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           ニュイ･ブランシュ KYOTO 2014 

 

 

2011 年より毎秋、京都市とアンスティチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館）は、「ニュイ・ブランシュ KYOTO」を開催

しています。これは、京都市の姉妹都市であるパリ市発のアート・イベント「NUIT BLANCHE（ニュイ・ブランシュ＝白

夜祭）」に着想を得た、一夜限りの現代アートの祭典です。 

京都市内の至るところで日仏アーティストによる展示、ダンス、音楽ライブ、パフォーマンス、デジタル・アートなど、 

多様なプログラムを夜間、無料でお楽しみ頂けます。 

昨年は約 70 名のアーティストが参加し、1 万人を超える来場がありました。 

4 度目の開催を迎え、今年は全 35 会場を舞台に、領域を横断した充実のプログラムをお届けします。 

 

2014 年 開催概要 

 

日時 ： 2014 年 10 月 4 日（土） 18 時〜（会場により異なる） 

料金 ： 入場無料 

主催 ： 京都市、アンスティチュ・フランセ関西  

内容 ： パフォーマンス、音楽ライブ、プロジェクション・マッピング、   

      ダンス、展示、映像上映、等 

会場 ： 京都国際マンガミュージアム、アンスティチュ・フランセ関西、      

      等、京都市内全 35 会場 

公式サイト： www.nuitblanche.jp  

 

 

2014 年 「ニュイ･ブランシュ KYOTO」の特色 

 

◆ 「現代アート ｘ 伝統工芸」 

2014 年のテーマは、現代アートと伝統工芸のコラボレーション。伝統的な技や素材に、現代的な創造性とデザインを

掛け合わせて再評価する試みです。日本における伝統工芸の中心地であり、多くのアーティストが国際的に活躍する

京都ならではの企画です。 

 

◆ ヴィラ九条山の再オープン 

ヴィラ九条山は 1992 年、京都市山科区に設立されたフランス政府のアーティスト・イン・レジデンス。 

美術、文学、映画、建築など、多様な分野から、250 名以上のアーティストをフランスより招聘してきました。 

改装工事のため休館していたヴィラ九条山が、ニュイ･ブランシュ当日に再オープンします。 

 

◆ 日仏文化協力 90 周年  ファビウス外務大臣の来場 

日仏文化協力 90 周年の記念すべき年、アンスティチュ・フランセ日本が最も力を入れる文化イベントの一つが 

ニュイ･ブランシュ。フランスからはローラン・ファビウス外務大臣がオープニング・セレモニーに出席します。 

 



 

 

 

 

 

             プログラムのご紹介（一部） 

 

 

京都国際マンガミュージアム 18:00–22:00 

○ 18:30–18:50 オープニング・セレモニー 

 門川大作/ 京都市長、ローラン・ファビウス/フランス共和国外務大臣による挨拶 

○ 19:00–19:40 プロジェクション・マッピング：高木正勝、江村耕市、Mathematic、他 

○ 20:35–20:55 つじあやのライブ 

 

アンスティチュ・フランセ関西 19:30–深夜 1:00 

○ 19:30–20:10 千種さつき（茶道）、清水靖晃（サックス）、工藤丈輝（舞踏）による「実験的な」茶会 

○ 20:15–21:30  「DANCE TRUCK PROJECT」 

 4t トラックの極小スペースを使ったダンス・パフォーマンス。出演：東野祥子、他 

○ 21:45–22:15 「Dance in Building 2014」 

 Monochrome Circus がワークショップ参加者と共に創作する、サイトスペシフィックな   

 ダンス作品。 

○ 22:30–23:10 音楽と舞踏、映像のコラボレーション・ライブパフォーマンス 

 ユーグ・ヴァンサン＆森重靖宗（チェロ）、ryotaro（アコーディオン）、今貂子（舞踏）、  

 仙石彬人（タイム・ペインティング） 

 

ヴィラ九条山 18:00–23:00 

○ 18:00–23:00 「侍 Le veilleur」 

 2012 年招聘アーティストのジョゼ・レヴィが京都造形芸術大学と制作した大きなねぶた  

 作品の展示。 

○ 20:00–20:30 「Dogu déterré」 

 フランス人振付家スーザン・バージュの最新作を、田中博子（ダンス）、飛騨大富（龍笛）で上演。 

 

京都芸術センター 10:00–22:00 

○ 20:30–22:00 カトリーヌ・コントゥール（ダンス）× 中川裕貴（チェロ） 

 日仏のアーティストが、ダンスとチェロ演奏による幻想的な空間を作り出す。 

○ 19:30–21:00 ライブペインティング：板垣賢司（美術家）+ 森千裕（美術家）+ 横山裕一

（マンガ家／美術家）+金氏徹平 

 

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 18:00–深夜 1:00 

○ 18:00–深夜 1:00 シュニット国際短編映画祭特別上映会 

○ 21:00–21:30 珠寳（生け花）× Marihiko Hara（サウンド・クリエイター） 

 

地下鉄烏丸御池駅 10:00–22:00 

○ 17:00–19:00 サブウェイ・パフォーマーによるリレーライブ 



 

 

 

  

          「現代アート ｘ 伝統工芸」 特別プログラム（一部） 

 

閑臥庵 16:00–21:00 

マリ＝アンジュ・ギュミノ展「はかなさー瞬間の美」  

ベネチア・ビエンナーレをはじめ、国際的に活躍するフランスのアーティスト、マリ＝アンジ

ュ・ギュミノの展覧会。展示作品の一つである「きもの」は、2005 年に京都滞在した際、人

間国宝 森口邦彦（友禅作家）の協力を得て実現した作品。 

 

大西清右衛門美術館 18:00–23:00 

“ 夜話、Nuit Noire ”大西清右衛門+吹田哲二郎+南琢也 

「視て、聴いて、体験できる」特別なお茶会。釜を視覚で味わい、聴覚で体験し、未公開の

お茶室にて茶会に参加することができる。 

千家十職 釜師 大西清右衛門とアーティスト 南琢也（softpad）のコラボレーション。 

 

京焼登り窯跡地（旧藤平） 19:30–21:30 

黒田アキ・ 近藤髙弘展 「廃墟の記憶」 

世界的に活躍する美術家・黒田アキと、常に変革を遂げながら、時代と対峙した制作活動

を続けている陶芸家・近藤髙弘。”打ち捨てられた場所”たる登り窯跡地を再生し、時間を

超越した美を生み出す展覧会。 

 

有斐斎 弘道館  18:00–22:00 

大舩真言/アンヌ&パトリック・ポワリエ展「時の影」 

「時の影」に捧げられた二つのインスタレーション。哲学的、美術的な観点から「時」の概念に

アプローチするフランス人美術家アンヌ&パトリック・ポワリエと、日本画による新しい抽象の

世界を切り開く美術界のホープ、大舩真言の展覧会。 

 

◆ ニュイ･ブランシュ 特別プログラム会場 

かみ添 / スフェラ / 清課堂ギャラリー/ Gallery C.A.J. / ホテル アンテルーム 京都 / 京都伝統工芸館 / 京都工芸

繊維大学 KYOTODesign Lab. アネックス（ににぎ） / 東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS） /京都造

形芸術大学 ARTZONE / 三条インテリアサロン+ 唐長 11 代目ギャラリー / KRP 町家スタジオ / 聖ヴィアトール北

白川教会 / 五条の森の町家 / 愛染工房 / 京都デザインハウス / PARASOPHIA 事務局 / カフェ・アンデパンダン 

◆ ニュイ・ブランシュ 参加ギャラリー 

MORI YU GALLERY KYOTO / ART SPACESHIGEMATSU / eN arts / ギャラリー16 /ギャラリーギャラリー / ギャ

ラリーギャラリ－EX / Gallery PARC / 同時代ギャラリー /MATSUO MEGUMI + VOICE GALLERYpfs/w 

 

主催：京都市／アンスティチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館） 共催：京都国際マンガミュージアム／京都芸術センター／京都市立芸術大学／京都市交通局／ヴ

ィラ九条山 特別後援：在日フランス大使館 後援：外務省／パリ市／在京都フランス総領事館／NHK 京都放送局 助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部 協賛：

株式会社竹尾／石田 秀／月の桂・株式会社増田德兵衞商店／株式会社志津屋／株式会社デイリーヤマザキ／立山酒造株式会社／ヴランケン ポメリー ジャパ

ン株式会社 協力：KYOTO CMEX 実行委員会／成安造形大学／フランス国立極東学院／エスパス ルイ・ヴィトン東京／全日本空輸株式会社／ハイアット リー

ジェンシー 京都／天池合繊株式会社／開化堂／かみ添／KYOTO EXPERIMENT／Kansai Art Beat／PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭 2015／

REALKYOTO／東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS） 特別協力：ミュリエル・ラディク（共同ゲストキュレーター） 


