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堀 尾 貞 治×冬 木 遼 太 郎

Making Sense
Out of Nonsense
あ

撮影：守屋友樹

る共通テーマのもとに選ばれたベテラン作

はその中にいることで安心感を得ようとします。美

家と若手作家が出会い触発し、現代美術を

術の世界にもそのような枠があるかのように、わた

さまざまな視点から捉え直す新incubation（インキュ

したちは知らず知らずのうちに美術作品を自分の

堀尾貞治（ほりお さだはる）

ベーション）
。6度目となる今回は、作品それ自体はシ

理解できる範囲内に収めようとしているのではな

ンプルな構造をもちながらも、奥深く強い輝きを放

いでしょうか。しかし堀尾は膨大な行為の蓄積と反

1965年具体美術協会会員となり1972年の解散まで参加。中学
を卒業後、三菱重工に入社。定年まで40年以上勤務する傍ら、
美術活動を精力的に継続。横浜トリエンナーレ2005では会期
中、毎日新作パフォーマンスを行うとともに
「百均アート」
と称し
て、約1万枚の作品を描いた。年間100回以上の展示・パフォー
（個展、BBプラザ美
マンスを行っている。
『あたりまえのこと
「今」』
術館、神戸、3月21日－6月1日）
を現在開催中。

つ堀尾貞治と冬木遼太郎の作品を紹介します。
ギャラリー北では、日常とアートの境目を飛び越

（『あたりまえのこと
「今」』、BBプラザ美術館、神戸、2014）
堀尾貞治 パフォーマンス《消す》
撮影：浜田茜

冬木遼太郎《無題
（教育）
》2013

復によって、冬木は一瞬の閃きの連続によって、わ
たしたちの理解を軽々と越えてきます。
「これはな

える堀尾貞治の作品を展示します。堀尾は、1985

んだろう？」
と感じたところに、まだみたことも体験

年頃より一貫して
「あたりまえのこと」
をテーマに制

したこともないアッと驚くような知見が隠されてい

作を続けてきました。たとえば、色を塗る、手紙を

るかもしれません。そんな可能性にあふれた二人

書く、紙を破るなどシンプルな行為をひたすらに

の作品をどうぞお楽しみください。

繰り返すことで、やがて日常化していくこれらの行
為が積み重なり、物量としてだけでなく新たな価
値がうまれます。堀尾は、
「色を塗るという行為そ
のものは単純やからできるけど、コンセプトがなけ
れば続かない。つまり哲学がないとこんなことでき

自分自身の中に
「世界」が形成されるまえの、ある意味、こどものよう
な気持ちで作品をみると、ずいぶんちがった見方ができるのかもしれ
ません。少しでも自分の枠が広がるよう、いつも心を軽くしておきた
い、と思うこのごろです。
上村絵梨子（アート・コーディネーター）

PROFILE

冬木遼太郎（ふゆき りょうたろう）
京都市立芸術大学大学院で彫刻を学び、近年は絵画作品の制
作にも意欲的に取り組む。さまざまな具象・抽象的イメージを作
品の要素として取り込み、それらを圧縮したひとつのものとして
（個展、ハイ
完成させることを試みる。主な展覧会に、
『SAYING』
ネストビル、京都、2011）、
（グループ展、
『ANTEROOM PROJECT』
ホテルアンテルーム京都、2012）、
（個展、ARTZONE、
『PRESIDENT』
京都、2013）
などがある。

ひんわけですよ」
と語ります。奇をてらうことなく日
新incubation6
堀尾貞治×冬木遼太郎
『Making Sense Out of Nonsense』

会期：5月17日（土）
－6月29日（日）※会期中無休・入場無料
会場：ギャラリー北・南

［関連企画］
アーティスト・トーク「関口くん、松田くん、ぼくの絵とかどう思う？」
冬木遼太郎×関口正浩（画家）
×松田啓佑（画家）
日時：6月1日（日）13:30－15:00
会場：ミーティングルーム2
堀尾貞治パフォーマンス
日時： 6月7日（土）17:00－18:00
アーティスト・トーク
日時： 6月7日（土）18:15－20:00
※パフォーマンスが終わり次第、休憩をはさんで開始しますので、
時間は目安です

会場：ギャラリー北 ※入場無料（事前申込不要）
※イベント情報（P2）もご覧ください

常的な行為をあたりまえに続けること、それが堀
尾の美術活動の根幹をなすものと考えられます。
ギャラリー南では、感覚先行型といえるアートを
つくりだす冬木遼太郎の作品を展示します。冬木
は、美術作品が言葉によって定義づけられること
を遠ざけるべく、不意に浮かんだアイデアを次々と
作品に落とし込みながら創作を行います。今回彼
は椅子の作品を数点展示します。一見してそれと
わかるものもあれば、
「これも椅子？」
と首をかしげ
たくなるような、さまざまな椅子があり、冬木はわ
たしたちだれもが知っているはずの椅子の概念を
問いかけます。冬木自身、作品の構造を言葉で語
ることはあまりしません。
「言葉が補正として機能
するより速く前に進むこと」
を志向する冬木は、美
術だけでなく、私たちをとりまく世界のすべてにつ
いての認識にゆさぶりをかけます。
ものごとには形があり、規定があり、わたしたち

堀尾貞治『あたりまえのこと
「今」
』展示風景
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主催・問合せ：Dance & Environment（ダン
スアンドエンヴァイロメント）

京都こども能楽囃子教室

TEL：070-6500-7242
E-mail：info@hotsummerkyoto.com
WEB：http://www.hotsummerkyoto.com
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
てんとうむしプロジェクト05
『NEW HOME』

会期：4月11日（金）
－5月11日（日）
10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
会場：ギャラリー北・南

［関連企画］テレビ番組をつくろう！
日時： 5月3日（土・祝）15:00－18:00
会場：ギャラリー南
（フジテレビ情報制作センター室長）
ゲスト：福原伸治
料金：無料（要事前申込）

新incubation6 堀尾貞治×冬木遼太郎
『Making Sense Out of Nonsense』
会期：5月17日（土）
－6月29日（日）
10:00－20:00 ※会期中無休・入場無料
会場：ギャラリー北・南

※Topic01（P1）もご覧ください

［関連企画］
アーティスト・トーク
「関口くん、松田くん、ぼくの絵とかどう思う？」
冬木遼太郎×関口正浩（画家）
×松田啓佑（画家）
日時： 6月1日（日）13:30－15:00
会場：ミーティングルーム2
堀尾貞治パフォーマンス
日時： 6月7日（土）17:00－18:00
会場：ギャラリー北周辺
アーティスト・トーク
日時： 6月7日（土）18:15－20:00
会場：ギャラリー北
※入場無料（事前申込不要）

「自分で染める自分で織る」
作品展

伝統工芸を学ぶワークショップ「わざゼミ」
で
染織を学んだ受講生による作品展示。
会期：5月27日（火）
－31日（土）
10:00－20:00
※会期中無休・入場無料

会場：和室
「明倫」

伝統
第320回 市民寄席

日時： 5月13日（火）開場18:30 開演19:00
会場：講堂
出演・演目： 桂治門
「真田小僧」
（小佐田定雄・作）
桂団朝「座長の涙
」
（厩火事）」
桂枝女太「おいにょ
笑福亭鶴光「善悪双葉の松」

実や木の実がおやつだった和菓子の起源に
想いを馳せて、21世紀の今に再現される
「和
菓子のはじまり」
をお楽しみいただきます。
日時： 5月24日（土）
11:00／13:00／14:30／16:00
会場：和室「明倫」
席主：日菓（和菓子作家）
内容：抹茶
定員：各席20名
料金：1,000円
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
〔 必着〕
を明記の上、5月9日（金）
までに
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

演劇
KAC Performing Arts Program 2014
/ Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
「Read in Progress」

2015年の新作上演に向けて、戯曲を創作す
るプログラム。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.3 山崎彬
日時： 5月25日（日）15:00－17:00
会場：和室「明倫」
出演：橋爪未萠里（劇団「劇団赤鬼」）、池川貴
清（劇団「悪い芝居」）、山崎彬ほか
ゲスト：森山直人（演劇批評家／京都造形芸術大
学舞台芸術学科教授）ほか
料金：無料（先着順／要事前申込）
定員：40名
Vol.4 柳沼昭徳
日時： 6月24日（火）19:00－21:00
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」）、今井美佐穂（劇団「第0楽章」）、
柏木俊彦（劇団「第0楽章」）、中川裕貴、
山崎昭典
ゲスト：森山直人（演劇批評家／京都造形芸術大
学舞台芸術学科教授）ほか
料金：無料（先着順／要事前申込）
定員：80名

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）

ド：435-566）
せいよう

素謡の会「世謡の春」
第1回「桜川」

日時： 5月22日（木）
開場 18:30 開演 19:00（受付開始18:00）
会場：大広間
出演：林宗一郎、河村晴久、河村和貴、味方
團、松野浩行、田茂井廣道ほか
料金：前売1,500円／当日1,800円
※Topic03（P4）もご覧ください

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第11回「鳴物を聴く ～お囃子からオペラ
まで～」
月に一度は古典芸能に触れ、楽しもうという企
画。5月は、中村壽慶さんを講師に迎え、舞台に
おける鳴物の役割に着目します。今回は、特別
にピアノとのコラボレーションにも挑みます。
日時： 5月18日（日）開場 14:30 開演 15:00
会場：講堂
講師：中村壽慶（邦楽囃子方）
中村圭介（ピアニスト）
料金：無料
定員：50名（先着順／要事前申込）

明倫茶会
様々な分野で活躍している方々が席主となっ
て、開催するお茶会です。席主によって趣向
が異なるので、毎回新たな楽しみを見出せる
のが魅力です。

｢和菓子のはじまり｣

和菓子作家の日菓（にっか）を席主に迎え、果
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KYOTOGRAPHIE
国際写真フェスティバル
『Supernature』

京都市内各所で開催する国際写真展。フラン
ス国立造形芸術センターのコレクションの中か
ら
「エコソフィー」
をテーマにした作品を展示。
日時： 4月19日（土）
－5月11日（日）
10:00－20:00 ※会期中無休
会場：和室「明倫」、ミーティングルーム2
料金：一般300円／学生200円
全会場用パスポート：一般前売1,800
円／学生2,000円、学生前売1,000円
／当日1,200円
主催・問合せ：KYOTOGRAPHIE実行委員会
TEL：075-708-7108
WEB：http://www.kyotographie.jp

あごうさとし演劇公演
「純粋言語を巡る物語―バベルの塔Ⅰ―」
劇作家・演出家あごうさとしによる新作公演。
－6月1日（日）★
日時： 5月30日（金）
★アフタートークあり
※時間は後日WEBにて発表

会場：フリースペース
料金：前売500円／当日800円
主催・問合せ：artcabinet
TEL：080-2407-6320
E-mail：agopassage@gmail.com
WEB：http://www.agosatoshi.com

※4月号で料金の表記に一部誤りがありました。お
詫びして上記の通り訂正いたします

ペトロフ・ピアノコンサート
～ピアノトリオの夕べ～

モノオペラとミニオペラ
「人間の声」
と
「消えた男の日記」

明倫小学校でずっと使われていたペトロフ社
のピアノが多くの方々のご協力で修復され、
京都芸術センターへと受け継がれています。
日時： 6月2日（月）開場 18:30 開演 19:00
会場：講堂
出演：ベルトラン・クリック（ヴァイオリン）
加藤京子（クラリネット）
マグダレーナ・ズック（ピアノ）
曲目：ミヨー
「組曲作品157b」
ショパン
「ノクターン作品15の1 ヘ長調」
シマノフスキー
「前奏曲1番」ほか
料金：1,500円
主催・問合せ：明倫自治連合会・明倫ペトロ
フの会
TEL：075-221-3340

プーランク作曲
「人間の声」
とヤナーチェク作曲
「消えた男の日記」
。一人の女と一人の男、そ
れぞれの物語を女声、男声で歌い上げます。
日時： 5月15日（木）開場 18:00 開演 19:00
会場：講堂
（ソプラノ）
（ピアノ）
、中村圭介
、山本
出演：美堂舞
康寛（テノール）、森季子（メゾソプラノ）、
河合珠江（ピアノ）ほか
曲目：フランシス・プーランク
「人間の声」
レオシュ・ヤナーチェク
「消えた男の日記」
料金：前売3,000円／当日3,500円
主催・問合せ： 永澤学事務所
TEL：072-781-8087
E-mail：nsyouten@mx2.canvas.ne.jp

石井潤創作集 Vol.1
『Persona』

異なった二つの個性。相互作用の中から主体・
客体が入れ替り、人間・人格が表出する。
日時：5月23日（金）19:30
24日（土）15:00／19:30
25日（日）16:00
会場：フリースペース
料金：一般前売3,000円／学生前売2,500円
当日3,500円（一般・学生共）
主催・問合せ：石井アカデミー・ド・バレエ
TEL：090-6526-0288（制作）
E-mail：persona_2014@yahoo.co.jp

制作支援事業

※小学生以下無料

主催：Gallery Den mym
TEL：080-4243-4143
E-mail：info@muragei.asia

ニットキャップシアター 第34回公演
『月がみていた話』

アンデルセンの掌編集『絵のない絵本』をも
（北九州）の泊篤志、劇
とに、劇団「飛ぶ劇場」
（札幌）のイトウワカナ、そしてニット
団「intro」
キャップシアターのごまのはえの3人の劇作
家が描く多彩な世界。想像力に乗って劇世界
を旅する、短篇演劇集。
日時：5月10日（土）19:00
11日（日）11:00／15:00★
★アフタートークあり

会場：八尾市文化会館 プリズム小ホール
料金：一般前売3,000円／当日3,500円
ユース（25歳以下）2,500円（前売・当日共）
高校生以下1,000円（前売・当日共）
問合せ：ニットキャップシアター
TEL：090-7118-3396
WEB：http://knitcap.jp/index.html

OFT『わたしの焦げた眼球／遠視』

日時： 5月16日（金）19:35
17日（土）14:00／19:00★
18日（日）14:00
★アフタートークあり

会場：アトリエ劇研
料金：一般2,500円／ペアチケット4,300円
ユース（25歳以下）1,800円 ※要証明書
（前売・当日共）

主催・問合せ：下鴨車窓
TEL：075-791-1966
WEB：http://tana2yo.under.jp/oft/index.html

大長編 男肉 du Soleil
『ロンリーガール＆ブギーロボ』
日時： 5月29日（木）19:00
30日（金）19:00★
31日（土）13:00／18:00
6月 1日（日）13:00／17:00
★おまけトークショーあり

「村の芸術祭」

京都唯一の村、南山城村で二日間に渡って
開催するパフォーマンス／展覧会で彩る村の
祭典。それぞれのクリエイションに、大地へ
のリスペクトを端々にただよわせるMuDAと
contact Gonzoの両グループが南山城村に
て初の競演を果たします。他、同時に開催す
る展覧会にバンコク出身のアーティスト、サラ
ウ・チャティウォングペティなど。
日時：5月4日（日・祝）、5日（月・祝）
12:00－20:00

会場：元・立誠小学校 音楽室
料金：一般前売2,500円／当日2,900円
学生前売2,000円／当日2,500円
※要証明書

男肉飛び散る席 前売2,000円／当日
2,500円

※最前列・最も間近で出演者と触れ合えます

絶対安全席 3,000円（前売・当日共）

※最後列・このエリアには出演者は立ち入
りません

問合せ：男肉 du Soleil
E-mail：oniku-du-soleil@sd.boy.jp
WEB：http://oniku-du-soleil.boy.jp/

※Topic02（P4）もご覧ください

（出演順）

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

（日）
日時： 5月25日
17:30－18:50（笛・小鼓教室）
18:50－20:10（大鼓・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3日前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

会場：南山城村文化会館やまなみホール及
び周辺（無料駐車場あり）
料金：前売1,500円／当日2,000円

イッパイアンテナ
「イッパイアンテナ×演劇×遊び×みなさん」
イッパイアンテナといろんな「遊び」を体験し
ます。頭も身体も、さまざまな遊びのルール
で試してみることで汗をかきましょう。サウナ
に入ったみたいにスッキリするハズ。
「遊ぶこ
と」
と
「演じること」
を同時に体験してみようと
いったワークショップです。
日時： 5月26日（月）19:00－21:00
会場：ミーティングルーム2
定員：10名
※動きやすい服装でご参加ください

schatzkammer
「シャッツの振付を一緒に踊ろう！」

丁寧にストレッチをして身体をほぐした後、6月
に本番を控える作品
『スモールハウス』
の振付
の一部を一緒に踊って頂きます。ダンサーって
すごいなあ！と体感して頂けるワークショップ
を目指します！
日時： 6月1日（日）13:00－15:00
会場：制作室3
定員：10名
対象：ダンスに興味がある方
※激しい動きが大変な方は、前半のストレッチの
みの受講も可です。身体を動かすのに適した着
替え、靴下、タオルをお持ちください

発表支援事業（共催事業）
第19回 京都国際ダンスワークショップ
フェスティバル 2014 “READY TO REACT”
期間：4月11日（金）
－5月6日（火・祝）
会場：講堂、フリースペース、大広間

※ワークショップの内容詳細については、下記ウェ
ブサイトをご覧ください

アーティスト・イン・レジデンス2015
ビジュアル・アーツ部門募集

京都芸術センターで滞在制作を行うアーティスト・イン・レジデンス
プログラム。今回はビジュアル・アーツの分野から募集します。
滞在期間：2015年4月－2016年3月（3ヶ月以内）
応募資格：
・ 造形芸術の分野の芸術家または芸術分野の研究者で、京都に
滞在し制作・調査研究などを行う理由が明確な方。国籍不問
条件：
・ 滞在期間中、市民との交流事業を企画、実施すること
・ 活動の成果発表を行うこと
支援：
・ 滞在期間中（3ヶ月）の宿泊場所の提供
・ 制作場所の提供
（個人・グループ問わず）20万円の補助
・ 制作費として1件につき
・ 広報及び宣伝協力
・ プログラムコーディネーターによるサポート
〔必着〕
締切：6月30日（月）

トラディショナル・シアター・トレーニング
2014（T.T.T.）受講生募集

トラディショナル・シアター・トレーニング（T.T.T.）は、舞台芸術に携
わる人を対象とした3週間の伝統芸能トレーニングです。
－8月8日（金）
期間：7月18日（金）
応募条件：
演劇・ダンスなど、舞台芸術に関わる表現活動を行っている方
（研究活動も可）
で、オリエンテーションから発表会までの概ねすべ
てのスケジュールに参加できる方。伝統芸能を積極的に学ぶ意
欲のある方。国籍・年齢・性別不問
定員：24名（能・狂言・日本舞踊各コース8名程度）
受講料：
（※審査あり）50,000円
一般70,000円／学生・アーティスト
※リピーター割引（過去にT.T.T.を受講いただいた方）

一般50,000円／学生・アーティスト40,000円
〔必着〕
締切：6月30日（月）

※応募書類は締切を待たずその都度選考し、結果を通知します。定員に
なり次第、募集を打ち切ります。

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）

（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

第234回 市民狂言会

日時： 6月6日（金）開場 18:30 開演 19:00
会場：京都観世会館（左京区）
演目：入間川、酢薑、通圓、茶壷
出演： 茂山千五郎、七五三、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：435-881）
※団体券2,200円（20人以上）は京都芸術センターにて取扱

※その他のチケット窓口取扱公演：主催事業および

第321回 市民寄席

日時： 7月17日（木）開場 18:30 開演 19:00
会場：講堂
出演・演目： 露の眞
「寿限無」
笑福亭遊喬
「試し酒」
桂塩鯛
「遊山舟」
（出演順）
桂春之輔
「子はかすがい」
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：436-812）

印の共催事業・制作支援事業

ダンス

関西圏の公演•展覧会について、

ようで）違っており、

もっと皮膚的な何

若手レビュアーが月替りで執筆します。

ダンスという先端研究、
「京都から世界へ」

軽妙な語り口とともに、淡海節（端唄）、のんき節、都々逸、

伝統

櫓太鼓を模した曲弾きなどが次々と披露され、最後は舞

合っていた布ガム
テープを引き離す
と現れる細かな繊

富田大介

踊「こうもり」
で終えた。対する落語は、露の都氏による上

違いを愛でる

か…、卑近な例だ
けれども、くっ付き

維の類であり、ダ

方落語「星野屋」。江戸落語とは異なり、話の間に囃子が

ンサー各人の身体

入るため、音による場面設定が効果的であることを納得さ

～みくらべから始まる日本伝統芸能の魅力

北見真智子

からそうした粘 着

せられた。会場の空気をとらえて離さない術が両人ともに

双子の未亡人『G-g(s)』

質の何かが発せら

素晴らしく、実演者の個性が光る内容であった。

3月7日（金）
－9日（日）

れながら、集団で

京都芸術センター 講堂

そのおのおのの身

最終日は「舞と踊りをみくらべる」。日本舞踊の中から、

五感で感じる和の文化事業「伝統芸能みくらべ公演」

上方舞の一つとして発展してきた山村流と、花柳界を中

体のあ い だ に生じ

心に地盤を築いてきた若柳流にスポットが当たる。道成

る性 質を維 持・持

・

寺物の「山尽くし」の部分を、山村若氏が長唄「座敷舞道

3月20日（木）、21日（金・祝）、23日（日）

個人的な謝意を伝えることから始めたい。僕はこれまで

・

・

撮影：金サジ

続させているようだった。

成寺」
で、若柳吉蔵氏が長唄「奴道成寺」
で演じたものを、

「ダンスを研究している」
とか「ダンスの研究」
とか、ダン

見る者の体性にも特異な感じを生むこのダンスは、
「コ

直接みくらべるプログラムであった。山村流は座敷で舞

スを対象化して、それに研究というスタンスをのせること

（インプロヴィゼーション）」
ンタクト
から出たある種の変異と

われることが多いため、空間の移動が少なく、立ち姿や

（社交）がどうもしっくりこなかった。今回の双子の未亡人

言えるかもしれない。嫡子じゃないけれども、その分予測

振り、扇の所作など、細部にわたる美しさが際立つ一方、

の公演は、僕に
「ダンスという研究」
の観念を与え、この先

不能な未来をもつ。私感では、この連続的断絶を可能に

日本の伝統芸能には様々なジャンルがある。その中に流

若柳流は舞台を最大限に使い、大きくスピーディーな所

のパースペクティブを開いてくれた。

派も存在して、違いがなかなかわかりづらい。五感で感じ

作で力強い演技を見せた。対談では、家元という立場か

る和の文化事業
「伝統芸能みくらべ公演」
と題した今回の

ら、流派を代表する
「手本」の踊りか、または工夫や解釈

いうから、双子のキャリアもすでに10年以上となる。研究

公演は、もとよりみくらべることのない異分野の芸に触れる

の入った「個人」の踊りかといった表現者としての可能性

の果実は偶然ではない。

企画とあって、三日間とも多彩かつ豪華な顔ぶれであった。

に話が及び、興味深い内容で幕を閉じた。

京都芸術センター 講堂

初日は、
「能とコンテンポラリーダンスをみくらべる」。

するエランこそ、物事が進化する際の因のような気がす

荻野ちよと佐伯有香がユニットを組んだのが2003年と

る。今の双子にはその力、勢いがある。
さて、どうなのだろう？ この『G-g(s)』は他の場所をま
わる機会はあるのだろうか。
「京都から世界へ」、は最近
トンが

荻野と佐伯のそれぞれの仕事を、昨夏、運良く同じ時

よく耳にするし目にするけど、こうした尖れる強さをもった

＊1

今後も多様なジャンルで展開されていくとのこと。それぞ

期に見ることができたが 、荻野は
『lonely woman』
とい

能楽師の河村晴道氏指導のもと、ゲストのコンテンポラ

れの芸の特徴を紋切り型な見方で決めつけるのはよくない

う作品で個の感覚の持続を、佐伯は『One』
という作品で

るようどんどん背中を押してあげたらいいんじゃないかな

リーダンサー二人が仕舞の稽古に挑戦する試み。伊藤キ

が、タイトルに
「みくらべ」
と掲げる以上、単に異分野の芸を

複数の感覚の交叉を探っているようだった。それぞれのこ

＊2

ム氏と寺田みさこ氏は初めてとはいえ、河村氏の動きを

並べるだけでは飽き足りない。またこうした企画には、いわ

の出色の仕事は、ver.3となる本『G-g(s)』に縦横の織糸を

それは僕らの経験の開かれにつながる。今回、双子の味

見事になぞって
「形」
を整えてみせた。私はこの二人のダ

ば交通整理を担うコーディネーターの着眼点も重要だ。せっ

通しているように思われる。

ともなったあの身 体 間に生 成した粘 着 の質は、僕らのみ

ンサーに対し、とりわけどのようにして身体を能のスペッ

かくの実演者を前に惜しむことのないよう、次回以降も様々

クに近づけるのか注視していたので、摺り足や腕の構え、

な切り口や試みを通して伝統芸能の魅力に迫ってほしい。

歩幅などに指摘が入るさまや、途中、強張った筋肉や関

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ならずさまざまな履歴をもつ人たちの知覚に晒されてその

には作品の芯の重さというか、何かズンと残るものがあっ

所感を聞くなら、またさらに化けるかもしれない。僕はそ

た。それは一つには、福井幸代をリフトして窓から放るシー

んなジャンプを期しているし、その変化を味わいたい。

ンに凝縮されていたように、
「双子の未亡人」
という命名に

究。特に能や民俗芸能に関心を持ちます。様々なジャンルを取り上げてい
きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

思うに、能には身体を動かすための制約が多く、役柄に

。芸術は先端研究の面があるからこそおもろいわけで、
・

解釈としてはよく分からないところもあったが、
『G-g(s)』

きたみ まちこ／大阪音楽大学他非常勤講師●専門は音楽学・日本音楽研

節を解す様子を見せていたのが非常に印象的であった。

アーティストについては、より広いフィールドで仕事ができ

（9日14時観劇）

内包されるやるせない悲哀とあっけらかんとした諦念が確

応じて美しいとされるポジションが「型」
としてできあがっ

と伝わってきたことがあげられる。けれど、それにも増して

ている。これは能面や装束をつけてみればより実感できる

明記すべきは、この双子の特質が
「ダンス」
としか言いよう

ものであるし、身体にかかる負荷やコントロールが大きく

のない運動を通して感得されたことである。

変化する。身体能力の高い二人だからこそ実現できたで

＊1 ともに昨年の7月。前者は元・立誠小学校で行われたDance Fanfare
Kyotoにおけるオープニングプログラム（コンセプト：黒沢美香）、後
者はアトリエ劇研で行われDance Performance Monochrome
Circus + Omnibusにおける1プログラム。
＊2 この「尖れる」
という表現は、あるダンス批評家が「トンがれる」
とし
て使っていたものである。ソーシャルメディア上のものではあるが、
このくだんにおいて最適と思われたゆえ、表現を変えて借用した。
3月10日付け、ツイッターアカウント@muto_daisuke（3月9日の筆者の
ツイートへの返信）
。

中盤、舞台奥（女性が1人センターに横たわるその奥）で、ダ

あろうし、もう少し続きを見たいと思える企画であった。

ンサーたちがおのおの触れることなく、蠢くような身振り

二日目は「寄席と色物をみくらべる」。寄席興行は落語

で互いの体を弄り合っていた時間。個の持続の感覚と集

だけでなく、漫才や切り絵、マジック、太神楽（曲芸）など

団の持続の感覚とが綯い交ぜになっている…。それはW・

「色物」
と呼ばれる芸が上演される。三味線を使った演

フォーサイスやT・ブラウンのカンパニー作品で察するこ

奏や踊りをみせる女道楽もその一つ。内海英華氏による

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
講座特任講師 美学・身体文化研究●関西に戻ってきて3回目の春とな
ります。好きですね、この土地の4月と5月。いつも何かしたくなります。
「複
数の感覚と想像力」
vol.1（5月25日14時～＠アートエリアB1）、お越し下され。

とのできた踊り手たちの意識の網や運動の力線とも（近い
撮影：大島拓也

美術

本展で見られる三瀬の絵は、ほとんどが、とても大きい。まず、
息を呑む。会場のどんつきにある
「風土の記」は、おおよそ縦3×

大仏さん、
アメリカ大統領になる？

飛行船、飛行機、大仏さん、神武天皇、ハシゴ、山、花火のよ
うな桜（あるいは桜のような花火？）。いずれも三瀬の絵のなかに繰り

横17メートルという恐竜的な大きさだ。大きな絵ならほかにも見

返しよく出てくるものだ。三瀬の絵は、遠目にはシリアスで不穏な

たことがある。けれど、他の作家からは感じない違和感を三瀬の

印象さえ発し、圧倒してくる。だが、近づけば思わず笑ってしまう

絵には感じる。どの距離から眺めてもなんだか落ち着かない。そ

細部も多い。ある絵にはイタリアのビールのラベルが貼り付けて

れは私がうっかり眼鏡を忘れたせいだけではないだろう。一枚の

ある。ある絵にはニコちゃんマークのように見えるモチーフがふ

中に展開されるイメージの情報量が多く、なにが描いてあるのか

たつ隠されている。
「風土の記」の一部に描かれた大仏さんの連

よくわからなかった部分が、近づくと突然はっきりわかる。あるい

なった顔は、ラシュモア山（アメリカの歴代大統領の大きな彫刻が崖に

は逆に、遠目には孔雀が描いてあるように見えた一部分、近づく

彫られているあの山です）のパロディとして描かれているように見え

と途端にそう見えなくなる。だからひとつの絵を見るのに時間が

たりする。かと思うと、やはりはっと考え込ませる細部がある。
「風

かかる。疲れる。もしかしたら三瀬の絵には、見るのにちょうどよ

土の記」
の一部、かなり近くまでいかないと見えないところに鉛筆

3月9日（日）
－5月11日（日）

い距離などないのかもしれない。けれどそれがおもしろい。
「風

書きのような文字で、蝦夷について語った文章が書かれている。

奈良県立万葉文化館（明日香村）

土の記」の左端まるまるひとパネルを白いまま残すような平面の

吉田大輔
『三瀬夏之介 風土の記 ─かぜつちのき─ 』展

本展は、奈良出身作家である三瀬を大きく取り上げたものだ
が、三瀬にとっての奈良の「かぜつち」の姿は、かなり複雑なもの

使い方は、三瀬がこれまでしなかった新しい試みに思えた。
壁にかけるのではなく、
「日本の絵～小盆地宇宙～」
という二

であるように思える。繰り返し出てくる神武天皇のイメージは、奈

三瀬さんの絵について短い字数では書きにくいのだが、本展

枚の絵（このうちの一枚も新作）は、大きな大きな古地図のように、会

良で生まれ、現在、東北に居住している三瀬にとってどのような

が素晴らしかったのでどうしても書きたい。三瀬は1973年奈良

場の真ん中にぶらぶら吊られている。こうするとなにが起こるか

意味を持つのだろう。神武天皇は「東征」の果てに
「やまと」にた

生まれ、99年に京都市立芸大の修士課程を出たあと、09年には

というと、当たり前だが裏が見える。普段私たちは絵の裏を眺め

どりついたとされている。
「東征」がなければ存在しなかったかも

VOCA賞を受賞、現在は東北芸工大の准教授。山形に移住してか

る面白さなど知らず、裏があること自体忘れている。この二枚の

しれない
「小盆地宇宙」
が「やまと」
だった。神武天皇以後、
「東征」

らはしきりに
「東北画は可能か」
と問い、かつ実践している。本展

絵の中心部分は、花びらを散らしたように細かく切り取られてい

的欲望はじわじわ「やまと」
を越え
「東北」
まで押し寄せ、そうして

では、三瀬の代表作
「ぼくの神さま」
ほか、この展覧会にあわせて

る。こどもの頃に紙をたたんではさみで適当に切ったあとに再び

今がある。そういう一続きの大きな視野が三瀬さんの中にあるか

（初公
制作され、展覧会全体のタイトルにもなっている
「風土の記」

展開させ、紙にできる万華鏡的な模様を楽しむ遊びをしたことが

ら神武天皇を描くのかもしれないな。そんなことを思った。

開）
などが見られる。

あるが、この二枚を裏から眺めると、そういう面白さがある。
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▲

E VEN T C AL E N DA R

（部分、2014）
三瀬夏之介《風土の記》

よしだ だいすけ／京都造形芸術大学非常勤講師、
大阪府立大学高等専門学校非常勤講師●元気があ
るんだかないんだかようわからん感じなので、くよく
よしている文章が読みたいなと思い近松秋江を読
み直しました。そうしたら元気をもらったのだか奪わ
れたのだかようわからん感じになり結局振り出しに
戻りました。ので（？）、この展覧会が見られて元気が
出てよかったです。
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（4/11－5/11）
てんとうむしプロジェクト05『NEW HOME』

てんとうむしプロジェクト05『NEW HOME』
［関連企画］テレビ番組をつくろう！

16
fri

17

sat

18

19

sun

mon

20

tue

21

wed

22

thu

23
fri

24

sat

25

sun

26

mon

27

tue

28

wed

29

thu

30
fri

31

sat

（5/17－6/29）
新incubation6 堀尾貞治×冬木遼太郎『Making Sense Out of Nonsense』

素謡の会「世謡の春」 第1回「桜川」

第320回 市民寄席

「自分で染める自分で織る」
作品展

明倫茶会 ｢和菓子のはじまり｣
［共催］第19回 京都国際ダンス
ワークショップフェスティバル 2014
“READY TO REACT”（4/11－5/6）
［共催］KYOTOGRAPHIE 国際写真フェスティバル
（4/19－5/11）
『Supernature』

五感で感じる和の文化事業 月イチ☆古典芸能シリーズ
第11回「鳴物を聴く ～お囃子からオペラまで～」

［共催］モノオペラとミニオペラ
「人間の声」
と
「消えた男の日記」

演劇計画Ⅱ－戯曲創作－「Read in Progress」
Vol.3 山崎彬
［明倫WS］イッパイアンテナ
「イッパイアンテナ×演劇×遊び×みなさん」

［共催］石井潤創作集 Vol.1『Persona』
［共催］京都こども能楽囃子教室
（5/30－6/1）
［共催］あごうさとし演劇公演「純粋言語を巡る物語—バベルの塔Ⅰ—」

図書室休室日：5月30日（金）
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TOP IC 02
KAC Performing Arts Program 2014 / Contemporary Theater Program
演劇計画Ⅱ－戯曲創作－

2つの
「悲劇」
をめぐって
演

劇の根本とも言える
「ドラマ＝戯曲」
に焦点を当て、1つのテー

む観客には特に身近に捉えられたようでした。近年、
「生きていること

マを基に2人の若手劇作家がそれぞれ1本の新作戯曲の執

自体の悲劇」
という考えをもとに作品を創作してきた柳沼。
「普段は無

筆に取り組む「演劇計画Ⅱ－戯曲創作－」。2015年秋の上演に向け

視されているが、目を向けたときに、人の持つ残虐性や差別心、執着

て、柳沼昭徳（劇団「烏丸ストロークロック」）と山崎彬（劇団「悪い芝居」）が、

がもたらしている悲劇が散見するような出来事が多くある。このような

3年間をかけて
「二幕の悲劇」
というテーマに挑んでいます。今年2月

社会の悲劇に目を向け、執筆を進めていきたい」
と話しています。

9日、3月22日には執筆中の作品をドラマリーディング形式で発表す

それぞれの作家の戯曲、それぞれの捉える
「悲劇」
を垣間見ること

る
「Read in Progress」
を実施し、2人の劇作家が新作戯曲の一部を

ができた第1回目のリーディング。全く異なるアプローチで
「悲劇」に

初公開しました。

挑む2人の劇作家による創作から今後も目が離せません。

山崎彬とゲストとのトーク

山崎彬は
「また愛か（仮）」
というタイトルの新作を発表。人を殺した
い男と人に殺されたい男女、3人の関係をめぐる悲劇の冒頭部分を、

2年目をむかえ、2人の創作も中盤にさしかかります。定期的に開催するリーディング

20分ほどのリーディングで披露しました。
「俳優や観客の反応をもと

に参加することで、作品の変化の過程を楽しむことができます。また、今夏にはシン
ポジウムも予定しています。こちらもどうぞお見逃しなく！

に、今後の物語を考えていきたい」
という山崎のリーディングは、開
催当日に初めて俳優に脚本を渡し、各俳優が自由な解釈に任せて朗
読を行うというもの。3人の若手俳優に加え山崎自身もリーディング
に参加し、登場人物の台詞やト書きを含め、読みすすめました。高校
生など比較的若い観客が多く、リーディング後のトークでも活発な質
疑応答が行われました。
「殺人や恋愛という行為の悲劇性を描くので
はなく、演劇の登場人物という存在そのものが持つ悲劇性のようなも
のを考えていきたい」
という山崎の、今後の創作に注目です。
一方の柳沼昭徳は構想中の作品を
「試作1」
として発表。2週間の稽
古期間を経て行ったリーディングは、照明や小道具を使用し、チェロと
ギターの演奏も交えたものとなりました。
「出町柳」
や
「加茂大橋」
といっ
た京都の地名が語られ、そこでの悲劇的な情景は、実際に京都に住

岩村空太郎（アート・コーディネーター）

PROFILE
柳沼昭徳（やぎぬま あきのり）

柳沼昭徳「試作1」リーディング

高校演劇部を経て近畿大学で演劇を専攻する。在学中の1999年に
「烏丸ストローク
ロック」
を旗揚げ、代表をつとめ、全ての作品において劇作・演出を担当する。演劇で
しかできない再生不可能な空間づくりをめざし、近年では社会と個人との関わりに目
を向けた作品を手がけている。

演劇計画Ⅱ－戯曲創作－
「Read in Progress」今後の予定

山崎彬（やまざき あきら）

Vol.3 山崎彬
Vol.4 柳沼昭徳

「悪い芝居」の俳優・作家・演出家。俳優として、関西や東京で多くの出演歴を持
ち、作家としても
「ベビーブームベイビー」
で京都芸術センター舞台芸術賞にノミネー
ト、
「嘘ツキ、号泣」
で第17回OMS戯曲賞佳作受賞、
「駄々の塊です」
で佐藤佐吉賞
2011最優秀作品賞・優秀脚本賞・優秀助演男優賞受賞、第56回岸田國士戯曲賞最
終選考にノミネートされる。

5月25日（日）15:00－17:00 会場：和室
「明倫」
6月24日（火）19:00－21:00 会場：フリースペース

※イベント情報（P2）もご覧ください

TOP IC 03
素謡の会「世謡の春」

世阿弥の描いた春を聴く
春

という季節は、古来より多くの作家を惹きつけ

詞章の美しさをより楽しむことが出来ます。これまで

るとともに、
『風姿花伝』
『 花鏡』などの芸論も残して

てきました。小説・絵画・音楽・詩歌などジャン

に
『源氏物語』
などの文学作品、
「奈良」
といった地名、

でお送りする4つの謡曲は、いず
います。
「世謡の春」

せいよう

ルを問わず、多くの作家によってさまざまな春が描か

「観阿弥」に代表される能作者など、1年ごとに異な

れも春を舞台にしているとともに、芸論の中で世阿弥

れています。花が咲き乱れる風景を描く作品がある一

るテーマを設け、50を超える謡曲を素謡で紹介してき

が特に高く評価したものです。
「桜川」の子を思う母、

方、花が散ることの物悲しさを描いたものもあり、春

ました。記念すべき10周年を迎える2014年度は、生

「忠 度 」の和歌への執心を捨てきれない男、
「花 筐 」

ただ のり

はな がたみ

たえ ま

の風景ひとつに、作家の精神性が色濃く反映されるこ

誕650年を迎える能の大成者・世阿弥を取り上げ、世

の主君を思う女、
「当麻」の曼荼羅世界を見せる精霊

とも少なくありません。

阿弥による春の謡曲を紹介します。

など、さまざまな人物が織りなす謡曲には、異なる情

す うたい

「謡」を通して能の魅力に迫ってきた「素 謡 の会」。

世阿弥は、物真似が中心であった室町時代当時の
さる がく

景が描かれているだけではなく、
「物狂」
「修羅能」
「天

毎回大広間で行う本企画では、能楽師と観客の距離

申 楽 に、優美な舞や洗練された芸を取り入れ、現在

女の舞」
といった世阿弥が理想とした要素が、多様な

が非常に近いため、謡の力強い響きを身近に体感し、

の能を完成させました。数多くの謡曲を創作・発表す

かたちで描かれています。
一年を通して世阿弥の謡を聴く本企画。4つの名曲を
通して、多岐にわたる春の謡を楽しむとともに、能の持
つ精神性にも触れる機会になるのではないでしょうか。

2014年度 素謡の会「世謡の春」年間予定
第1回「桜川」 5月22日（木）
出演：林宗一郎、河村晴久、味方團ほか
第2回「忠度」 7月10日（木）
出演：片山伸吾、橋本光史、橋本忠樹ほか
第3回「花筐」 11月13日（木）
出演：杉浦豊彦、浦田保浩、味方玄ほか
第4回「当麻」 2015年2月5日（木）
出演：河村晴道、味方健、吉浪壽晃ほか
時間：開演 19:00
会場：大広間
［関連企画］
観能ツアー「雨月」
「班女」 8月31日（日）
「朝長」
「鞍馬天狗」 12月14日（日）

「素謡の会」
では、素謡や仕舞のほか、企画者・ナビゲーターである
田茂井廣道氏とともに、謡曲の舞台を実際に訪れ、撮影を行った
取材映像も上演しています。今年度は、この取材の過程で生まれ
た関連企画
「謡曲ひとめぐり」
を開催します。謡曲ゆかりの地で実際
に謡を聴き、描かれた風景を直に楽しむ新企画は、謡の持つ魅力
に新たな角度で迫ることになるでしょう。どうぞお楽しみに！
岩村空太郎（アート・コーディネーター）
公演の様子

撮影：上杉遥

会場：京都観世会館
謡曲ひとめぐり「卒都婆小町」 11月3日（月・祝）
出演：河村晴道、浦田保親、大江信行ほか
会場：退耕庵（東福寺塔頭）
※イベント情報（P2）もご覧ください

取材の様子

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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