2019.1.8 プレスリリース

神戸アートビレッジセンター

美術事業

ART LEAP 2018「道具とサーカス」

2019年2月23日(土)〜3月17日(日)

空中パフォーマー、美術家による注目のアーティストユニットが

ギャラリー、シアター、音楽スタジオを会場に展示とパフォーマンスを開催
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、当センターのご利用および企画運営にご理解、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美術事業では、ART LEAP 2018「道具とサーカス」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）では、作家と連携した展覧会づくりを重視し、枠に問わられない表現の可能性を追求
する展覧会を行っています。2018 年度からは 30 代〜40 代の芸術家を対象に、自身の活動で経験を積んだ作家の新たな表現の
創造と意欲的な挑戦の場となることを期待して公募プログラム「ART LEAP」を始動しました。
記念すべき第 1 回目の出展作家である tuQmo（ツクモ）は、ポールやエアリアルフープなどを使う空中パフォーマーの
ERIKA RELAX と、構造体を利用した空間づくりや身体と関わる物のあり方を思考する美術家の池田精堂によるパフォーマンス
ユニットになります。手にすることで身体を拡張させ、身体の一部となる「道具」。彼らはその使い手と作り手という立場から、
互いの持つ技術を集約し、ERIKA が使う為の道具を池田が制作することにより、身体と物の関係を見つめ、そこから派生する
次の可能性を多様な視点で思考しながら独自のパフォーマンス表現を生み出しています。
本展制作に当たり、彼らの作品にとって重要なキーワードとなる「道具」について様々な場所でリサーチ活動を行いました。
約 10 ヶ月間の制作期間を経て、新たな道具ができるまでの思考プロセスと、その道具がもたらすパフォーマンス空間で展覧会
は構成されます。会期中に行われる tuQmo のパフォーマンスと合わせてご高覧いただけますと幸いです。
つきましては、本企画をぜひ貴社媒体にてご取材頂きたく、情報掲載のご協力を頂けますようお願い申し上げます。
何とぞ宜しくお願い申し上げます

敬具

〈開催概要〉
ART LEAP 2018
「道具とサーカス」
出品作家：tuQmo
（ERIKA RELAX

池田精堂）

会期:2019年2月23日
（土)〜3月17日(日)12:00〜19:00
※火曜日休館
会場:神戸アートビレッジセンター
（1F・KAVCギャラリー、
B1F・KAVCシアター、
スタジオ3)
入場無料
〈展覧会制作レポート公開中！〉
https://www.kavc.or.jp/report/rep02/art-leap-2018/
主催:公益財団法人 神戸市民文化振興財団
神戸アートビレッジセンター

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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神戸アートビレッジセンター

ART LEAP 2018「道具とサーカス」

〈関連イベント〉

〈出展作家プロフィール〉

●オープニングトーク

tuQmo
（ERIKA RELAX

日時：2月23日
（土）
18:00-20:00

ポールやエアリアルフープなどを使ったパフォーマーである

会場：神戸アートビレッジセンター 1F・1room

ERIKA RELAXと造形作家の池田精堂によるパフォーマンスユ

出演：建畠晢
（詩人・美術評論家／ART LEAP 2018審査員）

ニット。
独自のスタイルや表現を求める時、
最もシンプルな方法

tuQmo
（ERIKA RELAX

池田精堂）

池田精堂）

の一つは、
オリジナルの道具を創る事だ。

料金：無料※予約不要

そこで使い手となるERIKA RELAX の為に、
作り手である 池
田精堂が新しい
「道具」
を作る。
互いの持つ技術や身体と物の関
係、
そこに派生してくる次の可能性について色々な視点で探り

●tuQmoパフォーマンス

ながら活動している。

日時：会期中の水曜日、
木曜日、
土曜日、
日曜日
ー2月ー
23日
（土）
15:00、
17:00／24日
（日）
14:00、
16:00、
18:00
27日
（水）
12:00、
14:00／28
（木）
14:00、
16:00、
18:00
ー3月ー
2日
（土）
14:00、
18:00／3日
（日）
14:00、
16:00、
18:00

ERIKA RELAX ワークショップ
「はじめてのポールダンス」

6日
（水）
12:00、
14:00／7日
（木）
14:00、
16:00、
18:00
9日
（土）
14:00、
18:00／10日
（日）
14:00、
16:00、
18:00
13日
（水）
12:00、
14:00／14日
（木）
14:00、
16:00、
18:00
16日
（土）
、
17日
（日）
14:00、
16:00、
18:00
会場：神戸アートビレッジセンター B1F・KAVCシアター
料金：無料※予約不要

〈講師プロフィール〉
ERIKA RELAX
（ポールダンサー）
2014年 MissPoledanceKorea優勝。2014-2016年ユニ
バーサル・スタジオ・ジャパンポールダンサー、2015年京都
国際芸術やなぎみわトレーラープロジェクト、2015-2016
年３代 目 J s o u l B r o t h e r sド ー ム ツ ア ー 、E X I L E t r i b e

●ERIKA RELAX ワークショップ
「はじめてのポールダンス」
ポールやエアリアルフープ等を使って空中パフォーマンスを
行うERIKA RELAXが、
初めてポールに触れる方を対象とした

HIGH&LOWtheLIVEドームツアー、
2017年池田精堂氏が造形
作の漆塗りのオリジナルポールを製作発表。
https://erika-relax.com/

ワークショップを開催！ポールを使って楽しみながら、
新たな
身体表現に挑戦してみましょう！
日時：3月2日
（土）
〈こどもクラス〉
12:00〜13:30
〈おとなクラス〉
16:00〜17:30
会場：神戸アートビレッジセンター B1F・スタジオ1
料金：1,000円
（かぶっクラブ会員：800円）
定員：各回10名
持ち物：短パン
（膝上丈）
or膝上まで捲れる長ズボン、
タオル
申込方法：メールまたは電話からお申込みください。
メール：event-info@kavc.or.jp 電話：078-512-5500
※要予約※未就学児は保護者の方同伴でご参加ください。

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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ART LEAP 2018「道具とサーカス」

〈関連イベント〉
●tuQmoワークショップ
「道具と身体の関係性を探る」
tuQmoが参加者とともに、
その場で新たな目的を考え、
そのた
めの道具を作ります。
それを使いながら道具と身体の関係につ
いて探ります。
日時：3月9日
（土）
15:00-17:00
会場：神戸アートビレッジセンター B1F・KAVCシアター
定員：6名
料金：無料
持ち物：動きやすい服装
申込方法：メールまたはお電話からお申込みください。
メール：event-info@kavc.or.jp
電話：078-512-5500

「技術の交点」
『思考する技術 Artist Social Reproduction』
（2018年/京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA）

※要予約
●クロージングイベント
「道具とサーカス」
座談会
tuQmoによるパフォーマンス終了後に、
本展関係者とともに展
覧会を振り返ります。
日時：3月17日
（日）
18:00〜20:00
会場：神戸アートビレッジセンター B1F・KAVCシアター
料金：無料 ※予約不要

〈ゲストプロフィール〉

トーク
「展覧会をつくる仕事ー設営・施工の視点からー」
日時：2019年1月26日
（土）
18:00〜20:00

1954年岡山県生まれ。
1978年株式会社伏見工芸入社。
店舗改
工を担当。
1992年
「荒川修作の実験展」
（京都国立近代美術館）

池田精堂
（美術家/Exhibition technisian）

を機に展覧会会場の施工を主に手掛けるようになる。
その後、

会場：神戸アートビレッジセンター 1F・1room

タキヤ株式会社、
株式会社ゴードーを経て、
2018年より株式会

料金：500円
（1ドリンク付）
申込方法：メールまたはお電話からお申込みください。

※要予約

和田雅弘
（株式会社Studio Sawna）
装、
企業展示会設営、
百貨店装飾等内装仕上げ業として現場施

出演：和田雅弘
（株式会社Studio Sawna）

電話：078-512-5500

性がありますこと予めご了承ください。
※都合によりプログラムが変更される場合があります。

●ART LEAP 2018
「道具とサーカス」
関連企画

メール：event-info@kavc.or.jp

※イベント開催中は展示作品の一部がご覧いただけない可能

社Studio Sawna入社。
池田精堂
（美術家/Exhibition technician）
1985年京都府生まれ。
2013年京都市立芸術大学大学院修了。
美術家として活動する傍ら、
展覧会や舞台などで美術家やデザ
イナー、
工芸家、
建築家などと関わる環境の中で様々な事を学
ぶ。
そこで得た技術と知識を仕事にした結果、
現在の活動に繋
がっている。

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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