
林勇気 『電源を切ると何もみえなくなる事』
会期： 4月5日（火）－5月22日（日）

 和室「明倫」のみ4月16日（土）－5月1日（日）

 10:00－20:00
（映像機器の電源が切れる時間帯 ｜ 11:00－11:15、
14:30－14:45、19:45－20:00）

  ※入場無料・会期中無休
会場： ギャラリー北・南、談話室、和室「明倫」ほか

［関連企画］

1. アーティスト・トーク　林勇気×平芳幸浩
日時：4月10日（日）15:30－17:00
会場：ミーティングルーム2
※入場無料・事前申込不要

2. タイムカプセルをつくるワークショップ「遠くをみるために」
日時：5月14日（土）11:00－17:00（お一人様30分程度）

会場：ミーティングルーム2
定員：10名（要事前申込／参加無料）

※イベント情報（P2）もご覧ください

京都芸術センターは、平成5年（1993年）に124年の歴
史をもって閉校した「明倫小学校」の校舎を利用して

います。明治2年（1869年）に下京三番組小学校として開校
し、昭和6年（1931年）の大改修で現在の校舎になりました。
赤みを帯びたクリーム色の外壁、オレンジ色の屋根瓦、緑
青色の雨樋と、色彩も美しいスペイン風建築です。細部に
施された細やかな意匠のほか、災害時の避難に有効なス
ロープ、当時では最先端の鉄筋コンクリートを採用するな
ど、随所にこだわりがみられます。

京都の番組小学校はそれぞれの地域に支えられてきま
した。明倫小学校も例外ではなく、校舎の建設費はもちろ
ん、木島櫻谷や菊池契月ら学区在住の作家の手による美
術作品や、ピアノ（ペトロフ、スタインウェイ）の寄贈など、子ど
もたちの学ぶ環境は、町衆の想いに育まれてきたのです。
子どもの頃から《よきもの》に出会い、知ること。その環境
をつくることは自分たちの責任であるという、町の人々の
学ぶことへの姿勢、文化の厚みを感じることができます。
ちなみに「明倫」という名は、18世紀末頃からこの地に

あった石門心学の心学道場「明倫舎」が小学校校舎に充て
られたことに由来します。小学校ができるより更に古くから、
この場所が人 の々《学びの場所》であったことがわかります。

京都芸術センターとして新たな歩みをはじめ15年が経
過した今に至っても、さまざまな価値観と表現を発信する
この場所は、〈しらないこと〉に出会い、〈ちがうこと〉を受

2 016年度、「京都国際ダンスワークショップフェスティバ
ル」が掲げるテーマは「Reconstruction!!（再構築）」。「京

都の暑い夏」の通称が馴染み深いこのフェスティバルでは、
国内外から優れたダンサー、振付家を招き、ダンサーが育ち、
ダンスを介したネットワークが国内外に広がる土壌を20年に
渡り築き上げてきました。「再構築」とは既に形のあるもの、あ
る程度形が出来つつあるものを一度解体し、新たに組み立
てなおすこと。ダンスにふれたい、学びたい人 に々とってより
充実したプラットフォームとなるべく、これまでの歩みに目を向
け、今ある土壌から新たな第一歩を踏み出します。
今年センターにやってくるのはアビゲイル・イェーガー、フラ

ンチェスコ・スカベッタ、トム・ヴェクスレール、坂本公成、森裕
子、カティア・ムストネン、ルイス・ガレー、ディディエ・テロン、森
井淳、セレノグラフィカ。これらの講師が様 な々テーマを軸に
展開する多彩なワークショップクラスに参加することによって、
受講者は、テクニックを学ぶのみならず、講師とともにクリエイ
ションプロセスを探求することができるでしょう。また今回試み
として新たにワークショップクラス「ダンス?・Dance・ダンス！」
を設けます。講師は国内外を問わず幅広く活動を続けるセレ

けとめ、自己のキャパシティを押し広げていく体験の場、
学びの場であり続けています。
この「明倫」という地域において〈学ぶこと〉〈学ぶ場所〉

がどのような意味を持ち、どのように育まれてきたのか、
講演会では資料画像とともに明治から昭和の明倫小学校
の様子をご紹介いたします。現存する趣きある校舎とあわ
せてお楽しみください。

ノグラフィカのお二人。経験、年齢は関係なく、ダンスにふれ、
身体で遊ぶことの出来るクラスです。
例年通り、ワークショップクラス以外にも、ショーイング、ダ

ンス映像の上映など様 な々プログラムが目白押し。受講生の
中から、米国やスウェーデンとの交換研修への参加者や、ディ
ディエ・テロン作品への出演者を決めるオーディションを実施し
ます。プロフェッショナルを目指すダンサーだけでなく、ダンス
や身体に関心がある、そんな人にもオープンに、ワークショップ
フェスティバルを発信していきます。新たに歩を進める「京都国
際ダンスワークショップフェスティバル」をどうかお楽しみに！

がスマートフォンから写真やデータをクラウドに保存することでよ

うやく安心するという時代、私たちの手元に残るリアルなものと

は何か、林は根源的な問いを投げかけます。そしてその問いかけ

が決して厳しい糾弾ではなく、ふわりとした魅力をたたえているこ

とに希望を感じられるのではないでしょうか。

林 勇 気

外出先で携帯電話とノートパソコンのACアダプターを忘れたことに気付いて絶望し
たことがあります。今回の展示では、電源オフでも希望を失わずにいられるような前
向きな鑑賞体験になれば、と願っています。 土山亮子（アート・コーディネーター）

近年の林勇気の作品で代表的なものといえば、切り抜い

た無数の画像を重ね合わせ、それらが自在に動き、ある

ひとつの世界を構成する映像作品で

す。テクノロジーを駆使する様とそ

の切り口のクールさが「ファミコン

世代」から「デジタル・ネイティブ」と

呼ばれる次世代へと吹き抜ける涼

しげな空気を感じさせ、作家が対

象との距離を保ちながら、いかにもさ

くさく仕上げているような心地よさが伝わってきます。しかし、よ

く観察すると、そこに登場する無数のモノはCGではなく、家の

中や近所の住宅地、商店街にポッと佇んでいるような私たちの

日常にありふれたアイテムたちです。林自身が撮りためた

それらアイテムの写真をコンピューターに取り込み、

一つひとつ切り抜き、組み合わせて作品を作って

いるのです。数分の映像を仕上げるのに数ヶ月

を要することもあるといい、クールな画面の奥に

は、大量のデータを厖大な時間をかけて処理す

るという、気の遠くなるような作業が潜んでいます。

作品に登場する切抜き画像の中には、落ち葉やブロッ

ク、ペットボトルなど、「次見たときにはきっとなくなっているも

の」がたくさんあります。身近に流れる時間のひとこまをそっとと

どめるかのように、ある瞬間の輪郭線を切り抜かれ、記憶をま

とった日常の中のささやかなものたちが、「現実の中では消えて

しまった」後も、映像の中で複雑に組み合わされ「も

うひとつの世界」を生きているようです。

今回、林が提示する「電源を切る」という行為

は、これまでの彼の創作からすれば唐突なようで

いて、実はそこには「記憶」と「時間」という、林の作品

を貫く通奏低音が響いています。画面の外

に流れる時間に身体をおくとき、実体らしい

実体を持たない電気信号でできたデータの

集積にすぎない映像というメディウム自体が危

ういものであり、電源のない環境では記憶装置として存在すら

できないという事実に、映像作家として真摯に向き合う姿がう

かがえます。

今回の展示では、1日3回決まった時刻に15分ずつ映像機

器の電源が落とされます。それまでじっと見ていた映像

が突如として消えるとき、私たちの鑑賞体験はどのよ

うに変容するでしょうか。目の前に存在するもの、し

ないもの、そして会場を去ったあと私たちの記憶に

残るものは何でしょうか。15分間待ったとしたら、再

び上映される映像はどのように私たちの目に映るで

しょうか。日常生活のあらゆる場面で映像があふれ、写真も映像

もクリック一つで複製し地球上のあらゆる場所で瞬時に共有で

きるようになった現代、鑑賞も記録も、その存在の拠っ

て立つものが小さな電源スイッチひ

とつだとすれば、そのあまりのはかな

さに立ち返ることが私たちには必要 かもしれません。

展示の関連企画として、タイム カプセルを作る

ワークショップを開催します。参加 者はカプセルに

入れるための品物を持参し、林がイ ンタビューを行っ

て、それぞれが自分の品物について語る様子をビデオ撮影し

ます。完成したカプセルは作家が責任を持って埋めますが、

未来にも決して掘り起こすことはしません。再び日の目を見る

のは、インタビュー映像のみ。この映像が10年後、20年後、30

年後にどこかで上映されます。長い時間を経て掘り起こされた

モノから記憶がよみがえるという従来のタイムカプセルではな

く、モノにまつわる映像だけが生き延びるという、デジ

タル時代のタイムカプセル。展示と合わせて、現

代を生きる私たちの記憶、時間、記録、そしてリア

ルな身体環境に思いを致すことになるでしょう。

コンピューター・エイジといわれて久しく、多くの人
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電 源 を 切 る と
何 も み え な く な る 事

京都芸術センターでは、若手からベテランまで主に関西で活動
するアーティストを中心に、作家が新しい表現を生み出す支援
を行い、その芸術活動を広く紹介する目的で展覧会を開催して
います。平成28年度の展覧会事業第一弾となるのは、映像作家
の林勇気による個展です。

『しらないことにであうばしょ
～明治・大正・昭和の明倫小学校』

京都国際ダンスワークショップフェスティバル 2016

歴史資料や写真、美術作品は京都市学校歴史博物館で開催される企画展で
ご覧いただけます。お見逃しなく！
『番組小学校の軌跡 下京三番組・明倫小学校のあゆみ』3月31日（木）－4月19
日（火）※水曜休館 番組小学校について、石門心学についての講演会も開催
されます。詳細は京都市学校歴史博物館（TEL 075-344-1305）へ。

開催期間は夏とはいえないかもしれませんが、イベントに集まる熱気は夏そ
のもの。フェスティバル期間、朝から晩までダンスに向かい、身体を見つめる
ことで、自分の感覚、知見や常識も「再構築」していくかも。長いような短いよ
うな濃密な時間を是非ご体験ください。 芝田江梨（アート・コーディネーター）
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講演会

講演会『しらないことにであうばしょ～明治・大正・
昭和の明倫小学校』
日時： 4月8日（金）14:00－16:00（館内見学を含む）

会場： 大広間
講師： 和崎光太郎（京都市学校歴史博物館学芸員）

料金： 無料（要事前申込／先着順）

協力：京都市学校歴史博物館、明倫自治連合会
※イベント情報（P2）もご覧ください

京都国際ダンスワークショップフェスティバル 2016
期間： 4月22日（金）－5月8日（日）

会場： 講堂、フリースペース、大広間ほか
講師： アビゲイル・イェーガー、フランチェスコ・スカベッタ、トム・ヴェクスレール、坂本公成、森裕子、

カティア・ムストネン、ルイス・ガレー、ディディエ・テロン、森井淳、セレノグラフィカ
※ワークショップ各コースの詳細と日程、料金については京都芸術センターウェブサイトをご覧ください 
※イベント情報(P2)もご覧ください

明治時代の校門

区民運動会の様子（昭和22年）

現在の京都芸術センター（校舎はほぼそのままですが、まちの様子は変わりました）　撮影：表恒匡

林勇気 （はやし ゆうき）
映像作家。京都市生まれ。1997年より映像作品の制作を始める。主な展覧会に、個
展『あること being/something』（兵庫県立美術館、2011）、『HUMAN FRAMES』（Kunst 
im Tunnel、ドイツ、2011/Substation、シンガポール、2011）、『あなたがほしい i want 
you』（WELTKUNSTZIMMER、ドイツ、2013）、個展『林勇気 with NO ARCHITECTS 光
の庭ともうひとつの家』（神戸アートビレッジセンター、2014）、『窓の外、恋の旅。－風景
と表現』（芦屋市立美術博物館、兵庫、2014）、『アンカラ国際映画祭』(トルコ、2015) など。

PROFILE

京都芸術センター開設当初より、発表支援事業（共催事業）と
して継続開催し、昨年度20周年を迎えた「京都国際ダンス
ワークショップフェスティバル」（通称：京都の暑い夏）。
2016年度、一般社団法人ダンスアンドエンヴァイロメントの協
力を得て、京都芸術センター主催で開催します。引き続き、国
内外で活躍する優れた振付家・ダンサー・アーティストを招いて、
プロフェッショナルなダンサーが育っていくための環境を考察
するとともに学ぶ場を拓き、さまざまなプロジェクトを通して年
齢、経験を問わず、広くダンスに親しみ、楽しめる場も設けます。

リニューアル!!! テーマはReconstruction!!（再構築）
昨年度の20周年を一区切りにし、21周年を迎えるこのフェス
ティバルでは運営体制を一新し、京都芸術センター主催の
事業としてリニューアルして展開していくことになりました。
このフェスティバルを通して学んだことや出会った人 と々の
新たなネットワークやプロジェクトを通じて、自身の新しい
活動が「再構築」されていく、そういう〈場〉作りを目指します。
また、皮膚、筋肉、骨と内臓という具体的な身体を生成し
ているものにより鋭敏になると共に、呼吸、エネルギー、フ
ロー、時間、空間、情報、記憶、イメージなど、様々に私達
の身体を織りなし、生成変化させているものに新しく気づ
き、自身の身体をとりまく知覚を発展的に再構築していく。
そういう身体作りのプロセスを目指します。

プログラム・ディレクター 坂本公成

林勇気《もうひとつの世界003》（2015）

講堂での落成式（昭和6年）
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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・
談話室・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　URL：http://www.kac.or.jp/
　  twitter：@Kyoto_artcenter
　  http://www.facebook.com/kyotoartcenter
　  twitter：@Kyoto_artcenter

アーティストインタビューやイベント情報など
トピックが満載！



林勇気展 『電源を切ると何もみえなくなる事』（4/5－5/22）

京都国際ダンスワークショップフェスティバル 2016（4/22－5/8）

［共催］第2回 都に届いた異国の風
～ヨーロッパ・インド・東アジアの染織～

林勇気展 『電源を切ると何もみえなくなる事』
[関連企画］１. アーティスト・トーク 林勇気×平芳幸浩

講演会『しらないことにであうばしょ～明治・大正・昭和の明倫小学校』

［明倫WS］正直者の会「声に出して読んでみる」

［明倫WS］努力クラブ
「まかないを作るための演劇ワークショップ」

［明倫WS］余越保子「レクチャーワークショップ」

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第34回「大向うを知る」

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRINGマヌエラ・インファンテ / テアトロ・デ・チレ『動物園』
［関連企画］マヌエラ・インファンテ 演劇ワークショップ

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRINGマヌエラ・インファンテ / テアトロ・デ・チレ『動物園』
［関連企画］篠田千明演出『動物園』のためのオープンセッション 英語落語「動物園」＋公開ブレーンストーミング
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檜垣智也氏は、アクースモニウム（＝電子音楽を演奏す

るツール）を日本に本格的に導入し、教育、研究にも力

を注ぐ、筆者が知りうる限り最も精力的な活動を展開

する電子音楽の作曲家・演奏家のひとりである。会場

となった講堂には、形も大きさも高さも様 な々41台のス

ピーカーが非対称に配置されている。舞台中央には黒

地の紗幕、その向こうには音響調整卓を操作＝演奏す

る檜垣氏が透けて見える。

《囚われた女～秋山邦晴のテープレコーダーのため

の詩による》（2013）は、1953年に発表された詩をもとに

檜垣氏が再創作した作品。「狂った石砕けた石崩れた

石にじり取られた石割かれた石汚された石ただれた石

ざわめく石…」という一節では、無数の石が頭上から

降ってくるような音（決してヴァーチャルとは思えない重量感が

ある）、女性の甲高い叫び声と相俟って、音響が空間を

縦横無尽に飛び交う。電子音楽は単に再生されるだけ

でなく演奏者によって再創造され得ることを体験した。

《サロメの娘》（2015）は、七里圭監督による映像をも

とに音響がリアルタイムに付加されるという作品。七里

と檜垣はこれまで《眠り姫》や《DUBHOUSE》のアクー

スモニウム上映で共演してきた。本作は、母への反発、

嫉妬、愛情、慈しみが入り混じった娘の語りで物語が

進行する。スクリーンに娘の姿はほとんどなく、その代

関西で活躍中の黒木夏海のパントマイムユニット

ikiwonomuの第二回公演「わたしはすていぬだった」が

京都で上演されるとの由、足を運んだ。本作は2014年

10月に上演された短編を長編にしたもので、偶々私は

その短編を鑑賞する機会を得たのだが、とても感銘を

受けたことを覚えている。理由は主に二つあったように

神戸を拠点に活動する福重明子は、ノルウェーやメキ

シコ、ポルトガルなどでのアーティスト・イン・レジデンス

や展示の経験を持つ。本展ではモンゴルでの滞在経験

をもとに創作された作品14点を発表した。シルクスクリー

ンの版の重なりや色相による奥行きのある空間に、ペン

を使った線描が重ねられている。鉱物を自分で混ぜ合わ

せてつくったというインクの色面は、物質感のある光を含

み、平面のなかに不思議な厚みのある空間を作り出して

いる。ひとつひとつの作品は大きくないが、線やモチーフ

を目で追っていくと、そこかしこに空間の入り口や出口が

あり、迷い込むように長い間見入ってしまう作品だ。

それぞれの作品タイトルは、《オオカミと遊び》《馬乳

酒》《Fuel》などとなっていて、展覧会場には次のような

説明テキストが設置されていた。「2013年モンゴルに

滞在したのは秋の１カ月間／そのうち遊牧民の方と生

活したのは、たったの10日間。／そこで記憶に残った

14の場面」。それぞれの作品には、描かれたものにま

つわる旅のエピソードが書かれていた。たとえば《ゲ

ル》のエピソードはこうだ。̶ ゲルには夫婦とおばあ

ちゃんがひとり。外は草原と家畜しか見えないけれど、

家の中は濃密。̶ 福重が集落の生活に入り込み、ま

なざしている景色を思い浮かべることができる。

福重は異なる土地の風景やそこに暮らす人 の々生活に

檜垣智也「アクースマティック作品による音の個展」
1月29日（金）
京都芸術センター 講堂、大広間

ikiwonomu「わたしはすていぬだった」
1月29日（金）－31日（日）
東山青少年活動センター（京都市東山区）

福重明子「Circulation change」
1月30日（土）－2月20日（土）
The Third Gallery Aya（大阪市西区）

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。

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

美術

林勇気展
『電源を切ると何もみえなくなる事』
映像作家の林勇気による個展。展示中に映
像機器の電源を切ることで立ち現れる体験を
提示し、デジタル時代の記憶や記録について
問います。
会期： 4月5日（火）－5月22日（日）

 和室「明倫」のみ4月16日（土）－5月1日（日）

 10:00－20:00
（映像機器の電源が消える時間帯│11:00
－11:15、14:30－14:45、19:45－20:00）

  ※入場無料・会期中無休
会場： ギャラリー北・南、談話室、和室「明倫」ほか

［関連企画］
１. アーティスト・トーク 林勇気×平芳幸浩
日時： 4月10日（日）15:30－17:00
会場： ミーティングルーム2
ゲスト：平芳幸浩（本展企画者、京都工芸繊維大

学准教授、京都芸術センター運営委員） 
※入場無料・事前申込不要

２. タイムカプセルをつくるワークショップ
「遠くをみるために」
タイムカプセルに入れる物品を持参した参加
者を林勇気がインタビュー撮影し、未来に上
映します。
日時： 5月14日（土）

 11:00－17:00（お一人様30分程度）

会場： ミーティングルーム2
定員： 10名　
料金： 無料（要事前申込）

持物：タイムカプセルに入れたいもの

※Topic01（P1）もご覧ください

伝統

五感で感じる和の文化事業 創生劇場
「Traditional Trial」
「伝統」と「革新」は表裏一体。「TraditionalTrial」
では、現代を見据えた新たな表現を模索・創作
します。

＃2. 狂言×中国変面
狂言と変面それぞれの演目に加えて、狂言×
変面『からくり人形』を創作上演します。
日時： 3月30日（水）開場18:30 開演19:00
会場： 講堂
出演： 茂山正邦、茂山茂、姜

きょうほう

鵬ほか
作・演出：村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット）

司会： 小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授）

演目： 狂言×変面『からくり人形』
 狂言『右近左近』
料金： 一般前売2,000円／当日2,500円
 高校生以下前売1,500円／当日2,000円

五感で感じる和の文化事業
月イチ☆古典芸能シリーズ
第34回「大向うを知る」
月一回は古典芸能に親しもうという企画。4月
は、歌舞伎で客席から舞台に向かって声を掛
ける「大向う」に着目します。
日時： 4月26日（火）19:00－20:30
会場： 大広間
講師： 岩城重義（歌舞伎大向初音会 会長）

定員： 70名
※入場無料・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。

「糸おかし茶会」
今回は、西陣で京繍の工房を主宰し、世界的
に活躍している長艸敏明、純恵ご夫妻を席主
にお迎えします。
日時： 5月22日（日）10:30
会場： 大広間
席主： 長艸敏明、純恵（長艸繡巧房）

内容： 抹茶とお菓子
定員：80名
申込方法：ウェブサイトまたは電話にて申込

（先着順）

※往復はがきでの申込は受け付けていま
せん。抽選制ではなく先着順になります
のでご注意ください

ダンス

ヌノ・ピザロ ダンス・ワークショップ
日時： 3月28日（月）18:30－21:30
会場： フリースペース
講師： ヌノ・ピザロ
料金： 3,500円（要事前申込）

主催： 京都芸術センター、
 Dance & Environment
共催： KYOTO EXPERIMENT

京都国際ダンスワークショップフェスティ
バル 2016 
国際的に活躍する振付家、ダンサーらを講師と
して招聘。ビギナーからプロのダンサーまで様々
なレベルのクラスを設けたワークショップ、受講
者以外にもオープンなプログラムを開催します。
期間： 4月22日（金）－5月8日（日）

会場： 講堂、フリースペース、大広間ほか
講師名：アビゲイル・イェーガー、フランチェ

スコ・スカベッタ、トム・ヴェクスレー
ル、坂本公成、森裕子、カティア・ムス
トネン、ルイス・ガレー、ディディエ・テ
ロン、森井淳、セレノグラフィカ

※ワークショップ各コースの詳細と日程、料金につい
ては、京都芸術センターウェブサイトをご覧ください

※Topic02（P4）もご覧ください

K YOTO EXPERIMENT

マヌエラ・インファンテ / テアトロ・デ・チレ
『動物園』
演劇文化が再興するチリから最注目の演出家が
来日。言語の政治性から世界の非対称性を暴く。
日時： 3月25日（金）20:00
 26日（土）20:00
 27日（日）17:00
会場： 講堂
料金： 一般前売2,500円／当日3,000円
 25歳以下・学生・65歳以上
 前売2,000円／当日2,500円
 高校生以下1,000円（前売・当日共）

 ペア4,500円（前売のみ）

［関連企画］
マヌエラ・インファンテ 演劇ワークショップ
日時： 3月31日（木）19:30
 4月  1日（金）19:30
会場： 講堂
料金： 3,000円（2日間通し／要事前申込）

篠田千明演出『動物園』のためのオープンセッション
英語落語「動物園」＋公開ブレーンストーミング
日時： 4月2日（土）14:00－16:30
会場： 大広間
料金： 500円（要事前申込）

申込：KYOTO EXPERIMENT事務局
　TEL：075-213-5839
　WEB：www.kyoto-ex.jp

トークイベント

講演会『しらないことにであうばしょ～
明治・大正・昭和の明倫小学校』
現在、京都芸術センターとして活用している
元明倫小学校について、歴史資料や写真を
もとに、その歩みをご紹介します。明倫という
地域にとって、〈学ぶこと〉〈学ぶところ〉がど
のような意味を持ち、どのように育まれてきた
のでしょうか。現存の校舎とあわせてお楽し
みください。
日時：4月8日（金）

 14:00－16:00（館内見学を含む）

会場：大広間
講師： 和崎光太郎（京都市学校歴史博物館学芸員）

料金：無料（要事前申込／先着順）

協力：京都市学校歴史博物館、明倫自治連
合会

※Topic03（P4）もご覧ください

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・要事前申込）

正直者の会「声に出して読んでみる」
好きな本を参加者に持って来ていただき、そ
れを音読してもらいます。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ります。
「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」ことなどを行います。
日時： 4月3日（日）15:00－18:00
会場： 制作室4
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

余越保子
「レクチャーワークショップ」
ニューヨークと京都を拠点に活動する振付
家・余越保子が、NYタイムズ紙の「批評家に
よる2015年ダンス・ベストテン」に選ばれた自
作『ZERO ONE』創作の過程を、これまでNY
で発表してきたダンス作品映像も交えて語り
ます。余越がこれまで取り組んできた日本の
伝統舞踊をコンテンポラリーダンスとして転
換していく作業や、日本人の身体性と西洋の
テクニックをベースとしたコンテンポラリーダ
ンスとの葛藤と折り合いと共生を振付家の視
点から検証します。
日時： 4月17日（日）14:00－16:00
会場： 制作室3
定員： 15名

努力クラブ 「まかないを作るための演劇
ワークショップ」
努力クラブの現場では、食事は炊き出しをし
ています。同じ食事を摂ることで作品に一体
感も生まれます。この講座では実際の調理
は行いませんが、演劇の要素を取り入れつ
つロールプレイング等でまかないについての
ワークショップをします。
日時： 4月19日（火）19:30－21:00
会場： ミーティングルーム2
定員： 10名
対象： イベントやパーティーの企画側の人
持物： 筆記用具、スーパーのチラシ（1枚以上）

発表支援事業（共催事業）

第2回 都に届いた異国の風～ヨーロッパ・
インド・東アジアの染織～
祇園祭に山鉾風流を出す京都の町衆が選好
み、ハレの道具類に使用した異国の染織品
約120点を展示します。町衆の教養の高さと
美意識もお愉しみください。
会期： 4月14日（木）－20日（水）10:00－18:00
  ※入場無料・会期中無休
会場： 大広間
主催・問合せ：京都生活工藝館 無名舎（舎主：

吉田孝次郎）

　TEL：075-221-1317  

制作支援事業

青木万樹子個展『心を照らす』
会期： 4月9日（土）－23日（土）14:00－19:00
  ※火曜・水曜は休廊
会場： 特定非営利活動法人CAS（大阪市浪速区）

問合せ：特定非営利活動法人CAS
　TEL：06-6647-5088
　E-mail：info@cas.or.jp
　WEB：http://cas.or.jp/

アトリエ劇研スプリングフェスvol.2
烏丸ストロークロック×庭ヶ月
共同連作「凪の砦」
凪の砦3『還る浜は凪がず』
日時： 4月22日（金）19:30
 23日（土）14:00／18:00
 24日（日）14:00
会場： アトリエ劇研（左京区）

料金： 一般前売2,000円／当日2,300円
 学生前売1,500円／当日1,800円
問合せ：アトリエ劇研　　　　
　TEL：075-791-1966

アトリエ劇研スプリングフェスvol.3
技術スタッフのためのワークショップ公演
田中遊『録音と生活』
第一線で活躍する舞台技術者の指導の下、
若い技術者たちが、綿密に設計される田中遊
の新作公演を立ちあげます。
日時：4月29日（金・祝）19:30
 30日（土）15:00
 5月  1日（日）11:00／15:00
会場： アトリエ劇研（左京区）

料金： 一般前売2,000円／当日2,300円
 学生前売1,500円／当日1,800円
問合せ：アトリエ劇研　　　　
　TEL：075-791-1966

てんこもり堂 第8回本公演
『おぼろおぼろ』
春。兄を結婚させようと妹は奔走するが、事
態は思わぬことになっていき…。
日時：4月29日（金・祝）19:30
 30日（土）14:00／18:00
 5月  1日（日）11:00／15:00
会場： KAIKA（下京区）　　　　
料金： 一般前売2,000円／当日2,300円  
 学生前売1,800円／当日2,000円
 3人券5,000円（前売のみ）

問合せ：てんこもり堂（きん）　　　　
　TEL：090-9701-9962
　E-mail：tenkomoridou@yahoo.co.jp
　WEB：http://tenkomoridou.at.webry.info/
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図書室休室日：4月28日（木）

空間を独創する音の芸術

彼女がマイムをやる理由

旅の記憶を想起する

音楽

演劇

美術

筒井はる香

ピンク地底人3号

内山幸子

わりに一頭の馬、白い林、赤い波などの心象的な風景

が映し出される。娘の静かな独白や日常音は、スピー

カーを通して増幅され拡張され、音塊となって身体の

奥深くに突き刺さった。

松井茂と山本一彰による詩と七里圭による映像を伴

うインスタレーション《入院患者たち》（2016）は会場を

大広間に移して上演された。部屋にはオープンリール

のポータブルレコーダーが10台、プロジェクタが6台配

置されている。照明が消えると、一斉にテープが回り始

め、障子や壁や天井に映像が顕われた。「分散」をキー

ワードにし、中心を持たずヴァーチャルな連携でもって

世界各地で活動する「イスラム国（IS）」の動向をテーマ

にし、22冊の本の22頁の1行目22文字を引用して作ら

れた詩は、複数のレコーダーによって混じり合う。意味

を辿ることはほぼ不可能だが、行先の分からない焦燥

感を生み出すことに成功していた。

アクースモニウムの演奏を聴きながら、聴取の在り

方について考えさせられた。発音源を見ないままス

ピーカーからの音に耳を傾けるという聴取形態は、聴

覚のための究極の芸術かもしれない。今回の個展は、

彼の十数年に亘る活動の集大成であり、日本の電子音

楽の歴史においてもメモリアルな出来事になるだろう。

思う。一つはたった３０分の作品でありながら、すていぬ

だった「わたし」が飼い主と出会い別れていく様を見事

な起承転結で描き切ったこと、つまり物語構成の巧みさ

という点において。そしてもう一つはすていぬである「わ

たし」を黒木本人がマイムで演じるという、その趣向の

確かさにおいてであった。犬は言葉を話すことができな

い。しかし言葉は交わせなくても人間と犬は深く通じ合

うことができる。よく何の企みもなしに「犬役」を舞台に

登場させ人間と同じように喋らせてしまう作品を見かけ

るが、黒木は犬が喋れないことを逆手に取り、マイムに

よる身体言語で犬と人間がコミュニケーションを描くこ

とで言葉では表現できない感情を浮かび上がらせるこ

とに成功していたように思う。つまりマイムである必然が

「わたしはすていぬだった」にはあったのだ。さて、で

は今回の長編verはどうだったのだろう。上記した二点

については変わらない。ただ去年の短編とは別の理由

でこの作品はマイムでやらねばならぬことに私は気が

ついた。

作品の白眉でもある冒頭のシークエンスは以下のよう

に描かれる。すてられた「わたし」が土砂降りの雨の中、

ダンボールで縮こまっている。「わたし」がどれだけ孤独

なのかが雄弁に伝わってくる中で後の飼い主となる男

が傘を置いていく。一転して雨が上がる。雨上がりの朝、

「わたし」は自分が生きていることを実感する。そして男

の残していった匂いを頼りに走り始める……。

この作品はマイム（コミュニケーション）を前提として成り

立っている世界である。つまりマイム（コミュニケーション）が

できないことは「死」を意味している。「わたし」は独り、ダ

ンボールの中で死んでいたのだと思う。しかし飼い主と

出会いマイム（コミュニケーション）を求めることで「わたし」

は再び「生」を受ける。だからこそ最初にはっきりと明示

されるマイムは「わたし」の疾走なのだ。これほど「生」の

証として相応わしいものはない。雨→晴天、静→動、そ

して死→生へ。マイム（コミュニケーション）をとること、それ

は誰か（わたし）が誰か（飼い主）を求めることであると同時

に、生きることそのものでもある。

ではマイムをしているのは誰か？ そう、「わたし」を演じ

る黒木本人である。これはすていぬの「わたし」の物語で

あると同時にマイムで作品を作り続ける黒木自身の物語

でもあったのだ。 （31日14時の回観劇）

関心を持って創作している美術作家だが、展覧会場でも、

モンゴルの遊牧民の集落で触れた動物の心臓のあたた

かさや、身ぶり手ぶりでのコミュニケーションにまつわるエ

ピソードなどについて語ってくれた。異なる文化や社会に

身を置き、言葉も十分に通じない環境で、その時その場

所で出会った人たちや風景と、自身が確かに接続したと

いうような瞬間を、福重は取りこぼさない（話を聞いていると、

彼女は異文化や異言語の環境で、そういった関係性を生み出すコ

ミュニケーションの技術にとてもたけているように思う）。その記憶

や体験の残像としてのイメージを、版を重ねながら紙の上

に定着させようとしているかのようだ。イメージを幻影とし

て扱うのではなく、その温度や手ざわりを探すような、い

わばイメージに根源的に触れようとする行為にも思える。

さらに今回の作品群には、これまで福重が訪れた北

極圏のサーミ人との生活やメキシコ滞在から生まれた

というモチーフが重ねられている。ある土地での鮮明

に心に残る風景や体験があり、それがあるとき別の土

地で突然想起されるということは、旅の経験者なら想

像することができるのではないだろうか。それは個人

的な連想や偶然として語られがちであるが、福重の実

践は、そういった記憶の連鎖そのものを考察し、断続

的な時間や空間が同時に立ち上がる記憶という場所を

築き上げているようである。

つつい はるか／音楽学者●『リュック・フェラーリ センチメンタル・テー
ルズ―あるいは自伝としての芸術』（椎名亮輔訳）がアルテスパブリッシ
ングから発売されます。独語部分の翻訳を担当しました。よろしければ
手にとってご覧ください。

ぴんくちていじん３ごう／地底人兄姉弟の長男、演出家●最近レコードプレー
ヤーを買いました。「小さな恋のメロディ」のサントラをよく聞いています。

うちやま さちこ／アートマネージャー●福重明子さんの展覧会で記憶
を想起することについて考えながら、菅啓次郎『コロンブスの犬』を思
い出しました。世界とは何だろうという示唆に満ちたブラジル旅行記。
名著です。

京都民謡まつり
日時： 4月17日（日）開場12:15 開演13:00
会場： ロームシアター京都 メインホール
出演： 京都民謡民舞連合会所属団体、

大野実佐子、剣持雄介、翔田ひか
り、弘田るみ、細川澄美枝 ほか

料金： 前売2,300円／当日2,500円
チケット取扱：京都芸術センター、ローム

シアター京都、京都コンサート
ホール

第242回 市民狂言会
日時：5月27日（金）

 開場18:30 開演19:00
会場： 京都観世会館（左京区）

演目： 末広かり、皸、八句連歌、犬山伏
出演： 茂山千五郎、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、チケット
ぴあ（Pコード：450-006）

※団体券2,200円（20名以上）は京都
芸術センターにて取扱

※京都芸術センターにて、4月1日
（金）より販売開始

平成28年度 市民狂言会
年間席札販売
公演日：5月27日（金）、8月19日（金）★

12月2日（金）、2017年3月3日（金）

会場： 京都観世会館（左京区）、金剛能楽
堂（上京区）★8月19日開催のみ

料金： 8,000円（全4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、4月1日（金）より販
売開始。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

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

※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

京都国際ダンスワークショップフェス
ティバル 2016 受講者募集
国際的に活躍する振付家、ダンサーらを
講師として招聘。ビギナーからプロのダ
ンサーまで様々なレベルのクラスを設け
たワークショップを開催します。
期間： 4月22日（金）－5月8日（日）

会場： 講堂、フリースペース、大広間ほか
※ワークショップ各コースの詳細と日程、料
金については、京都芸術センターウェブサ
イトをご覧ください

トラディショナル・シアター・トレー
ニング（T.T.T.）2016 受講生募集
T.T.T.は、舞台芸術に携わる方を対象とし
た3週間の伝統芸能トレーニングです。
期間： 7月19日（火）－8月13日（土）

応募条件：演劇・ダンスなど、舞台芸術に
関わる表現活動もしくは研究活動
を行っている方。原則として、オリエ
ンテーションから発表会までのす
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・性別は不問

定員： 24名（能・狂言・日本舞踊 各コース8名

程度）

受講料：一般70,000円／学生・アーティ
スト（審査あり）50,000円

  ※その他割引あり
締切： 6月30日（木）〔必着〕

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

アーティスト・イン・レジデンス2017
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。2017年度
はビジュアル・アーツの分野から募集します。
滞在期間：2017年4月1日（土）－2018年

3月31日（土）（3ヶ月以内）

応募資格：
・ ビジュアル・アーツの分野の新進芸術
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

支援内容：
・ 滞在期間中（3ヶ月以内）の宿泊場所の
提供

・ 制作場所の提供
・ 制作費として1件につき（個人・グループ 

問わず）20万円の補助
・ 広報及び宣伝協力
・ アートコーディネーターによるサポート
締切： 6月30日（木）〔必着〕

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）。

撮影：末山孝如
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