一乗寺駅

京都コンサートホール

下鴨本通
川端
通

東大路通

ロームシアター京都

岡崎公園

ギャラリー 16

40b「京の温所」岡崎

29 KUNST ARZT
26

11

無鄰菴

アンスティチュ・
フランセ関西

A

八坂神社

白川水辺テラス
32 （古門前橋横）
23 エンアーツ

五条坂京焼登り窯

ヴィラ九条山

蹴上駅

東山駅

MORI YU GALLERY

三条京阪駅
三条駅

9
13

7

京都市京セラ美術館

39

19 ギャラリーギャラリー
35 BnA Alter Museum

5

地下

鉄東

西線

清水五条駅

18

ギャルリーためなが京都

三条

通

Nuit
Blanche
Kyoto
2021
ニュイ・ブランシュ
KYOTO 2021

HORIZON
オリゾン / 展望

最新情報は公式サイト
（www.nuitblanche.jp）
でご確認ください。

Site officiel

東大
路通

www.nuitblanche.jp
公式サイトのマップもぜひご利用
ください!

ニュイ･ブランシュKYOTO 2021 パリ白夜祭への架け橋 - 現代アートと過ごす夜
10月1日
（金）｜ 京都市内各所で実施
（入場無料）｜ オープニング 10月1日
（金）
18:00 ｜ 会場：京都駅ビル 室町小路広場

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は、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）
に着想を得た現
代アートの祭典です。11年目を迎える今年は
「HORIZON
（オリゾン／展望）」
をテーマに、
ビジュアルアートやパフォーマンス、映像上映など、
バラエティ豊かなプログラム
をお届けします。京都市・パリ市の友好関係を象徴するイベントとして、
フランスの美術館や文化施設とのコラボレーションによるプログラムにもご注目ください。
コロナ禍
の向こうには何があるのか、
アーティストによって示される様々な気づきや視点に、
目や耳を傾けてみましょう。
協賛

共催・協賛

主催

東福寺駅

36 ホテルアンテルーム京都

プロデュース＆
コーディネーション

協賛
ギャラリー

後援

共催
協賛

助成

京阪本線
奈良線
JR

Japanese Friends
of the Centre Pompidou

協力

特別協力

京都市印刷物 第034423号 発行 : 京都市総合企画局国際交流・共生推進室
（令和3年9月）

20

動物園

17

ギャラリーモーニング

祇園四条駅

27

近鉄京都線

京都国立近代美術館

東山駅

つぼみ堂

京都駅

4

22 イムラアートギャラリー
神宮丸太町駅

28

2

GOOD NATURE STATION

七条駅

1

A

平安神宮

出町柳駅
京都市役所前駅

10

38

京都河原町駅

旧五条楽園 平岩

○間

37

河原町通
京都
CONDE H OUSE

森川ビル

京都芸術
センター

四条通東洞院地下道

十条通

40a

修学院駅

京都府立植物園

10:00
↓
22:00

9/9-10/29 (10:00-20:00) ※土日祝
休 ※10/1は22：00までギャラリー
のみオープン | 京都市南区西九条
北ノ内町6 ワコール新京都ビル1F
☎075-556-0236

同時代ギャラリー

十条駅

13:00
↓
18:00

10/1-10/24 (13:00-18:00)
※月火祝休
京都市左京区聖護院蓮華蔵町4-19
☎075-950-5230

ワコールスタディホール京都
谷敷 謙 ken yashiki ＜ touch point ＞
「木目込み」という京都にルーツを持つ伝
統的な技法を使った作品展示。サテライ
ト会場として、京町家「京の温所」岡崎
（40-b）でも特別展示（17：00-22：00）
。

3

京都駅ビル
室町小路広場

五十嵐英之の個展「絵の在処（ありか）
」
は、新作油彩画作品を紹介。類似する２
対の絵画とオブジェとの関係性を展示
空間で読みとく展覧会。

京都伝統工芸館

7

ワコールスタディホール京都

九条通

25 ギャラリー H2O
21

15

九条駅

JR 京都線

31

京都駅ビル 階
東広場北ピロティ

10:00
↓
20:00

8

五条駅

七条通

香老舗 松栄堂
薫習館

東本願寺

ホテル アンテルーム 京都
HOTEL ANTEROOM KYOTO
KYOTOGRAPHIE KG+ 2021
特別展「JAPAN PHOTO AWARD + INTUITION」
2021 年 度 JAPAN PHOTO AWARD の
受 賞 作 品 を は じ め、INTUITION KG+
EDITION を同時開催致します。
9/17-11/7（10:00-20:00）
京都市南区東九条明田町7番
☎075-681-5656

今出川駅

10/2 (10:00-18:00) も開催予定。
京都市東山区林下町
☎080-2278-6030

36

烏丸通

阪急京都線

五条通

京都御所

四条駅

蜉蝣景：paysage éphémère - 阿闍梨橋
重層的な歴史によって織り成された京
都の場所性と景観を感覚化するプロジェ
クト。かつて比叡山の千日回峰行の行
者が渡った阿闍梨橋の風景。

四条通

東寺駅

京都市中京区西木屋町通六角下ル
北車屋町271-4森川ビル2F、1F、
B1F | ☎090-5332-1293

白川水辺テラス（古門前橋横）| Shirakawa
hydrophilic terrace（Next to Furumonzen Bridge）

N

34

6

)

15:00
↓
24:00

三条通

40a

MORI YU GALLERY
「絵の在処（ありか）」- Where there is the image. -

元離宮二条城

十条駅 近( 鉄

森川ビル | Morikawa building
BURNING 森川 bldg.
Salon de Hitozoku&ヒト族レコード[2F]
展示9/30-10/3 (15:00-21:00) ※10/1
は24:00まで。ミングル [1F] ライブとイ
ンスタレーション (17:00-24:00)。DNA
Paradise[B1F] パフォーマンス (20:0021:00) &DJ ライブ24:00まで。

39

地下鉄東西線
二条駅
御池通

32

15:00
↓
20:00

8/28-10/3 (11:00-18:00)
※会期中無休 ※10/1は24:00まで
京都市下京区天満町267
☎075-748-1278

10/1-10/17（10:00-19:30）※10/1
は15:00-21:00、10/2-10/17〈KG+〉
京都市下京区2丁目稲荷町318番6
☎075-352-3712

12

烏丸御池駅

11:00
↓
24:00

10/1-10/17（11:00-18:00）
※水木休 ※10/1は22:00まで
京都市左京区田中上柳町90
☎090-4178-9725

JR 山陰本線

@KCUA

11:00
↓
22:00

丸太町通

丹波口駅

35

有斐斎 弘道館

京都市立芸術大学ギャラリー

9/3-10/3（11:00-17:00）
※水・第3火休 | 京都市中京区河原
町通二条下ル一之船入町376 クロ
トビル | ☎075-251-0223

BnA Alter Museum
ノンシンタックス実験映像祭 京都特別展
BnA Alter Museum では、東京 CALM &
PUNK GALLERY にて開催したノンシン
タックス実験映像祭の京都特別展を開催
します。

© Foster Mickley

10/1-10/2 (9:00-20:00)
京都市南区西九条比永城町59
☎075-748-6198

* folding cosmos plus + 国松 希根太 | 田中 愛弓

つぼみ堂 | Tsubomido
写真展「a layer」
展示作品は植物が開花して枯れゆくまで
の過程を捉えた作品である。この植物は
センチュリープラントと呼ばれ、現在、
ワシントン条約に登録されている。

38

○間 | MA
「INOUTSIDE」
「ウイルスがヒントをくれる未来」につ
いて参加者とともに考える、２日間にわ
たるパフォーマンス、上映会、展示、トー
ク、キッズワークショップ。

CONDE HOUSE KYOTO

11:00
↓
17:00

33

二条城前駅

19:00
↓
20:40

31
フランスのメゾン・ルイ・カレ編に参
加し、来年ニューヨークのノグチ・ミュー
ジアム編参加予定作家である国松希根
太と田中愛弓の作品を展示します。

京都市上京区堀川通寺之内上ル
☎075-451-4722

30

スペース TaTE 680

大宮駅

興聖寺 | Kōshō-ji
黒い山のコウモリの洞窟
19:00-19:40 / 20:00-20:40
座禅についての本書の著者であるセバス
チャン・レゼーの朗読（日仏語）を、サ
ミュエル・アンドレの生演奏とともにお
聞きいただきます。協賛：LinNe

興聖寺

今出川通

GOOD NATURE STATION 4F GALLERY
マ リ ア ム・コ ー ド バ チ ェ × 垣 本 泰 美
「Poetry of Clothing」
マリアム・コードバチェと垣本泰美との
コラボレーションによる写真と映像作品
による展覧会を開催いたします。
15:00
↓
21:00

9/17-10/17(10:00-17:00)
※会期中無休 ※10/1は22:00まで
京都市下京区東塩小路町901 京都
駅ビル7F | ☎075-361-4401

14

丸太町駅

10:00
↓
22:00

30

9/17-10/10（12:00-19:00）
※会期中金土日のみ OPEN ※10/1
は23:00まで | 京都市北区小山東元
町20-2 | ☎075-432-7254

藤井智也 /TOMOYA FUJII
Title: Coexist Date: 2020

10/1-10/10（12:00-18:00）
※10/1は20:00まで
京都市上京区寺之内竪町680 2F
☎075-432-3145/080-6115-5628

37

9:00
↓
20:00

12:00
↓
22:00

9/18-10/3（12:00-18:00）
※月休 ※10/1は22:00まで
京都市東山区三条通白川橋東入四丁目
中之町207番地 | ☎075-771-1213

12:00
↓
23:00

地下鉄烏丸線

天才アート KYOTO
16 （きたアトリエ）

28

Design: Ou Jing-Yun

12:00
↓
20:00

27

版画からアートの旅へ。銅版画、木版
画、リトグラフ作品に注目した展覧会。
イシイアツコ、一圓達夫、マツモトヨー
コ、吉原英里の作品を中心に展示。

34

スペース TaTE 680 | Space TaTE 680
「c y c l e ― 転生 —」
現代美術の作家、今子青佳、石井潤一郎
＋おーなりりゅうじ、梶原瑞生、太田恵
以による「輪廻転生」をテーマとしたグ
ループ展。企画 : 清田菜央

9/3-9/26（12:00-18:00）※ 会 期 中
金土日のみOPEN ※10/1は21:00まで
京都市東山区祇園町北側627円山公
園内八坂神社北側 | ☎075-525-2355

京都駅ビル7階東広場北ピロティ | Kyoto
Station Building 7F | 写真展「孤独の左目」
作家自身の左目の視覚的機能異常をきっ
かけに、視覚世界と認識世界のずれ、左
目と右目のズレ、自己と他者、をテーマ
とした写真作品を4部構成で展示。

© Ichio Usui

33

キカ・ギャラリー | KIKA gallery
「写真を使った展覧会ってどう思う？」
中山和也の展覧会を開催いたします。
「今」「ここ」で起こっていることに焦点
を当て、現場の感覚を直感的に視覚化す
る、中山の作品にご注目ください。

© Kineta Kunimatsu HORIZON
撮影：瀧原 界

9/28-10/3 (12:00-18:00)
※10/1は22:00まで
京都市東山区夷町155-7
☎090-9697-3786

26

© Yoshikawa Hiroyuki (f8)

12:00
↓
22:00

©️ OFFICE MURA PHOTO

KUNST ARZT
久保木 要 個展 CURTAIN CALL
音や光をメッセージに変換する、呪術的
な道具をイメージしたアクリル彫刻作品
群。レーザーカットした透明アクリル板
が幾層にもレイヤー化しています。

15:00
↓
21:00

10/1-10/22（12:00-18:00）
※日祝月休 ※10/1は20:00まで
京都市左京区丸太町通川端東入東
丸太町31 | ☎075-761-7372

24

北大路通

鞍馬口駅

10/1-10/17(12:00-18:00) ※ 10/2
及び火水休 ※10/1は20:00まで
京都市中京区富小路通三条上る福
長町109 | ☎075-213-3783

29

12:00
↓
20:00

ギャラリーモーニング | gallery morning kyoto
「PRINT 2021 版画旅行 16」

ギャラリー H2O | Galerie H2O
「Ⓟ、と、Ⓦ、と、」
第1回 FOTOZOFIO の展示プログラムで
もあるときたま個展「Ⓟ、と、Ⓦ、と、
」
では、作家による写真Ⓟと、コトバⓌが
合体したプロジェクトを紹介します。
12:00
↓
20:00

石井海音の個展を開催します。窓、鏡、
画中画、瞳。別の世界へつながる可能
性を秘めたものたちを描きました。独
自の絵画の試みにぜひご対峙ください。

エンアーツ | eN arts
林勇気個展「15グラムの記憶」
祖父の遺品から見つかったフロッピー
ディスクに記録された川の写真をたどる
という物語。映像・写真等を用いてイン
スタレーション作品として展示予定。

©️ ISHII Atsuko

©️ ときたま

25

イムラアートギャラリー
石井海音個展「視線のたより」

9/28-10/9 (12:00-18:00)
※月休 ※10/1は21:00まで
京都市東山区三条通白川橋上ル
石泉院町394 3F | ☎075-751-9238

通
千本

9/28-10/3 (12:00-19:00)
※10/1は22:00まで
京都市中京区三条通御幸町東
入 弁 慶 石 町 56 1928 ビ ル 2F
☎075-256-6155

23
| imura art gallery

12:00
↓
21:00

© Kazuya Nakayama 2019

12:00
↓
22:00

9/18 -10/3 (12:00- 19:00)
※木休 ※10/1は19:30まで
京都市下京区市之町251-1
寿ビル5階
☎075-341-1501
© Yuki Hayashi

© Rui Kikuchi

同時代ギャラリー |
菊池ルイ 個展「walk in memory cloud」
／興津眞紀子 個展
ドローイングを主に制作する菊池ルイの個
展と、画家・興津眞紀子の個展を開催する。

DOHJIDAI GALLERY of ART

22

ギャラリー16 | galerie16
中島伽耶子展「Talk to the wall」
物事を隔てる壁や境界線をテーマにした
展覧会。何かが境界線を越える､ その変化
が持つ希望と暴力性を作品に取り込みた
いと考えています。

北大路駅

12:00
↓
19:30

京都市東山区鞘町通正面
下る上堀詰町265-7
☎075-532-3001

24
キカ・ギャラリー

11:00 9/18-11/14
（11：00-19：00）
↓
21:00 ※10/1は21：00まで

北山駅
北山通

堀川通

ギャラリーギャラリー
GALLERYGALLERY
本間晴子個展
染めによるインスタレーション。

20

松ヶ崎駅

19

創意に富んだ多彩な現代日本人作
家八人の作品を展示。今年3月に鴨
川ほとりの町屋を改装し開廊した
galerie で感性豊かな逸品をご堪能
下さい。

21

© Makoto YANO

ギャルリーためなが京都
galerie taménaga KYOTO
「巴里を魅了する和の八人展」

18

協賛
ギャラリー

⃝18:00-18:15 オープニング・セレモニー
門川大作／京都市長、フィリップ・セトン／駐日フランス大使によるご挨拶。

[2F 23番教室 ]
⃝ FOTOZOFIO スライドショー：
12名 の 作 家 の 作 品 を 上 映（10/210/14メディアテーク ※日月休）
[2F メディアテーク ]
⃝ Omote Ura：VR 映像による、伝
統と現代音楽の融合体験。
[3F サロン ]
⃝ひらいゆう個展「MAYA ララバ
イ」
：シニア世代の写真・映像芸術プ
ロジェクトFOTOZOFIOの写真展。
10/14まで(10:00-18:00)※日月休

⃝19:05-19:40 マルクス・ボルジャ（2020年ヴィラ九条山レジデント）
のパフォーマンス「沈黙の聖母」協力：Youth Theatre Japan
18:00
↓
19:40

19:00
↓
23:00

京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町
☎075-361-4401
※時間やプログラムは変更の可能性があります。

10:00
↓
22:00

ロームシアター京都 | ROHM Theatre Kyoto
[ サウスホール ] ※要事前予約
⃝19:00-20:30上映会「アリアーヌ・ムヌーシュキン：太陽劇団の冒険」
[サウスホール １階席ホワイエ] 二条通側の屋外より鑑賞いただきます
⃝ 18:00-18:30 と 21:00-21:30 パ フ ォ ー マ ン ス「Temple of Love Affirmation」
協力：パリ市立近代美術館／コンセプト：ガエル・ショワンヌ／構成（京都バー
ジョン）
：目黒大路／出演：遠藤リョウノスケ、瀧口翔、松木萌、目黒大路

16:00
↓
22:00

京都市山科区日ノ岡夷谷町
17-22 | ☎075-761-7940

[ ピロティ ]
⃝19:30-20:15 N'SO Kyoto パフォーマンス「AMATERASU Ⅱ」
現代・伝統舞踊、3種の楽器と電子機器の融合により表現される「天
照大御神」の世界。
18:00
↓
21:30

11:00
↓
20:00

① 模 型 展 示 9/30-10/31 ② イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 9/30-10/3
③「L'Île」10/1-10/31（10:00-17:00）※10/1は19 :00まで
京都市中京区烏丸通二条上ル東側
☎075-212-5590

10/1-10/17
（11:00-18:00）
※火水休
※10/1のみ20:00まで
京都市東山区六波羅裏門通
東入竹村町151-1
☎075-761-2105

京都市左京区岡崎最勝寺町13
☎075-771-6051

京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA | Kyoto City University of Arts
Art Gallery @KCUA
チェン・ティエンジュオ「牧羊人」 | ニュイ・ブランシュのための展
覧会特別プレビュー | KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN プロ
グラム
パフォーマンスから映像、デザイン、ファッション、電子音楽、宗教
まで、ジャンルやメディアを自由に横断する中国ミレニアル世代の旗手、
チェン・ティエンジュオの日本初個展。中国からリモートで新作のパ
フォーマティブ・インスタレーションを制作し、神秘的な宗教儀式と
レイブパーティが混淆した祝祭的空間を出現させます。
企画：KYOTO EXPERIMENT、京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA
主催：京都国際舞台芸術祭実行委員会、京都市立芸術大学

16:00
↓
22:00

四条通東洞院地下道
Shijo-dori Higashinotoin
underpass
地下鉄と阪急の運行時間帯
「L'Île」ヨアンヌ・ラムレール
写真展
ニ ュ イ・ブ ラ ン シ ュ KYOTO と マ
ルセイユ欧州地中海文明博物館と
のコラボレーション。
京都市街中心部の地下道において、
フランス国立自然保護地域である
カマルグ湿原をテーマにしたヨア
ンヌ・ラムレールの写真展を開催
します。

10

6:00
↓
23:00

6

11

無鄰菴 | Murin-an
（最終入場20:30） タリク・キスワンソン展「The Window」
ニュイ・ブランシュ KYOTO とフランスのニーム カレ・ダール現代美
術館とのコラボレーション。スウェーデン生まれ、パリとアンマン在
住の新進気鋭のアーティスト、タリク・キスワンソンのデッサンと近
代日本庭園との調和を楽しめる展覧会。

10/1-10/31
（6 :00-23 :00）

夜間開場10/1：①18:00～19:00、②19:00～20:00、③20:00～21:00（各時間の15分前よ
り受付開始）／チケットを2種類販売：①入場券0円、②喫茶付き入場券1000円／予約優先。
いずれも1時間につき上限30名まで。30名を超える場合、ご予約のない方には次の空きがあ
る時間枠までお待ち頂きます。

18:00
↓
21:00

10/1-10/10（9:00-17:00※要別途入場料）※夜間開場：10/1のみ
京都市左京区南禅寺草川町31番地
☎075-771-3909

10/5-10/31(11:00-19:00) ※月休 ※10/1は22:00まで
京都市中京区押油小路町238-1 | ☎075-253-1509
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© Suzanne Lafont
© ADAGP, Paris / B/ Mangolte

© Gaëlle Choisne, Push Me Out, 2020

五条坂京焼登り窯
Kyoto style climbing kiln
石橋英之展「潜在」
ニ ュ イ・ブ ラ ン シ ュ KYOTO と フ
ランス北部トゥルコワン市のル・
フレノワ国立現代アートスタジオ
とのコラボレーション。「潜在」は、
112年の歴史を持つ元藤平陶芸登
り窯跡地を舞台とし、現在と過去、
実在と不在、確定と不確定の間を
行き来しながら、元藤平陶芸登り
窯や文献に残される五条坂界隈の
記憶（痕跡）と証人との出会いか
ら生まれる記憶の差異を糧とし、
場所と痕跡、そして記憶の関係を
探る２部構成のリサーチブロジェ
クトである。

9

香老舗 松栄堂 薫習館 | Shoyeido Kunjyukan
[ １階エントランス①および本店烏丸通駐車場② ]
川俣 正 「夢浮橋 ワーク・イン・プログレス2021」
川俣正による鴨川にかける橋のプロジェクトの原寸大スケールの橋脚
の一部と学生による模型の展示。
[1階松吟ロビー③ ]
「L'Île」 ヨアンヌ・ラムレール
ニュイ・ブランシュ KYOTO とマルセイユ欧州地中海文明博物館との
コラボレーション。フランス国立自然保護地域であるカマルグ湿原を
テーマにしたヨアンヌ・ラムレールの写真作品をスライドショーで上
映します。
10:00
↓
19:00

①10/1-10/10 (10:00-20:00) ※10/3は休廊の予定
②10/1-10/24 (10:00-20:00) ※①②とも10/1は22:00まで
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
☎075-213-1000

ヴィラ九条山 | Villa Kujoyama
Re: connexions
5名のアーティスト達が到着し、レ
ジデンス活動を再始動したヴィラ
九条山。
ニュイ ･ ブランシュ KYOTO という
特別な機会に、レジデント達が創
り出す旅に皆様をご招待します。
音、言葉、味・・・感覚を取り戻し
つつ、リアルタイムを映し出す「鏡」
となる様々な作品を通して、私達
の周りにあるものを捉え直すこと
を提案します。
※開催時間はヴィラ九条山のサイ
トをご確認下さい（変更の可能性あり）

5

© Vinciane Lebrun

10/1（12:00-20:00）
、10/2（9:30-20:00）
、10/3（9:30-17:00）
京都市左京区岡崎円勝寺町
☎ 075-761-4111

②ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」
(YCAMとのコラボレーション) | KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN
プログラム
シンガポールを代表するアーティスト、ホー・ツーニェン。YCAM と
のコラボレーションによる、「京都学派」をテーマに VR を用いた映像
インスタレーション。

© Yohanne Lamoulère / Tendance Floue

12:00
↓
20:00

8

4

主催：京都芸術センター（公益財団法人京都市芸術文化協会）｜協力：欧州地中海文明博物館、
Gallery Albarran Bourdais

[ ガーデン ]
⃝シュザンヌ・ラフォン写真展：
フランスのアートシーンで最も重
要な人物の一人とされる写真家の
作品を紹介します。協力：ニーム
カレ・ダール現代美術館

© Yohanne Lamoulère/Tendance Floue

京都国立近代美術館
The National Museum of Modern Art, Kyoto
映像上映「Intérieurs 2020」
パリ市立近代美術館が、コロナ禍における10名の若手アーティストへ
の支援を目的として委嘱したショートビデオ作品の上映。参加作家：
マリー・アンジェレッティ、レティシア・バドー・オスマン、ガエル・
ショワンヌ、モルガン・クルトワ、アラーシュ・ハナエイ、ジャン・
シャルル・ド・キヤック、クレマン・ロジエルスキ、サラ・サディック、
ナオキ・ス―タ―＝シュドウ、ステファン・チェレプニン。

7

京都市左京区吉田泉殿町8
☎075-761-2105

京都芸術センター | Kyoto Art Center
①クリスティーナ・ルカス映像展「次の世界へ ~Vers l’autre Monde」
クリスティーナ・ルカスの、2つの映像作品を公開。会期中には
オンライン中継にて作家本人を交えたトークイベントを実施する予定。

3

© ヴィラ九条山

⃝18:25-18:55 ザッハトルテ -ZAHATORTE- によるライブ
ヨーロッパの古き良き大衆音楽の雰囲気を取り入れた、京都発、アコー
ディオン、チェロ、ギターによる演奏。

[1F 稲畑ホール ]
⃝京都建築映像祭2021オープニン
グイベント：ル・コルビュジエ詩
画集『二つの間に』短編上映ほか
協力：ヴュッター公園

© Suzanne Lafont,
Nouvelles espèces de compagnie, 2018

京都駅ビル 室町小路広場
Kyoto Station Building - Muromachi Koji Square

Institut français du Japon – Kansai

© Photograph by Ren Xingxing

アンスティチュ・フランセ関西

2

© Archives Théâtre du Soleil
© Martin Rouille

© Diego Bresani

1

有斐斎 弘道館 | Yuuhisai Koudoukan
『まなざし _Regard』〜ニーム カレ・ダール現代美術館コレクション
/ フランス共和国オクシタニ州との国際文化交流展〜
友好提携州の1つ、フランス共和国オクシタニ州との国際文化交流の
一環として同州にあるニーム カレ・ダール現代美術館の協力のもと、
キャロル・ドゥイヤール / バベット・マンゴルトの《Idir》と、シュ
ザンヌ・ラフォンの《INDEX》による『まなざし _ Regard』と題した
展覧会事業を日本文化の研究・教育機関である有斐斎 弘道館にて開催
します。
展示作品：《Idir》キャロル・ドゥイヤール / バベット・マンゴルト、《INDEX》シュザンヌ・
ラフォン

10:00
↓
17:00

10/1-10/17（10:00-17:00） ※水休 ※10/10、10/16休
京都市上京区上長者町通新町東入元土御門町524-1
☎075-441-6662

※

9/30-10/4 (13:00-20:00) ※10/1は22:00まで
京都市下京区早尾町314番地
☎075-351-6748

15

16

© 小池アイ子

13:00
↓
22:00

14

© 2021 Ryota Chihara

旧五条楽園 平岩 | Gojorakuen Hiraiwa
Red Line
下京区にある旧五条楽園の遊郭建築を会場に、女性アーティストによるビデオ作品を展示
します。会期中には山家悠平（女性史研究家）と三宅敦大（キュレーター）によるトーク
イベントも開催予定。参加アーティスト：ジュスティーヌ・エマール、スプツニ子！、申
芳礼、陳宥柔、柳瀬安里

© LIFECASTING © Justine Emard / Adagp, Paris - 2021
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17

京都コンサートホール1階エントランスホール | Kyoto Concert Hall Entrance Hall
HORIZON――“ 終わり ” から始まる世界を展望する
メシアンの傑作《世の終わりのための四重奏曲》。第二次世界大戦中、ドイツ軍の捕虜として
収容所生活を強いられていたメシアンでしたが、この作品の創作・初演を行うことにより、絶
望の向こうに “ 光 ” を見出しました。“ 終わり ” から始まる世界があることを信じて、コロナ禍
のいま、皆様にこの作品の演奏をお届けします。

京都伝統工芸館 | Gallery of Kyoto Traditional Arts & Crafts
紙のカタチ展 －平面から立体の世界へ－
日本の伝統文化のひとつである折り紙に光を当て、その技の可能性を探ります。江戸時代に建
築を説明するためにはじめられた “ 起こし絵 ”、ページをめくると素敵な世界が広がる “ 飛び出
し絵本 ”、そして “ 折り紙建築 ”。更にはフランスの人間国宝であるシルヴァン・ル・グエン氏
による、創作扇子などを展示します。

天才アート KYOTO（きたアトリエ）| Tensai-Art KYOTO (Kita Atelier)
第9回 天才アート展2021「オープン • スタジオ」
障碍のある人の芸術創造活動を発信・推進する天才アートＫＹＯＴＯは、今年５月に「きたア
トリエ」へと移転開設しました。第9回 天才アート展2021「オープン • スタジオ」は移転後初
のアトリエ公開型の展覧会となります。天才アート KYOTO 作品の魅力を地域のみなさまをは
じめ広く社会に発信します。

京都市京セラ美術館 | Kyoto City KYOCERA Museum of Art
Friendship lighting in Kyoto City KYOCERA Museum of Art
ニュイ・ブランシュ特別ライトアップ
フランス・パリの「ニュイ・ブランシュ」に着想を得たニュイ・ブランシュ KYOTO。京都市
京セラ美術館では、フランス国旗のトリコロールをモチーフにしたニュイ・ブランシュライト
アップを実施。遠く離れた京都とパリを美術館の光がつなぎます。光の演出は、光のアーティ
スト・髙橋匡太が行います。

19:00
↓
20:00

16:00
↓
20:00

11:00
↓
21:00

日没
↓
21:00

京都市左京区下鴨半木町1-26
☎075-707-6430

住所の左横に記載されているのが、ニュイ・ブランシュ当日、10/1（金）の開催時間です（入場無料）

印：ニュイ・ブランシュ KYOTO 2021スペシャル企画

-

10/1-10/25（10:00-17:30）※10/12、13、19、20休 | 後日巡回：11/5-11/30 鴨川七
条ギャラリー（京都美術工芸大学1F）10:00-18:00、最終日は17:00まで、土日祝休
※いずれも最終入場は30分前まで ※10/1は16:00-20:00
京都市中京区烏丸通三条上ル場之町606 | ☎075-229-1010

フランス文化機関とのコラボレーション

9/25-10/10（11:00-18:00） ※火休 ※10/1は21:00まで
京都市北区紫野西舟岡町2ふれあい共生館内
☎075-334-5180

10/1-10/10
京都市左京区岡崎円勝寺町１２４
☎075-771-4334

KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN
10/1 ( 金 ) - 10/24 ( 日 )
KYOTO EXPERIMENT は、国内外の「EXPERIMENT（エクスペ
リメント）＝実験」的な舞台芸術を創造・発信し、芸術表現と社
会を、新しい形の対話でつなぐことを目指すフェスティバルです。
今回のフェスティバルは「もしもし?!」をキーワードに声・音・語り・
静寂など多様な切り口から、これらを問い直す作品群の上演、リサー
チ、エクスチェンジによる3つのプログラムを展開します。
主な会場：ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春
秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA、
比叡山ドライブウェイ ほか
料金：プログラムによって異なる
主催：京都国際舞台芸術祭実行委員会 https://kyoto-ex.jp

※当日は公共交通機関を御利用のうえ、御来場ください。
※ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 状 況 及 び 天 候 等 に よ り、プ ロ グ ラ ム が 変 更
される場合があります。
※マスクの着用、手指の消毒など、感染拡大防止の取組に御協力ください。
感染拡大防止のため、会場の入場制限をさせて頂く場合がございます。
最新情報は公式サイト（ www.nuitblanche.jp
）でご確認ください。

提携プログラム

