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京都国際マンガミュージアム
18:00-22:00　www.kyotomm.jp
京都市中京区烏丸通御池上ル
お問合せ：Tel. 075-222-3072（京都市総合企画局国際化推進室）
アクセス：京都市営地下鉄「烏丸御池」駅下車すぐ／市バス15、51、65「烏丸御池」
下車すぐ／京都バス61、62、63「烏丸御池」下車すぐ

アンスティチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館）
20:00-深夜01:00　www.ifjk.jp
京都市左京区吉田泉殿町8　
お問合せ：Tel. 075-761-2105　
アクセス：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

京都芸術センター
17:00-22:00　www.kac.or.jp
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546－2
お問合せ：Tel. 075-213-1000
アクセス：地下鉄烏丸線「四条駅」下車、22・24番出口より徒歩5分／
阪急京都線「烏丸駅」22・24番出口より徒歩5分

関西日仏交流会館 ヴィラ九条山
20:00-深夜01:00
京都市山科区日ノ岡夷谷町17-22
お問合せ：Tel. 075-752-7171　
アクセス：地下鉄東西線「蹴上」駅より徒歩１5分 

イムラアートギャラリー京都
18:00-22:00　www.imuraart.com
京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町31
お問合せ：Tel. 075-761-7372
アクセス：京阪電車「神宮丸太町」4番出口徒歩3分／
市バス「丸太町京阪前」下車徒歩2分

eN arts
18:00-24:00　www.en-arts.com
京都市東山区祇園町北側円山公園内八坂神社北側
お問合せ：Tel. 075-525-2355
アクセス：JR京都駅より　京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩10分／阪急電車
「河原町」駅下車、徒歩15分／市バス201、203、206「祇園」下車、徒歩 3分

galerie16
12:00-22:00　www.art16.net
京都市東山区三条通白川橋上ル石泉院町394戸川ビル3F
お問合せ：Tel. 075-751-9238 
アクセス：地下鉄東西線「東山」駅下車、1番出口より徒歩3分 

TKGエディションズ京都／TKGセラミックス
11:00-22:00　www.tomiokoyamagallery.com/
京都市下京区西側町483 （西洞院通／新花屋町通 西南角）
お問合せ：Tel. 075-353-9994
アクセス：地下鉄烏丸線「五条」駅8番出口、徒歩7分／
JR「京都駅」、徒歩18分、タクシー4分

タカ・イシイギャラリー京都
11:00-22:00　www.takaishiigallery.com
京都市下京区西側町483番地（西洞院通/新花屋町通 西南角）
お問合せ：Tel. 075-353-9807　
アクセス：地下鉄鳥丸線「五条」駅8番出口より徒歩7分、JR京都駅中央口より徒歩20分

MORI YU GALLERY KYOTO
12:00-22:00  www.moriyu-gallery.com
京都市左京区聖護院蓮華蔵町4-19
お問合せ：Tel. 075-950-5230
アクセス：京阪電車「神宮丸太町」駅 徒歩7分

MUZZ（HI-NEST BLDG.）
13:00-深夜02:00　www.muzz.tv
京都市左京区浄土寺馬場町71 ハイネストビル1F
お問合せ：090-8213-5265（池田） 090-3710-5911（出口）info@muzz.tv
アクセス：市バス5、17、32、93、203、204「錦林車庫前」下車。 白川通りを北上、
「フレスコ」のある交差点を東へ50m。 

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（アクア）
18:00-23:00　www.kcua.ac.jp/gallery
京都市中京区押油小路町238-1
お問合せ：Tel. 075-253-1509
アクセス：地下鉄東西線「二条城前」駅2番出口より徒歩3分 
国際マンガミュージアムより御池通を西へ徒歩10分（堀川御池交差点東北角）
京都市バス「堀川御池」下車すぐ

UrBANGUILD
19:00-深夜02:00　www.urbanguild.net/
京都市中京区木屋町三条下ルニュー京都ビル3F
お問合せ：075-212-1125　アクセス：京阪三条から西へ進み木屋町通りを南に約150M

常林寺
18:00-23:00
京都市左京区川端通今出川上る田中下柳町
お問合せ：075-253-1509（ギャラリー@KCUA）
アクセス：京阪出町柳駅3番出口を北へ100m（川端今出川を北へ100m）

Antenna Media
11:00-24:00
http://antenna-media.com/index.html
京都市下京区麩屋町通五条上る下鱗形町563
お問合せ：050-3722-8945（Antenna Media）
アクセス：京阪「清水五条駅」3番出口より徒歩4分／
地下鉄烏丸線「五条駅」1番出口より徒歩8分

吉田神社
20:00-20:45  www5.ocn.ne.jp/~yosida/index.html
京都市左京区吉田神楽岡町30番地
お問合せ：Tel. 075-771-3788　
アクセス：京阪電車「出町柳」駅より徒歩20分／市バス「京大正門前」より徒歩５分

地下鉄烏丸御池駅
10:00-22:00 
www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/index.html
京都市中京区虎屋町地先
お問合せ：Tel. 075-863-5068（京都市交通局営業推進課）
アクセス：地下鉄烏丸御池駅すぐ

プログラムは予告なしに変更することがあります。ご了承下さい。
いずれの会場も、駐車場はございません。 
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清水寺

八坂神社
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intext（映像プロジェクション+パフォーマンス）
《case studies: about design》
アート・プログラムへの参加やデザイン、出版物の制作、音響・映像制作などを行う。
デザインの特性を用いて他メディアへ接触し、システムの転用や再解釈を試みる。
@KCUAでは一定のルールを持って拾い集めた
「単語」としてのイメージを、メディアを通じて
「文章」へと置き換える。

FUSIONIK（映像とインスタレーション）
《out of motion》
生身の体とテクノロジーのクロスオーヴァーによる
「空間」のインターフェース化を巡るインスタレーション
展示。「身体」とシンクロしたデバイスによる光と音の
明滅は、「身体」を音に、そして光へと変容させる。
その時、「空間」はテクノロジーという未知なるもの
との対話を切り開くインターフェースとして立ち現れ、
「情報」への想像力を我々に問いかける。

ROGUES’ GALLERY（映像作品の上映）
《DELAY》
高出力の音響システムを搭載したシトロエンXMで、
エフェクトを施してアンプリファイされた走行音
（エンジン音や風切り音、ウインカー音など）を
オーディオで鳴らしながら、夜の京都をドライブする。
@KCUAではそのドライブを撮影した映像を
再構成して上映。

京都藝術 2012 トークイベント
第一部：Antenna×特別ゲスト多数「グループによる作家活動について」
第二部：石橋圭吾「文化都市京都とアートの可能性」
9/15-10/5に開催された、芸術文化を"京都の
街全体"でつなぎ、大きなアートサイトとして人々に
発信する取り組み「京都藝術」を締めくくるイベント
としてトークセッションを行う。
※詳細は京都藝術WEB（http://kyotoarts.net/）にて発表

@KCUAナイト
鶴田憲次（ライブペインティング）
図像を脳内でRGBに分解し、キャンバスに点描を用いてスーパーリアリスティックに
描き出す。超絶技巧のライブペインティングは今回限り！

Pretty Visitors
（ライブパフォーマンス）
激しいリズムとノイズエフェクトを絡めたアシッドな演奏を行う3人組。18:00

I
23:00

19:00
I

21:00

21:30
I
深夜

02:00

UrBANGUILD

intext（ライブパフォーマンス）
映像と音響によるライヴパフォーマンス。ギャラリー@KCUAで展示する素材を、
パフォーマンス・ソースへと変換する。

FUSIONIK（ライブパフォーマンス）
三味線とエレクトロニクスの対話から発生する音響空間に無秩序に羅列されて
いくグリッチ、スキップ音、ループを用いた実験的なライブ。徹底的なまでにダンス
ミュージックと音響のマージナルゾーンを浮遊する。

水木塁（DJ）
京都を中心に大阪・東京・名古屋・那覇でプレイ。宗教音楽からダンスミュージッ
クまですべてを等価に扱うフリースタイルDJ。所有するレコードは2,500枚を超え、
自他ともに認める美術界最狂のヴァイナルフリーク。

駒井淳也（映像インスタレーション） 
《pocketful of rainbows》
映像とその場所にある様々なオブジェを用いてインスタレーションを行いながら、そこ
で展開している出来事と観る者の解釈との関係をコンセプチュアルに問いかける駒
井淳也。今回は寺院境内でインスタレーションを行う。

material /domain 須藤圭太
《ようこそ、注文の多い食器店へ》
「注文の多い食器店」をコンセプトに作家と客が
一緒に器をつくり、双方向的な食器制作の過程から
生まれる、新しいライフスタイルの提案を目指す作家、
須藤圭太による展覧会。

常林寺

Antenna Media

18:00-23:00  

10:00-22:00 
18:00

I
21:00

10:00
I

22:00

「ニュイ・ブランシュ京都」烏丸御池駅コンサート
烏丸御池駅構内において、サブウェイ・パフォーマーコンサートを実施。

＜出演者（順不同、敬称略）＞
佐々木清次、ラス・マルビータス、川上末ひろ、山下貴久子、中田克美、misa、
KEITAI=ミカン=トモ、オカメインコズ、ORANGE CIGARETTE、オカリいなお、
Smack Water Jack

Kotochika御池協賛企画
・志津屋：店内をフランス風に装飾し、特別メニューを提供（ランチ～）
・デイリーヤマザキ：500円以上お買い上げで、白いお皿プレゼント（10時～）
※いずれも数に限りがございます。

20:00-20:45  
現代音楽 × 能
作曲家　馬場法子が、ヴィラ九条山の滞在時に制作した
西洋音楽のエクリチュールと能との融合を図った作品を
上演。また、フランス人のアバンギャルド作曲家、
グロボカールのソロ作品を演奏。

「Thirteen　Drums」　
作曲：石井眞木　演奏：畑中明香（打楽器）

「共命之鳥」　
作曲：馬場法子　演奏：青木涼子（能謡・能舞）、
畑中明香、上田 希

「Voix instrumentalisée」　
作曲：Vinko GLOBOKAR　演奏：上田 希（クラリネット）

20:00
I

20:45

吉田神社 P 地下鉄烏丸御池駅 Q
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－ 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。

昨年に引き続き、パリ市の姉妹都市・京都では、第2回となるニュイ・
ブランシュを開催します。会場や参加アーティストも大幅に増えて、
よりパワーアップしてお届けする、現代アートのプロムナード。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彩る、京都の夜を
お楽しみください。 www.nuitblanche. jp

10月5日（金） 18:00~
VENDREDI 5 OCTOBRE 2012 À PARTIR DE 18HKYOTO  　PARIS

入場無料

ニュイ･ブランシュ 
KYOTO 2012
～パリ白夜祭への架け橋～

NUIT
BLANCHE
KYOTO
2012 



17:00-22:00 
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

芸術の都・パリ発祥の現代アートの白夜祭、「ニュイ・ブランシュＫＹＯＴＯ」。
第２回目となる今年は新たな会場も加わり、一段と充実した内容で
お届けします。各会場とも趣向を凝らして、皆様の御来場をお待ちして
います。京都の秋の一夜、多彩に繰り広げられる日仏アーティストの
夢の競演を存分にお楽しみください。きっと、姉妹都市パリを一層身近
に感じていただけることでしょう！ 

フィリップ・ジャンヴィエ＝神山
在京都フランス総領事、アンスティチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館）館長

第2回のニュイ・ブランシュKYOTOは、市内に複数のパートナーを得て、
会場を拡大します。文化センター、アーティスト・イン・レジデンス、ギャラ
リー、寺社仏閣において開催される、全ての方に開かれたパリ発の現代
アート・イベント。翌日には、姉妹都市であるパリ市へと受け継がれます。
日仏両国の友情と、文化交流をさらに深める催しとなることでしょう。

18:00-22:00

京都国際マンガミュージアム 

セレノグラフィカによるダンス・
パフォーマンス
今年結成15年の男女のダンスユニットによる
デュエット。2011年初演の作品を今回のニュイ･
ブランシュ用にアレンジ。身体で物語を語るかの
ような不思議で温かいテイストは、これまでにも
大阪、北海道、瀬戸内、静岡、岐阜などで上演し
好評を博している。

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～
マチデコ・インターナショナルでこれまで照射した
過去の映像作品をダイジェストで照射。
企画製作：楽洛まちぶら会、ART COMPLEX
アーティスト：高木正勝、江村耕市、窪木亨、
吉光清隆、神里亜樹雄、ギヨーム・ドロネー
詳細はwww.artcomplex.net/machideco/
高木正勝：音楽家、映像作家。 京都府出身・在住。
自ら撮影した映像の加工やアニメーションによる映像
制作と、ピアノやコンピュータを使った音楽制作の両方
を手掛けるアーティスト。2012年夏公開の映画「おおかみ
こどもの雨と雪」(監督:細田守)の劇伴を手掛ける。

20:50

21:15

京都芸術センター

岸岡ちなみによるライブ
2012年6月京都市営地下鉄「第2回キング・オブ・
パフォーマー決勝戦」優勝！現在、21歳。
関西を拠点に、「ちなメロディ」を届ける一方、
思い入れのある韓国でもライブ活動を開始！

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＝神山 在京都フランス総領
事／アンスティチュ・フランセ関西館長

京都市交響楽団メンバーによる音楽演奏
小谷口直子:京都市交響楽団首席クラリネット奏者。
平成14年第71回日本音楽コンクール第１位、併せて
増沢賞、Ｅ.ナ力ミチ賞、平成22年度には京都市芸術
新人賞受賞など受賞歴多数。

出演メンバー:岡本哲(京都市交響楽団首席トロン
ボーン奏者)/小西元司(京都市交響楽団トロン
ホーン奏者)/中山航介(京都市交響楽団首席打
楽器奏者）、水無瀬一成(京都市交響楽団副首席
ホルン奏者)

マニュエル・ビアンヴニュによるライブ
フランスや日本を中心に活躍するマルチプレイヤー。
エンジニアリングやプロデュースも手がける彼の
作品は、ジャンルにとらわれないユニークな世界観を
感じさせる。

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～
建物に合わせて映像を照射する『プロジェクションマッピング』
により、京都国際マンガミュージアムの壁面を彩る。この時・
この場所のために製作された映像をお楽しみください。

企画製作：楽洛まちぶら会、ART COMPLEX
招待アーティスト：窪木亨、吉光清隆、神里亜樹雄、
尾内丞二、ギヨーム・ドロネー
詳細はwww.artcomplex.net/machideco/

ウルリケ・ハーゲ、エリック･シェーファーによるジャズライブ
ウルリケ・ハーゲ：ドイツの作曲家、ジャズピアニスト、サウンドアーティスト、ラジオ
脚本家として多彩に活躍。2003年ドイツ･ジャズ賞受賞。ヴィラ鴨川招聘アーティスト。

エリック･シェーファー：
ドイツの作曲家、打楽器奏者。
ジャズからノイズ音楽まで、
幅広い音楽活動を行う。2010年
SWRジャズ賞受賞。
ヴィラ鴨川招聘アーティスト。

18:00

18:30

18:50

19:15

19:40

20:25

20:00-深夜01:00
ROGUES' GALLERY/ 
GASOLINE MUSIC & CRUISING
高出力の音響システムを搭載したシトロエンXMで、
エフェクトを施してアンプリファイされた走行音を
オーディオで鳴らしながら、夜の京都をドライブ。
会場ではデモンストレーションと、乗車権争奪戦
（2名）を行う。

フロラン・シャレール
オーボエ・ソロ　コンサート
ジル・シルヴェストリーニ「オーボエ・ソロのための
4つの練習曲」、ルチアーノ・ベリオ「セクエンツァVII」
フロラン・シャレール：パリ国立高等音楽院卒。
京都市交響楽団オーボエ奏者。

ゆや　パフォーマンス
フランス人男性と日本人女性の愛をテーマに
したパフォーマンス。 ひでかずわか林との共同作品。

ダヴィデ・ヴォンパクと和太鼓ドンによるパフォーマンス
振付家/ダンサーのダヴィデ・ヴォンパク（2011年ヴィラ九条山招聘アーティスト）
が和太鼓ドンと行うパフォーマンス。和太鼓ドン：森島啓/高橋栞/小平一誠

モノクロームサーカスとワークショップ・
メンバーによるダンス・パフォーマンス
「Dance in Building 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
3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ダンス作品。　

ダヴィデ・ヴォンパクと佐藤健大郎による
ダンス・パフォーマンス
日本人ダンサー佐藤健大郎と、
2011年ヴィラ九条山招聘アーティスト、
ダヴィデ・ヴォンパクによる
インプロビゼーションダンス。 

DJ マスター航太
『1H1D!!! -ゲームは一日一時間!!!-』を主催する、京都の夜カフェ
「cafe la siesta -8bit edition-」のマスター航太によるDJ！

マリア＝ドナタ・ドゥルソ
「Collection particulière（個人所蔵）」上映
マリア＝ドナタ・ドゥルソ：振付家、ヴィラ九条山招聘アーティスト
（2012年下半期）。ダンスカンパニー「ディゾリエンタ」設立者。

オリヴィエ・ラヴナック　映像上映
パリ・セルジー国立高等芸術学校で学ぶ若手アーティストによる映像作品。

20:00

20:30

21:00

21:40

  ガーデン

1F稲畑ホール

22:00

22:40

23:20

24:00

24:40

館内各所

1F稲畑ホール

アンスティチュ・フランセ関西（旧 関西日仏学館） 関西日仏交流会館 ヴィラ九条山

20:00-深夜01:00
ヴィラ九条山　オープンデー
ヴィラ九条山は年に2回、招聘アーティストと気軽に交流できるオープン・デーを
実施。今年は設立20周年を記念して、ニュイ・ブランシュの日に開催！

招聘アーティスト（2012年下半期）の作品上映：
マリア=ドナタ・ドゥルソ／ヴォルフ・カ（ダンス）、アレクサンドル・モーベール
（オーディオヴィジュアル）、ル・ジャンティ・ギャルソン（造形芸術）、アレクサンドル・
ディモス（グラフィックデザイン）

過去の招聘アーティストの作品上映：
クリスチャン・メルリオ（2011）、ヴァレリー・ムレジェン/ベルトラン・シェフェール
（2010）、チャーラ・ゼンジルジ/ギヨーム・ジョヴァネッティ（2010）、ブノワ・ブロワザ
（2010）、カミーユ・ド・カザビアンカ
（2008）、ジェローム・ブルベス（2007）
レティシア・ミクレス（2007）、
フィリップ・フレリング（2001）、
ブリジット・ルメール（1997）ほか

※その他、サプライズイベントも！

20:00
I
深夜

01:00

KYOTO EXPERIMENT2012公式プログラム

© Takashi KUNITANI “Spaceless Spaces (2011)" "Spaceless Space 2010" photo by Takateru KUSAKI 

© 写真提供：NAMURA ART MEETING
実行委員会／撮影：福永一夫

国谷隆志によるインスタレーション
現代美術家・国谷隆志によるネオン管を使ったインスタレーション作品の展示。
夜の小学校に浮かび上がる美しく静謐な光。普段見慣れた風景を改めて体感で
きる特別な展示。

ビリー・カウィー　映像インスタレーション
『Tango de Soledad/ The Revery Alone/ In the Flesh』」哀愁漂うタンゴの名
曲「タンゴNo.3」と詩の朗読に合わせて踊り続ける女性ダンサー。ダンスや演劇な
ど幅広い分野で活躍するスコットランドのアーティストによる３D映像インスタレ
ーションの展示。夜間も延長開廊。

遊劇体　公開稽古　「泉鏡花作『戰國茶漬』」
京都芸術センターで稽古中の作品の一部を公開します。10月中旬から国立文楽
劇場小ホールで上演される本作品との格闘ぶりを見届けてください。

京極朋彦ダンス企画公開ワークショップ
「歌う体と踊る声に耳を傾ける」
京極朋彦が、自身のダンス作品創作の過程において重要視している、声と体の関係
テーマに、体の新たな可能性を探って行くワークショップ。どなたでも参加できます。
見学自由。　＊要事前申込み（詳細は京都芸術センターまで）

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。

Schedule 18:0017:00 20:0019:00 19:3018:30 22:0021:00 21:3020:30 24:0023:00 23:3022:30
深夜

02:00

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

オープニング・
セレモニー

京都市交響楽団
メンバー 演奏

マチデコ・
インターナショナル

ハーゲ、シェーファー
ジャズライブ

現代音楽 × 能

セレノグラ
フィカダンス 

マチデコ・
インターナショナル 

吉田神社

えいふくかよ／東京仮面／後藤温子／ヴァランティヌ・アルマン／アルド・リー／フィリップ・ラルー／大舩真言／NoLimits Komaki／
京都造形芸術大学／上賀茂神社アートプロジェクト2012／ステファン・クチュリエ

ROGUES' GALLERY／フロラン・シャレール／ゆや／ダヴィデ・ヴォンパクと和太鼓ドン／モノクロームサーカス／ダヴィデ・ヴォンパクと佐藤健大郎／
DJ マスター航太／マリア=ドナタ・ドゥルソ／オリヴィエ・ラヴナック

京都芸術センター

関西日仏交流会館
ヴィラ九条山 

国谷隆志によるインスタレーション

京極朋彦ダンス企画　
遊劇体　公開稽古

地下鉄烏丸御池駅
Kotochika御池協賛企画

「ニュイ・ブランシュ京都」烏丸御池駅コンサート

京都市立
芸術大学ギャラリー
@KCUA（アクア）

会場：イムラアートギャラリー京都　川村悦子展オープニングレセプション
会場：eN arts  繋ぎとめる／零れおちる   

会場：京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA　intext／ FUSIONIK／ROGUES’ GALLERY
 

ビリー・カウィー 映像インスタレーション

会場：UrBANGUILD 京都藝術2012 トークイベント

ヴィラ九条山　オープンデー

@KCUAナイト 鶴田憲次／Pretty Visitors／intext／FUSIONIK／水木塁

会場：常林寺  駒井淳也

会場：TKGエディションズ京都／TKGセラミックス　ベルント・フリーベリ展／イケヤン☆展2012 in Kyoto　オープニングレセプション
市内アートギャラリー

会場：タカ・イシイギャラリー京都　佐伯洋江 展

会場：Antenna Media  須藤圭太

会場：MUZZ（HI-NEST BLDG.）山本高之　展
会場：galerie16 『痕跡』藤原勝彦個展／会場：MORI YU GALLERY KYOTO 小沢さかえ展 オープニングレセプション

岸岡ちなみ 
ライブ

マニュエル・ビア
ンヴニュ ライブ

３Ｆサロンほか

えいふくかよ　イラスト展
京都市立芸術大学ビジュアルデザイン専攻卒。パリ留学より帰国後、関西中心
に作家活動を行うイラストレーター。

東京仮面　作品展
布や革などを素材に人形作品を制作するほか、パフォーマンスなどで話題を集め
るアーティストユニット。TOKYOカルチャーがミックスされた活動は必見！

後藤温子　「幻聴」、「それともみんなはじめから、
おぼろに青い夢なのか」
2010年東京藝術大学大学院修了。パリ国立美術学校留学。

ヴァランティヌ・アルマン　デッサン展
見る者に解釈をゆだね、物語を紡ぎ続けるよう誘う、イメージ豊かな作品。

アルド・リー　映像上映 
「アベセデール」
ダンスのさまざまな様相を、短いシーンで構成した映像作品。
アルド・リー：映像作家。南アフリカ映画祭最優秀短編賞受賞。　

フィリップ・ラルー作品展
「プライベート・ロケーション～彼の優雅な茶色の指」
世界に向けて挑発的なまなざしを
向けるアーティスト、フィリップ・ラルー
による絵画、彫刻、映像などの作品展示。
1994年ヴィラ九条山招聘アーティスト。

大舩真言　作品展
2010年BIWAKOビエンナーレ出品作品
「WAVE -depth-」ほか。和紙に岩絵具
で描かれた絵画は、空間や時間と密接
に関わり合いながら、観る人の全身の
感覚と響き合う。

NoLimits Komaki　作品展　
小牧徳満（京都市立芸術大学大学院）
制作のオブジェ：「門」、「橋」、「梯子」、「屏風」

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作品を展示。

上賀茂神社アートプロジェクト2012　
在京都フランス総領事賞受賞作品展示
京都精華大学 芸術学部 陶芸コース三回生　川瀬理央「響」　

ステファン・クチュリエ写真展　
「メルティング・ポイント」シリーズ　
パリのポンピドゥーセンターなど、
各国で展覧会を多数開催する写真家、
ステファン・クチュリエ。
2003年ニエプス賞受賞、マルセル・
デュシャン賞ノミネート作家。

20:00
I
深夜

01:00

館内各所

建物外壁

ガーデン

市内アートギャラリー

川村悦子展オープニングレセプション
イムラアートギャラリーで4度目の個展となる川村悦子展のオープニングレセプ
ション。ニュイ・ブランシュにちなみ、フランスのバカラ社のアンティークグラスで、
ワインとシャンパンを。

繋ぎとめる／零れおちる
「火」をテーマに写真、立体、絵画等様々なメディアで作品を制作し続ける
 田中真吾の個展

『痕跡』　藤原勝彦個展
映像によるインスタレーション（空間構成）

ベルント・フリーベリ展／イケヤン☆展2012 in Kyoto
オープニングレセプション
TKGエディションズ京都ではスウェーデン生まれの陶芸家ベルント・フリーベリの
個展、TKGセラミックスでは青木良太を中心とした若手陶芸家の組織「イケヤン☆」
のグループ展。19:00-22:00にオープニングレセプション。

18:00
I

22:00

18:00
I

24:00

12:00
I

22:00

11:00
I

22:00

eN arts

galerie16

TKGエディションズ京都／TKGセラミックス

イムラアートギャラリー京都

佐伯洋江 展
ケント紙にシャープペンシルで緻密に描き込む手法を貫く佐伯洋江。色鉛筆や
アクリルに加え、新たな質感を生み出す水彩やパステルによって美しく彩られた
新作ドローイングを発表。

小沢さかえ展 オープニングレセプション
モリユウギャラリー京都では3年振りとなる小沢さかえの個展。全て未発表の
新作絵画を展示。レセプション開催時間：18:00-22:00

山本高之 展
子どもの感性を通して、社会の制度や慣習に潜む言語化できない感情や事柄、
日常のおかしみを描き出すアーティスト、山本高之による一日限りの作品上映会。
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13:00
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深夜

02:00

MORI YU GALLERY KYOTO

MUZZ（HI-NEST BLDG.）

11:00-深夜02:00
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21:30

18:30
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21:30

アンスティチュ・フランセ関西「ル・カフェ」による軽食あり（有料）。

１Ｆル・カフェ

京都国際マンガミュージアム会場～アンスティチュ・フランセ関西会場間は、
    「烏丸御池」停留所22:10発の市バス65系統を増便！

マンガミュージアムカフェ「えむえむ」を夜間もオープン！

ル･カフェ 特別メニュー   タルト・フランベ、ヴェリーヌ、Calambarを使ったデザートなど、ニュイ・ブランシュ特別メニューをご用意！
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タカ・イシイギャラリー京都 I
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