
 

 

  

 

ニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュはははは    

 

京都市・パリ市の友好を象徴する 

最大の文化事業。 

 

・120 名以上のアーティストが参加 

・内、フランス人アーティスト 30 名以上 

 

2019.09.11 

 

プレスリリース 

Nuit Blanche KYOTO 2019 

 

パリ白夜祭への架け橋̶ 現代アートと過ごす夜 

第第第第 9 回回回回    ニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュ KYOTO 2019 
 

10 月月月月 5 日（土）日（土）日（土）日（土） 京都市内京都市内京都市内京都市内 34 会場会場会場会場、、、、入場入場入場入場無料無料無料無料 

 

 

京都市とアンスティチュ・フランセ関西が毎秋開催するニュイ・ブ

ランシュ KYOTO。 

京都市の姉妹都市であるパリ市発祥の「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。 

市内各所で日仏アーティストによるパフォーマンスや展示など、

多彩なプログラムを夜間、無料でご覧いただくことができます。 

 

開催日： 2019 年 10 月 5 日（土）  

入場無料 

公式サイト：公式サイト：公式サイト：公式サイト：    www.nuitblanche.jp    日本語日本語日本語日本語/英語英語英語英語 

 

会場：京都市内会場：京都市内会場：京都市内会場：京都市内 34 会場会場会場会場     

・・・・京都駅ビル京都駅ビル京都駅ビル京都駅ビルでででで 初初初初オープニングオープニングオープニングオープニング 

今回、初めて京都駅ビルでオープニングを開催します。 

・・・・二条城、無鄰菴二条城、無鄰菴二条城、無鄰菴二条城、無鄰菴など、など、など、など、魅力的な会場魅力的な会場魅力的な会場魅力的な会場 

二条城（台所）および無鄰菴では、ニュイ・ブランシュの間、特別に

無料で作品鑑賞が可能です。 

 

今年のテーマ：ダ今年のテーマ：ダ今年のテーマ：ダ今年のテーマ：ダイアローグ（対話）イアローグ（対話）イアローグ（対話）イアローグ（対話） 

アーティスト同士の対話はもちろんのこと、アーティストと観客、作

品と場所、フランスと日本、伝統と革新など、あらゆる領域を横断

する対話が花開く一夜。 

 

オープニング・セレモニー：オープニング・セレモニー：オープニング・セレモニー：オープニング・セレモニー：     

10 月 5 日（土） 17:30–17:45  

門川大作／京都市長、ローラン・ピック／駐日フランス大使によるご挨拶。 

会場：京都駅ビル駅前広場 （ホテルグランヴィア京都前） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

主催：主催：主催：主催：京都市、アンスティチュ・フランセ関西／共催共催共催共催：京都駅ビル開発株式会社、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／特別後援特別後援特別後援特別後援：在日フランス大使館／後援後援後援後援：外務省、在京都フランス総領事館／ 

助成助成助成助成：アンスティチュ・フランセパリ本部、パリ市／協賛協賛協賛協賛：JR 西日本京都駅グループ、東洋アルミニウム株式会社、 

DMG 森精機株式会社、京都悠洛ホテル M ギャラリー／協力協力協力協力：文化庁 地域文化創生本部、MK タクシー、Vivre le Japon／ 

プロデュースプロデュースプロデュースプロデュース&コーディネーションコーディネーションコーディネーションコーディネーション：COIL INC.、MUZ ART PRODUCE 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

注目のイベント注目のイベント注目のイベント注目のイベントををををピックアップ！ピックアップ！ピックアップ！ピックアップ！ 

 

1  京都駅ビル駅前広場京都駅ビル駅前広場京都駅ビル駅前広場京都駅ビル駅前広場    （（（（特設ステージ）特設ステージ）特設ステージ）特設ステージ）        17:30–19:45 

17:55    ニコラ・ソンによるライブニコラ・ソンによるライブニコラ・ソンによるライブニコラ・ソンによるライブ 

シンガー、作曲家、ギタリストとして活躍するパリ出身のアルメニア系フ

ランス人、ニコラ・ソンのライブ。 

19:15    tuQmo    現代サーカスのパフォーマンス現代サーカスのパフォーマンス現代サーカスのパフォーマンス現代サーカスのパフォーマンス 

ポールダンサーの ERIKA RELAX と、造形作家の池田精堂による、オ

リジナルの道具を使ったスペシャル・パフォーマンス！ 

 

 

2  アンスティチュ・フランセ関西アンスティチュ・フランセ関西アンスティチュ・フランセ関西アンスティチュ・フランセ関西        19:00–深夜 0:00 

19:15    森本ゆり・倉田翠によるピ森本ゆり・倉田翠によるピ森本ゆり・倉田翠によるピ森本ゆり・倉田翠によるピアノとコンテンポラリーダンス・パフォーマンスアノとコンテンポラリーダンス・パフォーマンスアノとコンテンポラリーダンス・パフォーマンスアノとコンテンポラリーダンス・パフォーマンス 

現代音楽のピアニスト森本ゆりと、ダンサー倉田翠による新作。 

19:50    Dance in Building 2019 

Monochrome Circus が創作する、館内を舞台としたダンス作品。 

22:00    「逃げていくあれが見える？」「逃げていくあれが見える？」「逃げていくあれが見える？」「逃げていくあれが見える？」 

カトリーヌ・ムリス（イラストレーター）と、DD ドーヴィリエ（コレオグラファ

ー）による、イラストとダンスのライブパフォーマンス。 

Seiho / Indulge in Reminiscences 

マルチ・アーティスト Seiho を中心としたサウンドインスタレーション。

※Seiho 本人の出演は未定 

 

 

 

5  世界遺産・元離宮二条城世界遺産・元離宮二条城世界遺産・元離宮二条城世界遺産・元離宮二条城    二の丸御殿台所二の丸御殿台所二の丸御殿台所二の丸御殿台所        18:00–22:00  

「京都詩情」写真家甲斐扶佐義「京都詩情」写真家甲斐扶佐義「京都詩情」写真家甲斐扶佐義「京都詩情」写真家甲斐扶佐義 初回顧展初回顧展初回顧展初回顧展 

京都の写真家、甲斐扶佐義の国内初回顧展。フランス国立造形芸術

センターのパスカル・ボースのキュレーションを通して、Kａｉの魅力をお

届けする。展覧会：9/21–10/6            

シャボン玉と少女 1991 ©Kai Fusayoshi 

 

 

14  無鄰菴無鄰菴無鄰菴無鄰菴        18:30–22:00 

アントニー・ボダンアントニー・ボダンアントニー・ボダンアントニー・ボダン 展覧会展覧会展覧会展覧会 

アーティスト、アントニー・ボダンが、日本滞在中のリサーチおよび無鄰

菴の庭園に着想を得て創作する新作展。 

※30 分刻みの 7 回転、1 枠 50 名までの事前予約制 

展覧会：9/28–10/20 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

6  The Terminal KYOTO        9:00–22:00 

Villa Kujoyama in The Terminal KYOTO    « Ecouter la nature... » 

日本文化と「対話」したヴィラ九条山レジデント 12

名による展覧会。 

調香師ダニエル・ペシオによる香りに誘われ会場

を進むと、イザベル・ルミンなど、レジデントによる

展示が並ぶ。 

料理イベントやダンスパフォーマンスも開催。 

展覧会：10/4–10/14 

 

 

 
 

 

 

 

13  香老舗香老舗香老舗香老舗 松栄堂松栄堂松栄堂松栄堂 薫習館薫習館薫習館薫習館 

10:00–22:00 展覧会 20:00 パフォーマンス 

「見立て」「見立て」「見立て」「見立て」_「化生」武田真彦「化生」武田真彦「化生」武田真彦「化生」武田真彦 & クレモンティーヌ・サンドネールクレモンティーヌ・サンドネールクレモンティーヌ・サンドネールクレモンティーヌ・サンドネール 

フランス人デザイナー、クレモンティーヌ・サンドネールと、電子音楽家の武田真彦によるインスタレーション。 

展覧会：9/30–10/13  

 

 

3  京都芸術セ京都芸術セ京都芸術セ京都芸術センターンターンターンター        10:00–22:00 

19:00    テオ・カシアーニテオ・カシアーニテオ・カシアーニテオ・カシアーニ 『『『『LECTURE (02) 』』』』 

フランス人作家テオ・カシアーニの新作小説を基にした、小松千倫による 

サウンドパフォーマンスと、クレオ・ヴェルストルペン、竹之内芙美による 

ライブリーディング。 

 

 

7  UrBANGUILD        20:00–深夜 0:00 

22:40    バンジャマン・ベルトランバンジャマン・ベルトランバンジャマン・ベルトランバンジャマン・ベルトラン & 上田普パフォーマンス上田普パフォーマンス上田普パフォーマンス上田普パフォーマンス     

2019 年ヴィラ九条山レジデントの振付家バンジャマン・ベルトランと、京都在住の書家、上田普（うえた ひろし）によ

る、ダンスと書のライブパフォーマンス。 

 

 

8 京都国立近代美術館京都国立近代美術館京都国立近代美術館京都国立近代美術館        19:30–20:20 

映画上映映画上映映画上映映画上映    「絶えざる変様「絶えざる変様「絶えざる変様「絶えざる変様 / 室伏鴻」室伏鴻」室伏鴻」室伏鴻」 

世界的舞踏家、室伏鴻（1947–2015）に魅了されたフランス人監督、 

バジル・ドガニスによる日本初公開のドキュメンタリー作品。 

 

 

 

ヴィラ九条山ヴィラ九条山ヴィラ九条山ヴィラ九条山： フランス政府のアーティスト・イン・

レジデンス。フランスで活躍するアーティストが、

京都に滞在しながら創作活動を行う。 



 

 

  

 

 

 

 

12  クリス・モズデルのアートハウスクリス・モズデルのアートハウスクリス・モズデルのアートハウスクリス・モズデルのアートハウス 

10:00–22:00 展覧会 

18:00–21:00 パフォーマンス 

VISUAL MUSIC AND BEYOND：：：： 

境界のない言葉境界のない言葉境界のない言葉境界のない言葉  

谷川俊太郎との共著である前衛的作品など、詩人・作詞家として知ら

れるモズデルによるインスタレーション。 

当日は、短編映像とともにパフォーマンスも。 

展覧会：10/5–10/6 

 

 

 

4  京都市立芸術大学ギャラリー京都市立芸術大学ギャラリー京都市立芸術大学ギャラリー京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 

11:00–22:00 

京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品活用展「京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品活用展「京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品活用展「京都市立芸術大学芸術資料館収蔵品活用展「still moving library」」」」 

芸術大学での教育・研究資料、アーカイブなどの資源の「活用」方法、また「活用」の場とは何かを考える。 

 

 

 

11  CLUB METRO     22:00–翌朝 5:00  

NUIT BLANCHE AFTER PARTY 

全国および世界で活躍する最先端のDJ、プロデューサーのラインナップを早朝まで体

感。スペシャルゲスト：Bruce Mennel、Torn （フランス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご連絡先：ご連絡先：ご連絡先：ご連絡先： アンスティチュ・フランセ関西―京都  

広報担当： 長谷川 

京都市左京区吉田泉殿町 8  

Tel . 075-761-2105（代表）-2168（直通）  satoko.hasegawa@institutfrancais.jp 

 

ニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュニュイ・ブランシュ KYOTO2019   全会場全会場全会場全会場： 

京都駅ビル駅前広場 / アンスティチュ・フランセ関西 / 京都芸術センター / 京都市立芸術大学ギャラリー

@KCUA / 世界遺産・元離宮二条城 / The Terminal KYOTO / UrBANGUILD / 京都国立近代美術館 /  

京都コンサートホール / 京都伝統工芸館 / CLUB METRO / クリス・モズデルのアートハウス /  

香老舗 松栄堂 薫習館 / 無鄰菴 / ロームシアター京都 / imura art gallery / ヴォイスギャラリー /  

eN arts / ギャラリーギャラリー / ギャラリー16 / GALLERY TOMO / ギャラリー・パルク / galleryMain /  

ギャラリーモーニング/ 京都 ddd ギャラリー / KUNST ARZT / COHJU contemporary art /  

白川京津電気軌道跡地 / スフェラ・ビル / 長性院 / 同時代ギャラリー / haku / MORI YU GALLERY / 

ワコールスタディホール京都 ギャラリー 

 


