
「コンテンポラリーダン

はずである。とはいえ、そうしたひねりの不足を中村の踊り

半では後ろの座席に空席が目立ち始めた。たしかに観客

スの爆発」は、このクラスのダンサーの踊る作品もそうで

は多分に補い、あまり余っていた。芸術は極端なほど印象

大阪国際交流センター 大ホール

全員を楽しませるのは難しいのだが、このことは公演への

ないものも、大差なく主催者に広報させる運動なり得たと

深いし、であるほどにその際の記憶と感情は身体に刻印さ

評価の一端を示していると思う。

ころに個々の火薬の力（想像力）を窺うことができたが、そ

れる。彼女の踊りは私たちの中の踊りを育てる。あの座わり

の火もいまでは随分しぼんでしまった感がある。いま、ダ

ながらにしてのしなやかな体重移動を思い返すだけで、私

今日のアフリカは、貧困や飢餓のイメージから脱却しつ
調査のため、何度か西アフリカを訪れたことがある。ア

つあり、生活や文化も急激に変化している。その行き付く

フリカの伝統的な音楽や舞踊は、単なる娯楽ではなく生活

先がどこなのか、各国の政府関係者や研究者は意識して

の体性感覚にはいま変容が起きている。私たちに背中を向

ンスの燃料なり得る力は何だろうか。
KACのアート・コーディネーターである川崎陽子は、コン

けながら座ったあの座位の姿勢でふと左腕が真横に引っ張
られる。その左手の先から重心がふぅーと肘を通って、脇と

や信仰とも密接に関わっている。しかし近年では、経済発

おくべきだろう。また、アフリカ研究に携わる私自身も、日

テンポラリーダンスのポジとネガを明哲に捉えている人だ

展や娯楽の多様化により伝統的な芸能が演じられる機会

本の高度経済成長期以降の伝統文化の変容などの知見

と思う＊1。彼女はコンテンポラリーダンスの自由な表現世界

が減りつつある。一方、観光や教育のために国家による芸

を踏まえ、
「発展と文化」
というテーマについて、日本とア

を尊重しつつ、その世界で踊る、あるいはその世界を体とし

能の保護・振興が行われ、専業の舞踊家が観光や教育に

フリカの双方で情報発信していこうと思う。

て表す技術力に疑義を呈している。彼女は昨年、ザ・フォー

ゆく…。信じられないほどに細やかな重さの移動とバランス

サイス・カンパニーの安藤洋子のクリエイションを、今年は

コントロール、それが文字通り目の前で繰り広げられる。

携わる流れも生じている。今回取り上げるエチオピア民族

てい

・

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●今

舞踊団の公演でもエチオピアへの投資セミナーが同時開

回で全12回のレビュー執筆を無事終了しました。当初は不慣れな所もあ
りましたが、執筆にあたって各方面からのご指導を賜り、成長を実感でき

催されており、経済発展の一端を窺い知ることができた。

ました。読者の皆様、編集部の皆様、ありがとうございました。

・

・

肩の間に流れ込み、背骨を越えて右の肩甲骨へと移りゆく、
とその動線が腸骨に降りる、とまた脇から右腕の先にも走り

イリ・キリアンと密に仕事をしていた中村恩恵のクリエイショ

この極端な水準のダンサーの踊りを、その運動の意識

ンを仕掛けており、それはまさにそうした思惟をアート・コー

をなぞれるような近さで、十分な時間、確と見れること。こ

ディネーターとして具体的に実践しているのだと思われる。

れは体性の感覚を含む人間の知覚のあり方に多分に作用

彼らの舞踊の特徴は、体全体を統一したものとして動か

２年間のプロジェクトである中村の一作目は、
「リサーチ・

し、身体化された文化資本を養う契機となる。家庭間のみ
ならず、地方と都市の間でも格差が生じつつあるとされる

公演では、エチオピア各地方の踊りが順次演じられた。
すのではなく、体の一部のみを動かす動作にある。特に

プロジェクト」
という枠組みを多分に活かしたプレゼンテー

胸部や肩を何度も振るわせ続ける動作は「エスケスタ」
と

ションで、創作の過程に起こる作家のスリリングな直観（の作

その資本を、芸術文化施設はどう提供してゆけるか。この

呼ばれ、この動作を、長く、激しく続けることで舞踊の優

用）
を、その場に居合わせる観客や共同作業者からの要求

クリエイションは、その反省のみならずそのアクションとも

劣を競うこともある。また、女性が長い髪を振り回し、日

に
「応じる力」
として、感受させるものだった＊2。今回の
『Inner

なり得る行実のように思われる。

本の「鏡獅子」のような動きを見せる動作も彼ら独特のも

Garden』
は、そのような直観を
「作品」
を通して分有させるべ

のである。公演でもエスケスタが見せ場のひとつになって

く、よりソリッドに構成が組まれているが、中村の踊りにその

おり、約１０分間にわたって舞踊家たちがエスケスタを披

分有の可能性がかけられていることは変わりない。
ちなみに今回の新作では、映像が応用されており、私た

露した。このように伝統的な動作を披露しつつ、軽やかな
音楽を加え、
「さくらさくら」
をエチオピアの楽器で演奏す

ちの感受するものが一枚岩の如くには組織化されていない

るといった演出も行われた。

ことを示唆していた。蓄積したものをラディカルに編集し得

近年の研究では、消えつつある伝統文化を、観光や教

るこのメディアが映し出すのは、私たちが目の前でいま知覚

育により継承・発展させることに関心が高まっている。今回

している箱庭
（演者の遊び・治療）
とは似て非なるもので、そ

の公演でも、伝統的な舞踊をアレンジしたものが演じられ

の像は私たちにある種の錯誤の印象を与え、蓄えられた記

ていた。新しい伝統は、歴史的蓄積の上に試行錯誤を経て

憶の諸相の組み替えとそれに付随する感情の再編を促す。

創り上げられる。そのためには芸態の変化についての資料

この映像を含むセノグラフィーには、前作の発想と試行が

の蓄積と活用が必要なのだが、急激な変化の中で、そのよ

多分に反映されており、また、それら美術が今作のリーディ

［参考］東京公演／写真提供：佐藤太志朗（ンゴマ・ジャパニ）

美術

れになる始末であったが、それでもモーニングや背広を

のひ孫、幸雄のコーナーも興味深い。ギリシャ人を母にもち、

着込んで、
ステッキを振り振り銀座や浅草をそぞろ歩く＊1 。

モデルとしても有名だった彼の写真は、これが当時の
「お洒

お洒落好きであった谷崎潤一郎は、かつて夢中になった

「お洒落な」洋服が着たい
男たちの物語

ある疑問も抱かせる。男性に遅れて始まった女性の洋装化

時の住まいの目と鼻の先にあるのが、本展覧会会場の神戸

は、
「洋服の似合う身体」
という新たな身体観と抱き合わせ
れられ、消化されていったのだろうか。本展覧会はそこに

落が形作られていく過程を追った本展覧会は、谷崎同様
「お

触れていないものの、展示にあった1959年の雑誌に掲載

洒落な」
洋服が着たい男たちの物語でもある。明治初期の文

されている、くろす氏らアイビーファッション最先端の若者

－2014年1月7日（火）
2013年10月11日（金）

官大礼服から、軍服、制服、背広と、文明化を旗印に進めら

へのインタビュー記事に、そのヒントが垣間見える。

神戸ファッション美術館

れた男性の洋装化に、
「お洒落」
という視点を持ち込んだの
が、戦後日本の若い男性の間にアイビーブームを巻き起こし

いわれている。われわれ日本人は足が短く、頭でっかち
ですが、
そこを惚れこんだのだから仕方がないのですネ。

衣服は裁縫の上手な洋服屋を捜して、これも西洋の

スタイルを再現し、日本に定着させようと苦心したVANの試
みは、展示冒頭の、くろすとしゆき氏
「トラッド雑記帳」
で回顧

ドまで一と通り揃え、ネクタイの蒐集までして、先ず外見

されている。氏提供のVANのジャケットやシャツ、対してヨー

はハイカラな紳士が出来上るが、その恰好で何処へ押し

ロピアン・モードを打ち出したエドワーズのスーツやコートな

出すと云うアテもない。帝劇にバンドマンのオペラがか

ど、貴重な資料の数々はどれも
「お洒落」
を楽しむ男性のた

かったり、精養軒ホテルで結婚の披露があったりする時

めのこだわりの一着である。エドワーズのデザイナーとして

の外は、タキシードを着る機会もなく、折角の服も持ち腐

活躍を始めた矢先、レース中の事故で夭折した、福澤諭吉
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tue
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▲

1
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7

fri

ただアイビーは、毛唐見たいな背の高いのに似合うと

たVANであった。先例がない中で、アイビーリーグの学生の

映画で仕込まれた知識に依ってモーニングからタキシー

2/1

とみた だいすけ／大阪大学大学院国際公共政策研究科稲盛財団寄附
講座特任助教 身体文化研究●このようなクリエイションを可能にする
アート・コーディネーターがどんどん出て来たら！
！ ほんとわくわくしますね。

のものであったが、男性の場合、それはどのように取り入

明治に始まる男性の洋装化を軸として、日本の男性のお洒

E VEN T C A LE NDA R

＊1 彼女の問題意識は、ダンサー・振付家KENTARO!!のそれに通じる。
KENTARO!!は、コンテンポラリーダンスは
「イカレタ人の巣窟」
とそ
のポジの面を捉えながらも、
「しっかり踊れるダンサー」の養成が必
要であるとそのネガの面も自覚している。
Cf. http://hiphop36.blog.fc2.com/blog-entry-442.html
＊2 2013年2月24日に京都芸術センター 講堂にて上演。
＊3 例えばこの箱庭はその表面を入り口として奥に別の世界があることを
も想わせる。滞在制作時における中村の次の言葉を引いておきたい。
「古くて静かな神社と、活気ある繁華街や市場が背中合わせでコン
（2013年12月13日読売新聞朝刊）
トラストを作っているのが京都と感じた」

一方で、日本人と西洋人の「ハーフ」
である彼の存在は、

1923年の関東大震災をきっかけに関西へ移住したが、その
ファッション美術館である。

『日本の男服 ―メンズ・ファッションの源泉―』

（観賞日：22日）

落な」
男性が目指した姿であったのだろうと想像させる。

洋服へのこだわりを振り返って、こう書いている。谷崎は

山田晃子

こうした逸品は十方多くの地をまわってほしい。

（中略）
ぼくなどアイビーが似合う体つきではないと、自
分でよく知っているのですが、好きだから着る＊2。

アイビー・クラブ・ブレザー
（1962）
ＶＡＮ製、くろすとしゆき氏寄贈品

「好きだから着る」だけで済まない何かを、
「ハーフ」の幸
雄の写真が物語っている気がしてならない。
（1934）
＊1 谷崎潤一郎
「東京をおもふ」
＊2 「アイビー・リーガース大いに語る」
『男の服飾（MENʼS CLUB）』1959年
春夏号

やまだ あきこ／大阪大学大学院文学研究科博士後期課程●お洒落好き
の一人として、お洒落することが人生の一大関心事であるという人たちと
その周辺で起こる現象について研究しています。現在は20世紀初頭のイ
ギリスがテーマなので、ロンドンと大阪を行ったり来たりしています。
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（2/8－3/9）
作家ドラフト2014 鎌田友介『D Construction Atlas』
／高橋耕平『史と詩と私と』

CRIA展（1/15－2/1）

Dance 4 All 2013 コミュニティダンスフェスティバル
素謡の会「ようこそ、観阿弥さん」
もとめづか
第4回《 求 塚》
伝統芸能ことはじめ講座編「名作から知る伝統芸能の楽しみ方」
ことぶき そ がのたいめん
明倫レコード倶楽部 其ノ50「クラシックバレエの名曲特集」
第６回《 壽 曽我対面》
五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ
［明倫WS］黒子沙菜恵「たたずむようなダンス」
［明倫WS］下鴨車窓「脚本を書いてみる」
第8回「大鼓ってなに？ 〜流派の違いを知る〜」
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

［明倫WS］下鴨車窓「脚本を書いてみる」

作家ドラフト2014［関連企画］アーティスト・トーク

［明倫WS］MuDA「MuDAスーパートレーニング入門」
［明倫WS］ナントカ世代
（演劇的に）
「街頭演説を聞いてみよう
」
［明倫WS］MONO「“MONO”のつくり方」
［共催］Multus♯2
ダンス・オン・ピアノ

［共催］鈴木ユキオ＋金魚『Waltz』

［共催］常磐津節保存会講習会
［共催］Monochrome Circus×Wee 国際共同製作
Surprised Body Project KYOTO
［共催］予言と矛盾のアクロバット
［共催］立川志らく独演会
Ideas on the move #2

『てんとうむしプロジェクト05 NEW HOME』第1回プロジェクトミーティング

［共催］世界のインディペンデント・アニメーション2014 in 関西
［共催］大人と子どもの日本舞踊体験教室

［共催］京都こども能楽囃子教室
図書室休室日：2月28日（金）
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KAC Performing Arts Program 2013 / Traditional Performance

展覧会ドラフト2015

五感で感じる和の文化事業「伝統芸能みくらべ公演」

あなたの展覧会を
実現するチャンス

能とコンテンポラリーダンスを
みくらべる
感で感じる和の文化事業」
では、京都だ

舞踏家のもとでダンスを学んだ後、90年代より

若

けでなく国内の貴重な伝統文化を発信

国内外で積極的に活動し、劇場にとどまらずパブ

ラリース ペ ースを 含 む 、京 都 芸 術 センター

し、将来に継続する拠点施設となる
「国立京都伝

リックスペースなどでも作品を発表しています。

の 空 間 の 新 たな活 用を目 的とした展 覧 会 企

統芸能文化センター（仮称）」の実現を目指し、そ

一方の寺田は、幼少期よりクラシックバレエの世

画を公募する「展覧会ドラフト」。2015年は、

「五

手キュレーター、アートプロデューサー

河本信治（こうもと・しんじ）

の 発 掘・支 援 を目 指 すとともに 、ギャ

PARASOPHIA：京都国際現代芸術祭2015 アーティスティック

界で活躍し、アメリカでコンテンポラリーダンスと

「PARASOPHIA：京都国際現代芸術祭2015」

この事業の一環として、伝統芸能をいつもとは

出会った後、西洋ダンスの手法を取り入れながら

と連携します。審査員には、PARASOPHIAアー

違った角度から見つめなおす企画
「伝統芸能みく

も、日本人の持つ繊細な身体性に着目してきまし

ティスティックディレクターの河本信治を迎え、

らべ」公演を開催します。伝統芸能は、様々な文

た。この2人が仕舞に挑戦することで、異なる背

書類選考（1次審査）とプレゼンテーション（2次審

化に影響を与え、時代の流れの中で常に変化し

景を持つダンサーの
「身体」が示され、それを通

査）
を経て、プランを選出します。

ながら現代に至っています。その根幹となる要素

して能本来の所作やその動きに込められている

2015年3月上旬にスタートするPARASOPHIA

は変わりなく受け継がれているようですが、見て

意味を探ります。それぞれの動きを
「みくらべ」
る

では、京都市美術館、京都府立京都文化博物

いる者には捉えにくいものです。本企画では、異

ことで、動きの隅々までに宿る精神性が感じられ

館ほかを会場に、国内外の先鋭的で多様な作

なる分野の芸の出会いを通し、その発祥や構造、

るのではないでしょうか。どうぞお越しください。

品が京都で発表されます。間口は広く、かつ京

のソフト事業を先行して試行しています。

精神性を
「みくらべ」
る公演を行うことで、伝統芸

ディレクター
京都工芸繊維大学大学院工芸学研究科修士課程意匠工芸
学専攻修了。1981年より京都国立近代美術館研究員。2006
－2010年まで同館学芸課長。
「横浜トリエンナーレ2001 メガ・
ウェイブ：新たな総合に向けて」
共同ディレクター。2003年に
第50回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展金獅子賞パビリ
オン部門国際審査委員ならびにドクメンタ12総合ディレクター
選考委員を務める。

展覧会ドラフト2015 応募概要

［必着］
応募期間：4月1日（火）
－20日（日）
支援内容：
・ 作品制作、運搬、展示及び撤去費として1名（組）
につき補助費支払
・ 広報及び宣伝協力
・ 会期中及び展覧会準備期間中のアトリエ提供
（入選者で共有、使用期間は調整のうえ決定）

展覧会開催日程：2015年3月－5月（予定）

都の重層的な文化芸術を見せることで、同時

能の本質に迫ります。
本企画の第一弾となる今回は
「能楽」
と
「コンテ

能楽師の動きにただ見とれることが多い能ですが、その

代に生きる私たちへの強いメッセージとなるこ

動作の中には600年を超える歴史が詰め込まれていると

とでしょう。それと同時期開催となる
「展覧会ド

いいます。別ジャンルのものと
「みくらべ」
ることで、どの

ンポラリーダンス」
を取り上げ、能楽師とコンテン

ラフト2015」には、京都から世界に発信する現

ように能の特性を知ることができるのか、今からとても楽

ポラリーダンサーによる身体表現や対話を通し

ます。

岩村空太郎（アート・コーディネーター）

舞囃子の上演とともに、ゲスト2人が能楽師の指
導の下、実際に仕舞を体験します。
道は、能を現代に生きる演劇として捉え、他の
伝統芸能や現代の表現と能の相違点を強く意
識して活動している能楽師です。ゲストにはダン
サー・振付家の伊藤キム、寺田みさこを迎えます。

工芸資料館准教授）
（要事前申込／応募者多数の場合選考有）
定員：10名程度

五感で感じる和の文化事業
「伝統芸能みくらべ公演」program A
能とコンテンポラリーダンスをみくらべる

能の実演と指導を行うシテ方観世流の河村晴

担当課長）

［キュレーターワークショップ］
日時：3月15日（土）10:30－16:00
ファシリテーター：平芳幸浩（京都工芸繊維大学美術

代アートの大きな力の一翼となることを期待し

しみです。ぜひお見逃しなく！

て、能の特性を探ります。公演では能楽師による

関連企画
［キュレーター講座］
日時： 3月29日（土）、30日（日）16:00－18:00
講師：河本信治、神谷幸江（広島市現代美術館学芸

※イベント情報（P2）もご覧ください

全世界から多くの人が京都に集うこの時期に、キュレー
ターやアートプロデューサーを目指す方の、大きな挑戦

日時： 3月20日（木）開場18:30 開演19:00
会場：講堂 出演：河村晴道ほか
ゲスト：伊藤キム、寺田みさこ
司会：志賀玲子（舞台芸術プロデューサー）

の場として、はじめの一歩を踏み出してみてはいかがで

展覧会ドラフト2015・スケジュール

しょうか。

4月1日－20日 応募期間
4月下旬 1次審査（書類選考）
6月14日 2次審査（一般公開プレゼンテーション）
2015年3月 展覧会

上村絵梨子（アート・コーディネーター）

※詳細はイベント情報（P2）をご覧ください

伊藤は、小劇場との出会いから舞台に関わり、

TOP IC 0 4
展覧会をともにつくる、プロジェクトメンバー募集！

てんとうむしプロジェクト05 NEW HOME
「て
東明
（広島市現代美術館）
夏のワークショップ・プロジェクト2013
「なつのかくれが」
撮影：中尾俊之（CACTUS）

け はらひろ き

んとうむしプロジェクト」
は、京都芸術センター

毛原大樹。東はこれまで、様々な国や地域で人々と積極

の活動に興味があるけど、今まできっかけがなくて・・・、

のボランティア・スタッフとアーティストがともに

的に関わりながら、土や布、ビニールシートなどの素材

という方や 、何かわくわくするようなことをしてみた

つくるアートプロジェクトとして、2010年に始まりました。

を使用した立体作品を制作してきました。最近では、パ

過去4回のてんとうむしプロジェクトでは、展覧会やトー

ラシュートの性質を利用した作品を製品として販売する

クイベント、茶会からつなわたり
（！）に至るまで、さまざ

など、美術作家としての活動の幅を精力的に広げてい

まな新しい、驚くようなアイデアを実現させてきました。

ます。東の作品は、鑑賞者が中に入ったり、触れたりし

第5弾となる今回に向けて、ボランティア・スタッフが

て楽しむことができるものであり、今回も、てんとうむし

昨年の夏からミーティングを重ねてきました。そこで決

のプロジェクトメンバーと一緒になって、体験型の作品

定した今回のコンセプトは、
「NEW HOME」
。4月中旬か

を制作する予定です。一方、毛原は、ラジオやテレビの

ら5月中旬にかけて
『てんとうむしプロジェクト05 NEW

微弱な電波を使った活動を全国で展開しています。使

HOME』
として、ギャラリー北・南で展覧会を行います。

用されなくなったアナログテレビの電波帯域を利用した

「NEW HOME」には、てんとうむしプロジェクトを通し

プロジェクトを行ったり、廃校になった小学校の教室を

て、鑑賞者やアーティスト、ボランティア・スタッフといっ

利用して人が集うプラットフォームを作ったりと、自身の

た多くの人にとって京都芸術センターがより親しみやす

テーマである
「通信」
を軸に、メディアを駆使して人と人

い存在になるようにとの意味が込められています。さら

との関わり方を創造し続けています。今回は、プロジェ

に、今回のプロジェクトをきっかけとしてたくさんの人に

クトメンバーとのミーティングでアイデアを募りながら、

京都芸術センターを知ってもらいたいとの思いから、今

新しい試みを実現していきます。

回はボランティア・スタッフからだけでなく、プロジェクト
メンバーを一般からも募集することになりました。

ひがしあきら

今回の展覧会をともにつくるアーティストは、東 明 と

い、という方、どなたでも大歓迎です。みんなの新しい
「HOME」
をともにつくりませんか？

展覧会期間中には、作品展示だけでなく、プロジェ
クトメンバーが主体となって企画・運営する関連イベン
トも行う予定です。アートの現場や、京都芸術センター

プロジェクト説明会
日時： 1月25日（土）11:00－12:00
会場：ミーティングルーム2

第１回プロジェクトミーティング
日時： 2月1日（土）11:00－12:00／18:00－19:00
（どちらかにご参加ください）

会場：ミーティングルーム2
※参加をご希望の方は、プロジェクト説明会へお越しください
※説明会への参加が難しい方は、第１回プロジェクトミーティング
にお越しください

てんとうむしプロジェクトは、参加者同士や、アーティストとの交
流の場となってきました。参加者の中には、アーティストと話すこ
とで現代アートの魅力に目覚めたという方も。今回の
『てんとうむ
しプロジェクト05 NEW HOME』
でも、たくさんの思いがけない出
会いが生まれることを期待しています。

毛原大樹《〜“最後のテレビ”〜“ATVS”BS_Camera/Transmitter》VHF 1CH
周波数範囲：90-96MHz /中心周波数：93MHz /映像：91.25MHz /音声：95.75MHz

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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