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５５５５月月月月のアーティスト・インのアーティスト・インのアーティスト・インのアーティスト・イン・・・・レジデンスレジデンスレジデンスレジデンス    プログラムプログラムプログラムプログラム    

～～～～神社でライブ・ペインティングパフォーマンス！神社でライブ・ペインティングパフォーマンス！神社でライブ・ペインティングパフォーマンス！神社でライブ・ペインティングパフォーマンス！    ＆＆＆＆    ダンスカンパニーダンスカンパニーダンスカンパニーダンスカンパニー２組滞在！２組滞在！２組滞在！２組滞在！～～～～    

    

    

５月～６月初めに城崎国際アートセンターで予定されている、アーティスト・イン・レジ

デンス・プログラムをお知らせする。 

    

１１１１    久原久原久原久原
く は ら

鉄秀鉄秀鉄秀鉄秀
てっしゅう

「せんのいろプロジェクト」「せんのいろプロジェクト」「せんのいろプロジェクト」「せんのいろプロジェクト」滞在制作滞在制作滞在制作滞在制作    

⑴⑴⑴⑴    滞在制作滞在制作滞在制作滞在制作    

アアアア    期間期間期間期間    

５月 17 日（水）～ 21 日（日） 
    

イイイイ    内容・特色内容・特色内容・特色内容・特色    

(ｱ) 踊るように絵を描くことから“舞描
ぶびょう

”と名付けられたパフォーマンスを行う久原

鉄秀さんと絵師の東
あずま

 學
がく

さんによるライブ・ペインティングのパフォーマンス。 

(ｲ) 音楽･ダンス･美術のジャンル、プロ・アマチュアの垣根を超えた作品を創作する。 

(ｳ) 公開ワークショップでは、城崎温泉の四所神社で、地元の子どもたちとともに、

写真(右)のような禅問答をモチーフにしたライブ･パフォーマンスで作品を作り上

げる。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵⑵⑵⑵    地域交流プログラム地域交流プログラム地域交流プログラム地域交流プログラム    

アアアア    公開公開公開公開制作制作制作制作    

ライブ･ペインティングパフォーマンスの映像制作の様子を公開する。 

((((ｱｱｱｱ))))    日時日時日時日時    

５月 19 日（金）午後１時 30 分 ～ ５時 30 分（※ 途中入退場自由） 

((((ｲｲｲｲ))))    場所場所場所場所 

城崎国際アートセンター ホール 

((((ｳｳｳｳ))))    料金料金料金料金 

観覧無料 

((((ｴｴｴｴ))))    対象対象対象対象 

どなたでも（※ 未就学児入場可） 

((((ｵｵｵｵ))))    申込み申込み申込み申込み    

不要 

遊機体(2014)Ⓒbozzo  禅問答 LIVE PAINT(2009) 

資料資料資料資料    11111111        



11 － 2 

イイイイ    公開ワークショップ公開ワークショップ公開ワークショップ公開ワークショップ    

子どもたちが、アーティストと一緒に、ライブ･ペインティングパフォーマンスの創

作を行う。    

((((ｱｱｱｱ))))    日時日時日時日時    

５月 20 日（土）午後３時 30 分 ～ ６時 

((((ｲｲｲｲ))))    場所場所場所場所    

四所神社（城崎町湯島 447） 

((((ｳｳｳｳ))))    講師講師講師講師    

久原鉄秀、東 學 

((((ｴｴｴｴ))))    参加者参加者参加者参加者    

小学生から高校生 計６人 

((((ｵｵｵｵ))))    その他その他その他その他    

観覧は無料（※ 申込不要）。 

どなたでも自由観覧でき、途中入退場も自由 

    

    

２２２２    きたまり／きたまり／きたまり／きたまり／KIKIKIKI
キ

KIKIKIKI
キ

KIKIKIKI
キ

KIKIKIKI
キ

KIKIKIKI
キ

KIKIKIKI
キ

    

グスタフ・マーラー交響曲第グスタフ・マーラー交響曲第グスタフ・マーラー交響曲第グスタフ・マーラー交響曲第６６６６番「悲劇的」番「悲劇的」番「悲劇的」番「悲劇的」滞在制作滞在制作滞在制作滞在制作（第（第（第（第１１１１期）期）期）期）    

⑴⑴⑴⑴    滞在制作滞在制作滞在制作滞在制作 

アアアア    期間期間期間期間    

５月 12 日（金）～ 27 日（土） 
 

イイイイ    内容内容内容内容････特色特色特色特色 

(ｱ) 京都を拠点に活躍するダンサー･きた まりさん

が主宰するダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI のグス

タフ･マーラーの交響曲を１年に１曲、ダンス作品

として上演する長期プロジェクトの滞在制作。 
 

(ｲ) 城崎での滞在制作では、“観客と出会う旅”をテ

ーマに、普段の活動拠点とは違う場所での創作と

観客との交流に取り組む。 
 

(ｳ) KIAC での滞在制作は、５月と７月の２回に分け

て行う。 

 

 

⑵⑵⑵⑵    地域交流プログラム地域交流プログラム地域交流プログラム地域交流プログラム    

ダンスを見たことがない人も気軽に参加できる、オープンスタジオを全４回開催する。 

    アアアア    日程日程日程日程    

((((ｱｱｱｱ))))    カラダをほぐす会カラダをほぐす会カラダをほぐす会カラダをほぐす会    

【第１回】 ５月 15 日（月）午後７時 30 分～ 

【第２回】 ５月 17 日（水）午後７時 30 分～ 

【第３回】 ５月 21 日（日）午前 11 時～ 

((((ｲｲｲｲ))))        ダンスを見ながらお茶する会ダンスを見ながらお茶する会ダンスを見ながらお茶する会ダンスを見ながらお茶する会    

【第１回】 ５月 25 日（木）午後７時 30 分～ 
 

イイイイ    場所場所場所場所    

城崎国際アートセンター スタジオ 
 

ウウウウ    料金料金料金料金    

無料（※ 事前申込制） 

マーラー交響曲第 7 番「夜の歌」A プログラム 

(2016 年 10 月)アトリエ劇研（京都） 
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エエエエ    申込申込申込申込みみみみ    

城崎国際アートセンターに電話またはメールで申し込む 

（イベント名、代表者氏名、人数、連絡先が必要） 
 

オオオオ    託児サービス託児サービス託児サービス託児サービス    

各回１週間前までに城崎国際アートセンターへ電話で申し込む 

（対象：満１歳６カ月～就学前まで） 

 

 

 

３３３３    北尾北尾北尾北尾
き た お

    亘亘亘亘
わたる

／／／／ＢａｏｂａｂＢａｏｂａｂＢａｏｂａｂＢａｏｂａｂ
バ オ バ ブ

    滞在制作滞在制作滞在制作滞在制作    

⑴⑴⑴⑴    滞在制作滞在制作滞在制作滞在制作 

アアアア    期間期間期間期間    

５月 29 日（月）～６月 11 日（日） 
 

イイイイ    内容内容内容内容････特色特色特色特色 

(ｱ) 土着的で躍動感のある振付、圧倒的な群舞
ぐ ん ぶ

で、近年注目を集めるダンスカンパ

ニー･Baobab（主宰･北尾 亘）のレパートリー作品のクリエーションのための滞在

制作。 

(ｲ) 今後の国内外のフェスティバルへの参加や海外公演を見据え、ツアー公演に適

した作品を、創作に集中できる環境下で制作する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵⑵⑵⑵    地域交流プログラム地域交流プログラム地域交流プログラム地域交流プログラム        

アアアア    北尾北尾北尾北尾    亘／Ｂａｏｂａｂ亘／Ｂａｏｂａｂ亘／Ｂａｏｂａｂ亘／Ｂａｏｂａｂダンスダンスダンスダンス････ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

北尾 亘を中心にＢａｏｂａｂのダンサーと一緒に“オリジナルダンス”を創る市民

向けのダンス・ワークショップを開催する。 

((((ｱｱｱｱ))))    日時日時日時日時    

６月３日（土）午後２時 ～ 

((((ｲｲｲｲ))))    場所場所場所場所 

城崎国際アートセンター 

((((ｳｳｳｳ))))    対象対象対象対象 

高校生以上 

※ ダンスや身体に興味のある人で、適度な運動をこなせる人 

((((ｴｴｴｴ))))    定員定員定員定員 

20 人 

((((ｵｵｵｵ))))    料金料金料金料金 

無料（※ 事前申込制） 

Ⓒbozzo ⒸManaho Kaneko 
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((((ｶｶｶｶ))))    申込み申込み申込み申込み 

城崎国際アートセンターに電話またはメールで申し込む 

(イベント名、代表者氏名、人数、連絡先が必要） 

((((ｷｷｷｷ))))    託児サービス託児サービス託児サービス託児サービス     

６月２日（金）までに城崎国際アートセンターへ電話で申し込む 

（対象：満１歳６カ月～就学前まで） 

 

イイイイ    北尾北尾北尾北尾    亘／Ｂａｏｂａｂ『笑う額縁』レパートリー作品亘／Ｂａｏｂａｂ『笑う額縁』レパートリー作品亘／Ｂａｏｂａｂ『笑う額縁』レパートリー作品亘／Ｂａｏｂａｂ『笑う額縁』レパートリー作品    試演会＆トーク試演会＆トーク試演会＆トーク試演会＆トーク    

Ｂａｏｂａｂの代表作『笑う額縁』を上演し、トークを行う。 

((((ｱｱｱｱ))))    日時日時日時日時    

６月 10 日（土）午後２時～ 

((((ｲｲｲｲ))))    場所場所場所場所    

城崎国際アートセンター 

((((ｳｳｳｳ))))    料金料金料金料金    

無料（※ 事前申込制） 

((((ｴｴｴｴ))))    申込み申込み申込み申込み    

城崎国際アートセンターに電話またはメールで申し込む 

（イベント名、代表者氏名、人数、連絡先が必要） 

((((ｵｵｵｵ))))    託児サービス託児サービス託児サービス託児サービス        

６月２日（金）までに城崎国際アートセンターへ電話で申し込む 

（対象：満１歳６カ月～就学前まで） 

 

 

 

４４４４    その他その他その他その他 

きた まりと北尾 亘は、滞在期間中、市内小学校で、出張ダンス･ワークショップを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈プロフィール〉〈プロフィール〉〈プロフィール〉〈プロフィール〉    

１１１１    久原鉄秀久原鉄秀久原鉄秀久原鉄秀（（（（Tesshu KuharaTesshu KuharaTesshu KuharaTesshu Kuhara））））     

舞描（bubyou）＝LIVE PAINT で描く行為が舞踏のようであることから舞描家として活

動。舞踏家やダンサーなどさまざまな身体表現者との共演を可能としている。昨年より複

数で描き舞う「描ク式
か く し き

」を考案し、舞描生を育成。EGGORE
エ ッ ゴ ア

（鉄秀×ミュージシャンのユニ

ット）では起承転結する物語を描くことで舞台芸術として構築、2015 年イギリス日本藝術

研究所に奨励され日本を研究する文化人類学者研究発表の場にて『ネリヤカナヤ』を公

演。自身のルーツが奄美のユタであることから、日本南端のシャーマニズムを舞描にて表

現。『ネリヤカナヤ』はイギリス、大阪を経て、2017 年 2 月東京にて公演。2017 年、東學

×鉄秀の禅問答 LIVE PAINT を再開。 
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２２２２    きたまり（きたまり（きたまり（きたまり（Mari KitaMari KitaMari KitaMari Kita））））    

ダンスアーティスト。2003年よりダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI 主宰。これまでに

｢トヨタコレオグラフィーアワード 2008｣オーディエンス賞、｢横浜ダンスコレクショ R 

2010｣未来にはばたく横浜賞受賞。2010年～13年伊丹アイホール「Take a chance 

project」や「KYOTO EXPERIMENT 2011」で新作共同制作を行う。2013年ダンスシー

ンの活性化と舞台芸術の可能性を試行する場として「Dance Fanfare Kyoto」を立ち上

げ、多種多様な人々を巻き込みながら活動を展開。アトリエ劇研アソシエイトアーティス

ト。2015年よりマーラー全交響曲を 10年かけて踊るダンスシリーズを継続中。京都市在

住。 

    

３３３３    ＢａｏｂａｂＢａｏｂａｂＢａｏｂａｂＢａｏｂａｂ
バ オ バ ブ

    

主宰･北尾 亘が全作品の振付・構成・演出を行う。土着的でリズミカルな独特の躍動感

を持つ振付で、圧倒的な群舞を踊り抜くのが特徴。作品毎に打ち出される明確な世界観

を、その都度募ったダンサーや俳優と丁寧に向き合いながら構築。「時に喋り歌い 沢山笑

ってたまに泣く」パフォーマンス性の強い作品で注目を集める。2010年より４年連続

KYOTO EXPERIMENTに参加し、2013年は公式プログラムとして『家庭的 1 .2 .3』を

上演。また、パフォーマンスと観客のボーダレスな関係やコンテンポラリーダンス界の時

代を見つめ、2016年 3月に若手クリエイターを集めたフェスティバルを開催。北尾は、

トヨタコレオグラフィーアワード 2012「オーディエンス賞」、第３回エルスール財団新人

賞受賞。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

〔問合せ〕豊岡市環境経済部大交流課 TEL 0796-21-9016 

事業内容については 

     城崎国際アートセンター ℡0796-32-3888 


