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ギャラリー＠KCUA @KCUAパフォーマンスナイト　HERO←　 京都を中心に活躍する約30組のアーティストによるパフォーマンス！
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ニュイ･ブランシュ  K Y O T O 　～パリ白夜祭への架け橋～

－ 現 代 ア ー ト と 過 ご す 夜 －

主催者メッセージ

門川大作 
京都市長

秋の夜長を彩る、日仏アーティストの競演。パリ市で毎年10月に行われ
ているアートイベント「ニュイ・ブランシュ」が、ここ京都で開催されること
になりました。共に「芸術の都」として名高い、パリと京都の芸術の粋を
存分にお楽しみください。京都からパリへとつなぐ「ニュイ・ブランシュ」
の開催で、両都市の絆は更に深まることでしょう！

フィリップ・ジャンヴィエ＝カミヤマ
在京都フランス総領事・関西日仏学館館長

発祥の地、パリ市と同じ日に京都市で初開催されるニュイ・ブランシュ。
市内複数の会場を現代アートが彩ります。全ての人に開かれた、このク
オリティの高いイベントを通じて、53年前よりパートナーシップを結ぶ両
市が再び結び付くことを大変嬉しく思っております。日仏のアーティスト
の出会いは、両国の人と文化の交流をより一層深めることでしょう。

  京都国際マンガミュージアム 

18:00-22:00   ※荒天の場合、中止
京都市中京区烏丸通御池上ル　www.kyotomm.jp
お問合せ： 京都市総合企画局国際化推進室 Tel. 075-222-3072

佐々木清次によるライブ
「夢のつづき」「NEVER GIVE UP」「GANBARE」
「負けてたまるか」
佐々木清次：シンガーソングライター。
関西を中心にライブ・ラジオと活躍。京都市営地下鉄
「サブウェイ・パフォーマー事業」の初代「キング・オブ・パフォーマー」。

ベルトラン・ゴゲによるエレクトロニクス・ライブ
ベルトラン・ゴゲ：実験・即興音楽を演奏するサクソフォン奏者。作曲家として
もラジオやダンス、映画に楽曲を提供。ヴィラ九条山招聘アーティスト。

オープニング・セレモニー
挨拶：門川大作京都市長、フィリップ・ジャンヴィエ＝カミヤマ在京都フランス
総領事・関西日仏学館館長

マチデコ・インターナショナル～街を映像でデコレートするプロジェクト～
京都国際マンガミュージアムの壁面を活用した、ゲストアーティストやフラン
ス人クリエイター等による映像作品の上映会
＜作品提供アーティスト＞
•高木正勝（映像作家・音楽家）
•江村耕市（ビジュアルアーテイスト）
•神里亜樹雄（映像作家）
•吉光清隆（映像作家）
•窪木亨（映像作家）
•ギヨーム・ドロネー（映像作家）
•ジュリアン・レヴィ（映像作家）

ベルトラン・ゴゲによるエレクトロニクス・ライブ

大谷祥子による琴の演奏
「天空の彼方へ」・「月映え風立つ」他
大谷祥子：筝曲家（十三絃・二十絃奏者）。
東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。
レイコ：ヴァイオリニスト。
相愛大学音楽学部卒業。ワルシャワショパン音学院マスターコース取得。

現代音楽コンサート
指揮： ヤニック・パジェ／演奏：Kujoyamaアンサンブル
•イヴ･ショリス 「ピアノのためのソナタ」
ピアノ：森本ゆり 

• ルチアーノ・ベリオ 「セクエンツァⅤ」
トロンボーン：村田厚生

•ネボジャ・ヨヴァン・ジヴコヴィッチ 「トリオ・パー・ウノ-第1楽章」
打楽器：畑中明香、改發麻衣、浅川いずみ
イヴ・ショリス：作曲家。フランシス＆ミカ・サラベール財団賞、2008年のピ
エール・カルダン作曲賞など、多くの賞を受賞。ヴィラ九条山招聘アーティ
スト。
ヤニック・パジェ：パリ・ラムルー管弦楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽
団で佐渡裕のアシスタントを務めた。大阪教育大学教師。

中庭に京都精華大学芸術学部院生・学部生による作品展示
笠原美希「テーマパーク」、青木亜樹「road」、上條靖貴「夢を追う鉄人」、
大島雅人「狛馬」、永井麻菜「馬×絵馬」、西垣順子「human」

イベントに合わせ、館内カフェを夜間もオープン！
中庭でお食事しながら、アート作品をお楽しみいただけます。

※京都国際マンガミュージアムでは、先着1000名様に1928年から
フランスで愛されている南フランスのビスケット「ジェルブレ」を
無料でプレゼント！（大塚製薬株式会社提供）

  関西日仏学館

22:00-深夜01:15   ※プログラムは予告なく変更する場合があります。
京都市左京区吉田泉殿町8　www.ifjk.jp
お問合せ： Tel. 075-761-2105

  ガーデン

工藤丈輝による舞踏パフォーマンス
三年間、山海塾に参加した後、自らの集団「東京戯園館」を
設立。様々な分野のアーティスト、カンパニーと関わりつつ、
世界各所で活動する工藤丈輝のパフォーマンス。

  1F稲畑ホール

クリスチャン・メルリオ監督作品上映
「小川洋子、死者の記憶の中の旅」
作家、小川洋子との対談を記録した映像。（日本語版、英語字幕、15分）
クリスチャン・メルリオ：映画作家。造形美術と映画の交差に焦点を当てる。
パリのパレ・ド・トーキョーの創作ラボ、パヴィヨンの教育責任者。ヴィラ九条
山招聘アーティスト。

  館内各所

モノクロームサーカスによるダンス・パフォーマンス
「Dance in Building　2011-2012」　
京都を拠点に活躍するコンテンポラリーダンス・カンパニー、モノクロームサ
ーカスが1ヶ月のワークショップによって創作する、サイトスペシフィックなパ
フォーマンス。

  1F稲畑ホール

ジョゼ・レヴィによる写真プロジェクション
「京都の21日/21のパリの写真=21の京都の写真」
スクリーンに並んで映し出される京都とパリ。
ジョゼ・レヴィ：モードの世界から、デザインと造形美術に創作の場を移す。
ヴィラ九条山招聘アーティスト。

  1F稲畑ホール

クリスチャン・メルリオ  「Art Storage」上映
ミレーの『晩鐘』、ロダンの『考える人』など、著名な西洋絵画や彫刻を人物で
再現。（7分）

  1F稲畑ホール

フィリップ・マリニグによる写真プロジェクション 
「Natural Ecstasy」
自然に対してオマージュを捧げ、鋭い感覚で撮影された空中写真の数々。
フィリップ・マリニグ：フリーの写真家として日刊紙「リベラシオン」や月刊誌
「グローブ」などで活躍。2010年SCAM Roger Pic賞受賞。

  1F稲畑ホール

クリスチャン・メルリオ  「Rice Bowl Hill Incident」上映
村上春樹の作品からインスピレーションを得た、陸軍情報局のレポートの抜
粋。（日本語版、英語字幕、40分）

  建物正面  

「境界」 ―ルシール・レイボーズと仲西祐介によるプロジェクション 
学館のファサードに映し出されるのは、妖怪から着想を得た写真シリーズ
「境界」。不思議な夢を思わせる、幻想的な世界。
ルシール・レイボーズ：フランス人写真家。坂本龍一のオペラ『LIFE』に参加す
るために初来日して以来、幼少期を過ごしたアフリカのアニミズムと神道に
共通点を感じ、日本に魅せられる。
仲西祐介：照明家。映像、舞台、空間照明と幅広いフィールドで光と影を演出。
ジョン・ウィリアムズ監督『スターフィッシュホテル』、CM「資生堂TSUBAKI」等。

  ガーデン、館内入口

京都市立芸術大学・大学院生（彫刻科）作品展
ガーデン：松本誠史「骸」、谷中佑輔「カバさんが暴れてるから、僕は森に帰る」
「キュウリは英語でcucumberというそうです」
館内入口：西山寛「salabi#1」

   ガーデン

京都造形芸術大学  「京造ねぶた」展示　
一回生がクラス全員で共同制作した巨大な白いねぶた。関西日仏学館館長
賞を受賞した作品が点灯されます。

  建物東側壁

ルシール・レイボーズ写真展
日本の温泉を抒情的、官能的に表現した大判の写真が、建物の壁面を飾り
ます。

  3Fサロン

ENSBA-KCUA －パリ・ボザールで学んだ
京都市立芸大院修了生の展覧会
野原健司（京都市立芸術大学大学院修士課程絵画専攻修了・油画）、前田剛
志（同・造形構想）斉藤雅恵（同・日本画）、須藤絢乃（同・造形構想）、湊 茉利
（同・日本画）

ネスレネスプレッソ株式会社協賛企画
「一流ブランド×アーティスト コラボレーション企画」として、造形美術家、
須藤絢乃がニュイ・ブランシュのために作成したポストカードをプレゼント！
原画は3Fサロンに展示。
須藤絢乃：京芸大作品展市長賞、ミオ写真奨励賞審査員特別賞受賞

1F ル・カフェもオープン
色々な種類のミニ・タルト、シャンパンにワイン！ 淡雪のようなデザート
「ウフ・ア・ラ・ネージュ」など、ニュイ・ブランシュ特別メニューも登場します。

ネスプレッソでのエスプレッソ・サービス（1F ル･カフェ）
ネスプレッソの最新マシンPIXIE（ピクシー）で、エスプレッソの豊かなア
ロマと深い味わいをお楽しみ下さい。（無料・数に限りがあります）
提供：ネスレネスプレッソ株式会社

関西日仏交流会館　ヴィラ九条山
フランス政府が運営するアーティスト･イン･レジデンス。フラ
ンスで選考されたアーティストが半年間、京都に滞在しなが
ら活動します。1992年設立。
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ニ ュイ･ブ ラン シュ  K Y O T O
～ パ リ 白 夜 祭 へ の 架 け 橋 ～
－ 現 代 ア ー ト と 過 ご す 夜 －

ニュイ・ブランシュ～白夜祭は、パリ市が毎年10月に行う、年に一度のア
ートイベント。街のいたるところで現代アートを楽しむことができるこの
夜の祭典は、今では国際的にも認められ、ブリュッセル、モントリオール、
シンガポールなどでも開催されています。

2011年10月1日、パリ市のニュイ・ブランシュが10周年を迎えることを記
念して、姉妹都市・京都でも、初のニュイ・ブランシュを開催します。いつ
もと違った景色の中、日仏アーティストによるパフォーマンスやコンサー
トが京都の夜を彩ります。アート作品の数々を巡り、現代アートのプロム
ナードをお楽しみください。

10月1日（土） 18:00~

 SAMEDI 1ER OCTOBRE À PARTIR DE 18H

w w w . n u i t b l a n c h e . j p

Access
京都国際マンガミュージアム
京都市営地下鉄：烏丸線・東西線「烏丸御池」駅下車
（北改札口2番出口）、烏丸通を北へ50m

関西日仏学館
京阪電車出町柳駅より徒歩12分／
市バス31、65、201、206「京大正門前」下車すぐ／
京都バス18「東一条」下車すぐ

京都市立芸術大学ギャラリー＠KCUA
地下鉄「二条城前」駅（2番出口）徒歩約3分／
市バス「堀川御池」バス停下車すぐ

主催： 京都市、関西日仏学館／共催： 京都国際マンガミュージアム、京都市立芸術大学ギャラリー＠KCUA、
京都市交通局／特別後援： 在日フランス大使館／後援： 在京都フランス総領事館、パリ市／
協賛： フランス著作権協会、大塚製薬株式会社、ネスレネスプレッソ株式会社、株式会社志津屋、
株式会社デイリーヤマザキ／協力： 関西日仏交流会館 ヴィラ九条山、KYOTO CMEX実行委員会、
CaRTebLaNChe、京都精華大学、京都造形芸術大学、立命館大学、株式会社河合楽器製作所、エフエム京都、
（財）自治体国際化協会京都市支部、エールフランス航空
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@KCUA

@KCUAパフォーマンスナイト  HERO←
京都を中心に活躍する約30組のアーティストによるパフォーマンス！
ライブパフォーマンス／映像×ライブペイント／打楽器演奏／演劇／身体
パフォーマンス／ダンス／コント／音楽料理／映画上映 他
出演：井上経康、WEAST（田中良、村上裕）、WAISTPOUCH（藤野真司、上川
敬洋）、映像家族yucca、NOP（内田のぶはetc）、OS elefantes、おみこしボー
イズ、Kaoru Yosida、spoon＋、DAICHI、CHIPPERS、天憑、ドキドキぼ一いず、
tonalite、トンズラ儲け、new world monkey モロル、日置あっし(SUGAR＆
salts)、Peachman、PINKAKUJI、不完全変隊、藤井マリー、水野開斗、宮永亮
×三木章弘、mogabotique◆spangle、los puntos、他
協力：なかぐわ一、roseo
※年齢を確認できるものをお持ちください。
※オールナイトイベントにつき、0時以降、未成年のお客様はご退場いただき
　ます。ご了承ください。

  京都市立芸術大学ギャラリー ＠KCUA

20:00-翌朝08:00
京都市中京区押油小路町238-1　www.kcua.ac.jp/gallery
お問合せ： Tel. 075-253-1509　入場料： ¥1,000

  地下鉄烏丸御池駅

18:00-22:00
※パフォーマンススペース及び志津屋へは、 北改札口の駅係員にお申し出ください。
お問合せ： 京都市総合企画局国際化推進室 Tel. 075-222-3072

駅構内パフォーマンススペースにて
サブウェイ・パフォーマーによる音楽の演奏

  東側ステージ

如月シータ（弾き語り、篠笛）、川上末ひろ（ギター、ウクレレ弾き語り）、
Graceman（ゴスペル）、Vocal Unit JOY（ゴスペル）、山下忠彦（アコースティ
ックロック＆バラード）

  西側ステージ

伊藤麻衣子（モンゴル国の民謡）、KEITAI=ミカン=とも（アコースティックギタ
ー）、与田清明（南米民族音楽）、0569(スゴロク)（アカペラ独奏）、矢端信也（ア
コースティックロック）、オカメインコズ（ポップス）、ラス・マルビータス（南米民
族音楽）、山下潤也（アコースティックギター弾き語り）、acoFURI（ポップス）

コトチカ御池協賛企画！ （22時まで）
・「志津屋」にて、フランスパンに合う
生ハムやクリームチーズ、スモーク
サーモンなどを使ったメニューを
提供し、フランスの雰囲気を演出。

・「デイリーヤマザキ」にて、当日店内
商品500円以上お買上げ毎にフラ
ンス製白いお皿1枚プレゼント。

20:00
I
翌朝

08:00

京都国際マンガミュージアム

18:00-22:00

関西日仏学館

22:00-深夜01:15

ギャラリー＠KCUA

20:00-翌朝08:00

地下鉄烏丸御池

18:00-22:00

入 場 無 料
※ギャラリー@KCUAのみ有料


