神 戸ア ートビレッジセンター
プ レ ス リリース

2018.7.30

神戸アートビレッジセンター
「ＫＡＶＣアートジャック 2018」
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターの企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、神戸アートビレッジセンターでは、2018 年 9 月 15（土）、16 日（日）の２日間に「ＫＡＶＣアートジャック
2018」と称して、館内すべてのスペースを使った大規模イベントを開催する運びとなりました。
神戸アートビレッジセンター（KAVC）は、地下１階から地上４階建ての建物の中にホール、シアター、リハーサル室やギャ
ラリーなどを併設した複合文化施設になります。
「ＫＡＶＣアートジャック 2018」では、館内すべてのスペースを無料で開放し、各所で参加アーティスト 19 組による公演
や展示、パフォーマンスを行います。
つきましては、本企画をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご取材または情報掲載のご検討を頂けますようお願い申し上
げます。この機会に、ご周知および本事業の告知にご協力頂けますようお願いいたします。
敬具

「KAVC アートジャック」
日時：2018 年 9 月 15（土）、16 日（日）12:00〜20:00
会場：神戸アートビレッジセンター 館内各所
料金：一日 1000 円
出演者・出演団体：明楽和記、ackey&ayachu、アンサンブル・ゾネ（16 日（日）のみ）、伊阪柊・前田耕平・
ミキ仙太郎・宮坂直樹、いるか Hotel 新館 いるか Pension、うんなま、織り手のさき（山崎健吾、平雛子、本
城祐哉）、幻灯劇場、コトリ会議、The Palemen（檜皮一彦＋ORYU）、sunday、ゼロコ、組織化しない劇団 森
林浴、根本しゅん平、破墨プロジェクト、POLY!、MASAI HIROKO、maz、みっつのはなわ（五十音順）
みどころ①
館内各所で様々なアートやパフォーマンスを開催！
神戸アートビレッジセンター内にあるホール、ギャラリー、シアター、
リハーサル室、会議室、スタジオなどの施設のほか、普段は使用してい
ないエレベーターや廊下などのスペースも使用し、公演やパフォーマン
ス、展示を行います。既存の場所に縛られないサイトスペシフィックな
作品鑑賞をご体験いただけます。
みどころ②
芸術の秋を盛り上げる多ジャンルのアーティストが集う祭典！
コンテンポラリーアートやダンス、演劇、サウンドパフォーマンスなど、
様々な芸術分野で活動するアーティストたち総勢 19 組（人）が集まり、
それぞれの表現を行います。KAVC アートジャックは、多様な表現の世
界を一挙にお楽しみいただける大規模なイベントなります。
※デザインコンセプト：メインビジュアルにある図形は、神戸の山々と海、
ひらめき、次の時代への推進力などをイメージして制作しています。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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「ＫＡＶＣアートジャック 2018」ディレクタープロフィール
ウォーリー木下
プロフィール：演出家。神戸大学在学中に劇団☆世界一団を結成。現在は sunday( 劇団☆世界
一 外部団を改称 ) の代表で、全ての作品の作・演出を担当。戯曲家・演出家として、公演も数
多く手がけ、特に役者の身体性を重視した演出に定評がある。sunday での活動にとどまらず、
映像や音楽を取り入れた言葉を発しない、ノンバーバルパフォーマンス集団 THE ORIGINAL
TEMPO のプロデュース・演出を行い、エジンバラ演劇祭にて 5 つ星を獲得。スロベニアや韓国、
ドイツなどと国際共同製作を行うなど、海外からも高い評価 を得ている。11 年に PLAY
PARK- 日本短編舞台フェス、13 年に多摩 1 キロフェスを立ち上げるなど様々な演劇祭でフェ
スティバルディレクターを務めている。メディアアートとパフォーミングアーツの融合で注目を
集め、従来の” 演劇” と いう概念を超えた新しい挑戦をし続けている。
《KAVC 舞台芸術プログラム・ディレクター 就任挨拶》

僕にとって “足を向けて寝られない劇場” のひとつが KAVC だ。
22 年前、こけら落としの一環を劇団でさせてもらった。演出家として初めて仕事を戴いたのもこの劇場だ。
プロデュース公演を何度もやらせてもらった。新しい俳優やスタッフと出会った。もちろん観客にも。僕がまだ 20 代の頃だ。
ひとつの劇場で繰り返し、様々な演劇をつくれたことは、演出家にとって、大きな自己鍛錬と成長に繋がった。その中でも「ロ
ビーストーリーとねずみの秘密」と「ヤング！ジャンプ！」というふたつの舞台は自分のターニングポイントとなった。その
恩義をお返ししたい、というのが今回この役職を受けようと思った最大の理由だ。僕が今あるのは KAVC のおかげ。僕のよう
にまた別の演出家なり演劇人にこの劇場を自己鍛錬と成長の場にしてもらえるよう今度は僕が新しい機会を創れたらいい。そ
れがひいては関西小劇場の愉快な起爆剤にでもなってもらえればそれにまさる喜びはない。
まず 2018 年には、いろんな人に会いたい。そのために、ひとつは「ワークショップ & 公開座談会」という形で専門家の人た
ちに KAVC に集まってもらいワークショップと鼎談をしたいと思う。
もうひとつは９月に「KAVC アートジャック 2018」を開催、全スペースを解放し、様々なアーティストの人たちに利用して
もらえるようにする。そこには演劇人はもちろん映画、音楽、美術、様々なジャンルの人たちが参加できるようなものになる
とよい。そして 2019 年には、僕がプログラムした演目をできれば毎月（おそらく１０回くらいになると思うが）上演して、
観客の皆さんとアーティストの皆さんそして批評家のみなさんを繋げていきたい。関西の演劇シーンで沸々とわき始めている
ことを可視化できるようなラインナップになるべくつとめる。同時に海外のカンパニーを神戸に呼ぶ仕事もはじめる。
なるべく異なる文脈を持った人たちを混入させることで、若い演劇人にとって新しい刺激になるとうれしい。
KAVC から海外に直接つながるような仕組みがあればきっと今までとは違う展望も生まれるのではないか。
そして参加アーティストのみなさんの横の交流が持てるようなことを 2020 年にかけて行っていく。
なにか地に足のついたことを KAVC だからこそできる方法で見つけられたらよい。
劇場ひとつでできることは限られてはいるけれど、KAVC という場所が「ルールの少ない公園」のような場所になると良い。
そこで自然と劇団やアーティストが育っていくような空間。
などと偉そうに話している僕自身もまだまだ新しいものを生み出していきたいので、なんなら KAVC で作品をつくることも考
えていきたい。人を育てるなんて大げさなことは苦手なので、一緒に遊びながら僕自身も成長できる機会にしてみたい。手探
りではじめることなので、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれません。
ぜひともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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「ＫＡＶＣアートジャック 2018」出演者・出演団体プロフィール

明楽和記「The Melting Paintings」

美術

色を置くこと、与えることで作品を成立させる。
作品コメント：限られた時間の中で、成り立つ絵画を展示。

ダンス

ackey&ayachu「逢 ⇄ 合」

プロフィール：柔らかさや繊細さを得意とする動きからストイックと評される ackey( 岡野亜紀 )、

明和和記

「芝居掛かった表現力のあるしなやかで芯の強いダンサー」と定評のある ayachu( 田中彩子 ) によ

るユニット。ジャズ、モダン、コンテンポラリーダンサーとしては勿論、クラスや WS などを通し
て人の身体や関係性の面白さを伝えている。

作品コメント：
「逢う」気が合ったり、好みが合ったりそうする中でさらに深まる人と人との繋がり。
挨拶する、握手する、ニッコリ微笑む、避けたつもりが相手も同じ方向に避けてぶつかる、喋り始

めが同時になり結局譲り合いで訳が分からなくなる…。同じ時間を共有することで生まれる “何か”
を楽しんでいただけたらいいなと思います。

アンサンブル・ゾネ「アンサンブル・ゾネのダンスの断片」（16 日（日）のみ）

ダンス

プロフィール：岡登志子主宰。現代を生きる人間に共通する身体を通し、人間の実存を問う作品

ackey&ayachu

づくりを行う。神戸を拠点に、ダンスメソッドに基づく日常訓練を行いながら作品を創作、発表。
音楽家、美術家とのコラボレーション企画や即興公演、ダンスワークショップも継続して行う。

作品コメント：アンサンブル・ゾネ的、身体と空間の実験です。KAVC の 1 階、2 階の共有スペー
スと階段を使って、振付と即興によるコンポジションを試します。

グループ展「Shifter」伊阪柊「Fault Clock」／宮坂直樹「CV』
前田耕平「A moon」／ミキ仙太郎「身軽」
プロフィール：伊阪柊

美術

アンサンブル・ゾネ

1990 年奈良県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士課程在籍。

映像による環境科学と感覚認識を横断するアナロジーの作出を目指す。主な展覧会「すべてを球

くして去る波」(TATARABA、東京、2018)、
「Endscapes」( アテネデジタルアートフェスティ
バル、アテネ、2018) など。
前田耕平

1991 年和歌山県生まれ。2017 年京都市立芸術大学大学院構想設計修士課程修了。

伊阪柊

自身の体験から巻き起こる人や物との現象をプロジェクト、パフォーマンス、映像などのアプロー
チを通して捉え続ける。主な展覧会「前田耕平アワー

夜のまんだらぼ」( アートホステル

kumagusuku 京都、2016)「fabric, light and dirty」(ARTZONE 、京都、2016）など。
ミキ 仙太郎

1989 年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。「境界」

をテーマに、様々な角度から作品を展開する。主な展覧会「匂いのないバラ、概ねハートマーク、

前田耕平

バカ」（BLOCK HOUSE、東京、2016）、
「身に余る皮」（SPROUT Curation、東京、2012）など。
宮坂直樹 1985 年千葉県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士課程修了。認識の方法に
よって様々に現れる空間の概念を基に、空間構成を研究する。また、ヴェルニッサージュのグラ
スやギャラリーのベンチなど、現代美術におけるデザインを手がける。主な展覧会に「Tips」（京
都芸術センター、京都、2018）、「空間越え」（遊工房アートスペース、東京、2012）など。

ミキ 仙太郎

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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「ＫＡＶＣアートジャック 2018」出演者・出演団体プロフィール

作品コメント：「Shifter」は、映像とインスタレーションを主な表現媒体とした 4 人のアーティ
スト、伊阪柊、前田耕平、三木仙太郎、宮坂直樹の作品を展開します。展覧会タイトルの

「Shifter」は、鑑賞者の感覚を空間的・時間的に切り替える契機としての美術作品に因んでおり、
本展の出品作は全て認識における転換を意図して制作されます。同時に「Shifter」とは言語学
における転換子を意味します。転換子とは、指示代名詞の「this」や「that」、人称代名詞の

「he」や「she」など、発話者の文脈によって意味内容を変える言葉です。転換子は、複数の話

宮坂直樹

者が別々の文脈で会話することを成り立たせる可能性を持ちます。例えば複数の人物が会話をす
るとき、この転換子によってそれぞれが異なった文脈での会話を継続させるという可能性を持ち
ます。言い換えれば転換子は、複数の文脈を橋渡しする交差点の役割を持つのです。本展の作品
は、それぞれの中に美学的な転換子を持って、様々な位相で鑑賞者の認識を転換させます。同時
に、それぞれの作品自体が展覧会の文脈を切り替える転換子となるのです。展覧会場では企画者
宮坂が過去に制作した「CV」という映像鑑賞装置を、本展出品作家である伊阪柊が応用した大

規模な映像作品「Fault Clock」を軸に、前田耕平、三木仙太郎がインスタレーションを展開します。
いるか Hotel 新館 いるか Pension 〈会議は踊る！〜怒涛の傑作会話劇２連続上演〜〉 演 劇
「七人の部長」作・越智優
「俺の屍を越えていけ」作・畑澤聖悟

どちらも演出：谷省吾

プロフィール：1998 年１月、KAVC にて旗揚げ公演以降、スペースゼロ演劇大賞、Short Act

Battle vol.3 優勝などの実績を持つ、いるか Hotel の若手を中心に、大学演劇部、演劇学校、芸
術系専門学校のメンバーからなる若手ユニット。演出はいるか Hotel 主宰の谷省吾。

作品コメント：傑作会話劇の二作品「俺の屍を越えていけ」と「七人の部長」を、シンプルな空

いるか Hotel

間、照明・音響、同じ舞台美術で演劇の面白さを追求する連続上演！

あらすじ／「七人の部長」５月、ある日の放課後！女子高の生徒会室！集められた七人の部長！
ある部の異議申し立て！混乱する会議！夢と現実！紛糾する会議！青春の光と影！そして誰もい
なくなった生徒会室。

あらすじ／「俺の屍を越えていけ」ある放送局。小会議室に、入社５年以内の 6 人の社員が集

められた。彼らは社長より密命を与えられていた。「リストラする管理職を 1 名、若手社員の代
表による話し合いで決定しなさい」・・・

うんなま「うんなま！アーケードシアター

演劇

『リアルスーパーバーチャストリートファイター？？』＆『ときどきでもリアル♡♡』

プロフィール：2013 年、劇団活動開始。2017 年、「劇団うんこなまず」から改名。様々な劇

的要素を駆使して劇場と日常を問う作品群は、「ナンセンスでセンチメンタル」「現代性と演劇的
猥雑さの両立」「ジャンル：うんなま」などと評され、独自進化を邁進中。ウイングカップ 7 最
優秀賞受賞、平成 30 年度次世代応援企画 break a leg 選出。

作品コメント：
「あなた」が「俳優」を「操作」する！？ゆるふわで爆笑な 2 つの混沌とともに、
うんなまが KAVC 初上陸。AR とも VR とも即興芝居とも違うシアターゲームは、まるでゲーム

センターのアーケード。
（きっと）思いのままに俳優が動き、戦っちゃう『リアルバーチャストリー
トファイター？？』恋とはなんだ？本当とはなんだ？俳優が語る言葉の行く末を見守れ！『とき
どきでもリアル♡♡』−きっとこれも、ひとつの劇の、カタチです。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

うんなま
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織り手のさき（山崎健吾、平雛子、本城祐哉）「孤独の島」「React」
プロフィール：平雛子

ダンス

ダンス歴 19 年、神戸女学院大学舞踊専攻にて島崎徹の元で学び、コン

テンポラリーダンスをメインに国内外で活動中。卒業後は蔡暁強ダンスアシスタントを務める。
台湾、ベトナム、韓国のプロジェクトに参加、即興ベースのパフォーマンスを企画、または自身
の作品を招聘作品として披露する。コンテンポラリーダンスを日本に広めるため、日本の舞踊を
海外へと広げるため神戸を中心に活動中。
山崎健吾

平雛子

10 代後半よりジャズダンス、クラシックバレエ、コンテンポラリーダンスを学び、

ダンサーとして多数のバレエ団やダンス作品へ出演。日本 / ドイツ / カナダで踊った後、関西

を拠点に活動し、大植真太郎、辻本知彦、Co. 山田うん、蔡暁強などの作品へ出演。ピラティス

の体幹、バレエをベースとしたしなやかでダイナミックな動き、フロアワークや他者とのコンタ
クトワークなどを織り混ぜ、様々な作品を踊り、創作する。
本城祐哉

兵庫県立宝塚北高等学校演劇科 28 回生。4 才からクラシックバレエ、6 才からジャ

山崎健吾

ズダンスとタップダンス、12 才から市民ミュージカルなどにも出演、18 才でコンテンポラリー
ダンスを始める。2015 年 スカラシップ 100% で Joﬀrey Ballet School jazz&contemporary
summer intensive 参加。2016 年、世界的ダンサー・島崎徹氏の作品に参加、台湾や横浜で上
演を行う。2017 年、アーティスト集団、幻灯劇場に入団。以降、俳優やダンサー、振付師とし
て国内外多数の作品に参加。現在、振付師としても活躍中。

作品コメント：「孤独の島」／「ルール」というテーマによって発想、創作された作品。

「ルール」→「決まりごと / 制約」人々を縛るもの。反面、無秩序な状態で間違いが起こらない様、
大多数の利益の為に創られたもの。縛られる反面、賢く使えばこちらの利益になるもの。作品中

「ルール」に縛られた人々があって、一見集団を形成しているが、結局のところそれぞれが「孤独」
である。「孤独」から発想する「拒絶」や「孤立」などのネガティブな面、面倒な「制約」や「し

がらみ」から解放された「自由」などポジティブな面。否定的、肯定的、双方の視点から「孤独」

を捉え、
「様々な孤独で形成された島」の中で展開される「ルール」や「孤独模様」を描いた作品。

「React」／創作において作り手は常にその場の全てへ反応する (react) ことを求められる。楽曲、
ダンサーの顔面、身体、突然の思いつき、その瞬間にある自分の中の哲学、その時美しいと思う
もの、自らの内外にあるもの全てへの反応が創造力になる。今作はその反応することのみに全力
を注いで創作した作品。

演劇

幻灯劇場「56db」

プロフィール：2013 年旗揚げ。映像作家や俳優、ダンサー、写真家などジャンルを超えた作家

が集まり「祈り」と「遊び」をテーマに創作をする集団。2017 年文化庁文化交流事業として大

韓民国演劇祭へ招致され『56db』を上演。京都市中央卸売市場の旧氷商工場跡で上演を行う等、
国内外・劇場内外で挑戦的な作品を発表し続けている。

作品コメント：月面に暮らすムーンピーポー、彼らは突如現れた月外生命体 KAGUYA の襲撃で
危機を迎えていた。全滅まであと三人。KAGUYA は 56dB 以上の音を探知する。三人は生き残

幻灯劇場

りをかけ、56dB を超えないよう一大作戦を決行する―。音に反応する映像プログラムと民族舞

踊・ストリートダンス・コンテンポラリーダンス、それぞれジャンルの異なった三人のダンサー、
聴覚と触覚を研ぎ澄ます俳優、劇場に居合わた観客が織り成す、天涯孤独のハートフルコメディ。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

神 戸 ア ートビレッジセンター
プ レ ス リリース

2018.7.30

「ＫＡＶＣアートジャック 2018」出演者・出演団体プロフィール

演劇

コトリ会議「節電」／「キャベツの男」

プロフィール：テーブルが好きだ。舞台美術家さんに立派なテーブルを注文することもあるし、
劇団員で作ることもある。どこかから探してくることもある。テーブルがあるふりもする。テー
ブルが好き。テーブルを囲んで会話する二人、テーブル上の水差しの中の水面が心なしか揺れて
いる、緊張感がとても好きな劇団。

作品コメント：「節電」あらすじ／姉の夫から手紙が届く。姉との近況が書かれている。姉は私

に会いたいと言うという。姉の夫は几帳面な字を書く。切手を貼り、封をして、投函する男の姿

コトリ会議

を想像して、笑って泣く。姉は死んでいる。私に会いたい。花を買って、姉の夫に会いに行く私
を想像する。

「キャベツ男」あらすじ／２人の女が誰かを待っている。その誰かは、キャベツみたいな顔をし

ているらしい。キャベツみたいな顔とはどんな顔なのか。２人の話に耳を傾ければ、それが分か
るかもしれない。そして間違いなくその時間は、あなたの人生にとって無駄なのさ。
The Palemen（檜皮一彦＋ORYU）「PALEDROME」

アート・パフォーマンス

プロフィール：コンテンポラリーアートを主な活動領域とする檜皮一彦とペインティングを主と
する ORYU によるユニット。

作品コメント：檜皮が近年手掛けている” 発光系” インスタレーション作品を軸に、それを舞台
装置とした不条理でナンセンスなパフォーマンスを展開する。

The Palemen

演劇

Sunday play # ユキヒ day 「壊れた風景」

プロフィール：1993 年に神大自由劇場を母体に劇団☆世界一団を結成、2006 年 sunday に改称。

「今面白いと思うことを、遊びながら作る」というスタンスで活動中。物語とパフォーマンスの

絶妙なバランス、実力派の役者達による見応えのある演技は公演数が少ない割に確固とした評価
と動員を得ている。目指すは「世界一おもしろい演劇部」。

作品コメント：ビーチパラソルにビニールシート。そこに並べられた食事と飲み物。音楽が流れ

続ける誰もいないピクニック現場に迷い込んだ見ず知らずの人々。別役実の 1976 年作の戯曲「壊

れた風景」を、sunday 座長・平林之英が、満を持して初の演出を担当する。生演奏を織り交ぜ、

sunday play # ユキヒ day

シアター空間に軽やかな不条理の風を吹かせる！出演：平林之英、井田武志、椎原小百合、吉陸
アキコ、安元美帆子、菊地秀之、竹内宏樹

マイム

ゼロコ「モノノメ」

プロフィール：角谷将視と濱口啓介によるパフォーマンスデュオ。日常を切り取ったノンバーバ
ルな演目を発表している。これまでに劇場やストリートのみならず、カフェやジャズクラブ、貸
切の路面電車など様々な空間で公演を行ってきた。

2017 年 10 月には、東京都公認『ヘブンアーティスト』に認定された。

作品コメント：物事を人に例える手法を「擬人化」といいますが、今回行うパフォーマンスは逆
で、人を物事に例える「擬物化」という手法を用います。この「擬物化」を用いて、ゼロコの２
人が生活の一幕を演じていきます。本パフォーマンスでは、演者と共に作品を作り上げていく一
体感や生活習慣での共感、人の生活を覗き見る共犯感などその場、その時、その人達でしか味わ
えない面白さ・不思議さを体感してもらえるパフォーマンス。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

ゼロコ

神 戸 ア ートビレッジセンター
プ レ ス リリース
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演劇

組織化しない劇団 森林浴「生誕祭」

プロフィール：なんとなくとらわれてしまっている概念から自由になることをアートと呼び、価
値観の違う人と人とが出会い、逃げ場となる心のふるさとを作るべく活動している。

作品コメント：生死について思いを巡らせ、大人になってからのお祝いの節目としてアトラクショ
ンを行います。選ばれた人は神輿にのり、他の来場者は参列者となり、生まれ人を弔ったり、生
まれるためのレクチャーを受けたり、応援したりしましょう。

組織化しない劇団 森林浴

根本しゅん平「It captures me, It moves me and Itʼ s gone」

ダンス

プロフィール：幼少よりバレエを始め、ローザンヌ国際バレエコンクールでの受賞をきっかけに
イギリスに留学。その後、英国ロイヤルバレエ団、デュッセルドルフ・バレエ団、クルベリ・バ
レエ団に所属し、ダンサーとして活躍。2013 年からは、フリーランスの振付家として国内外の
カンパニーや大学で指導、振付を行なっている。

作品コメント：本作品では、展示室内を撮影するカメラと、その映像が映し出されているスクリー
ンを撮影する計 2 台のカメラを使用しています。どちらの映像もコンピュータープログラミング

根本しゅん平

によって時間が操作され、時間軸が違った映像がスクリーン上に重なって映し出されます。展示

室内では、動く人々が記憶 (capture) され、それを見た人々は自らの動き (move) を 目撃し、そ
の瞬間、それは消えていきます (gone)。

破墨プロジェクト／山下和也＋高安美帆＋隅野由征「YAMASHITAKAYASUMINO」 美 術

プロフィール：主に日本画家の山下和也、俳優・神楽舞手の高安美帆、ファッションデザイナー
の隅野由征の３名で活動。8 世紀の中国で行われていた、絵画、アクション、パフォーマンスを

横断する墨を用いた芸術表現「破墨」について考察し、現代へ再構築を試みる実験をおこなう。
作品コメント：日本画家、俳優・神楽舞手、ファッションデザイナーの３名が共同制作した作品

とその制作風景の映像を展示。この作品は、
舞手が和紙の上で神楽を舞う軌跡によるドローイング。
神楽の途中で画家が墨でドローイングを加え、ファッションデザイナーが舞手の衣服へ鋏を入れ

破墨プロジェクト

る事で、舞手と神楽の動きに変化を与えます。アクション、パフォーマンスを横断する墨を用い
た表現は「破墨」というテーマを再構築した作品です。

音楽

POLY!「日曜第九」

プロフィール：大所帯非楽器アンサンブルというコンセプトのもと 2017 年夏頃ガムラン演奏者、
カヌーイスト、舞台俳優、ダンサー、絵本作家、詩人、ギャラリーオーナーなど各分野で活動し
ている表現者が緩やかに集合。日用品を音を奏でることができる” 奏具” として捉え直すことに
より、予想のつかない表現の出現を目論んでいる。

作品コメント：規格化された日用品たちを、個性豊かな音を奏でる「奏具」としてあらたにとら

えなおす。そうして再発見された「奏具」たちを誰でも参加できるシンプルなルールに沿って奏し、
いろんなバックボーンを持つ大勢のメンバーによる有機的な対話を通すことにより、予想のつか

ない” ドレミ” の外側に飛び出す僕たちならではの表現の出現を目論む。つまりはそれが「日 曜
第 九」なのです。お楽しみに。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

POLY!

神 戸ア ートビレッジセンター
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「ＫＡＶＣアートジャック 2018」出演者・出演団体プロフィール

MASAI HIROKO「ホープ船」

美術

プロフィール：2004 年武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。
同年、東京コンペ ビジュアルアート部門入選、T−CREATION

アンビル大賞受賞。2005 年

仙台アートアニュアル出品。
作品コメント：ノアの箱舟からか、船は希望をのせたもの、というイメージを持っていた。しか
し、トルコの海岸に横たわった幼い子の遺体が思い出されるように、今日、その船がたどり着く
先が希望の地とは限らない。これから私たちはどこにいくんだろう。そんなことを考えて、色々

MASAI HIROKO

な言語の「希望」をのせた船が行く当てもなく漂う様子を、ゴムボートに寝そべりながら見上げ
る作品をつくることにした。
マイム

maz「マクベス」

プロフィール：2015 年に豊島勇士と黒木夏海により結成。いいむろなおき氏のもとでマイムを
学んだふたりが、演劇とマイムの関係性を捉え直すための試みを続けている（電子音楽の生伴奏
/ 影絵・投射映像との同期 / 立体音響など）。2018 年より「戯曲」にマイムの視点からアプロー
チする「シェイクスピアプロジェクト」を開始。
作品コメント：シェイクスピアの傑作悲劇「マクベス」。主人公 が魔女たちに操られるモノと化

maz

し、がんじがらめになっていく様子をマイムの手法を使って、生身の身体で表現します。寝室の
ベッドやシーツが男が見る不思議な夢の景色となって、あるときは悪魔に、ある時は赤ん坊にと
様々に変貌し、観客にスリリングな体験をお届けします。
演劇

みっつのはなわ「ゴボーを持ちながら」

プロフィール：神戸を中心に活動する女優・津野あゆみと北村美和（いるか Hotel ／和の木）、
同じく神戸出身の脚本・演出家である英衿子（ハナさくラボ）による、おばさんともお姉さんと
も言い難い３人の演劇ユニット。女性どうしのお芝居ならではの絶妙な味わいを大切に、日常と
地続きの場所でのパフォーマンスに挑戦する。
作品コメント：遊園地のショウタイムのように、時間になると約束の場所へやってくる女２人が
繰り広げるひととき。２人は何かを待っている。だけど、ただ待つだけでは飽き足らない。お芝

みっつのはなわ

居はもちろん、時にはゲームのように、時には踊るように。何が見られるかはお楽しみ。ゴドー
を待つのは男２人、ならば女２人は何を待つ？片手に、ゴボーを持ちながら。

お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

竹下、大泉）

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

