
Design : Rico Honda (asian voice)

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。
12年目を迎える今年は「遊び場（Aires de jeux）」をテーマに、日仏アーティストによるビジュアルアートや
パフォーマンス、展覧会など、バラエティ豊かなプログラムをお届けします。
フランスの4つの文化機関、そして開館３０周年を迎えるヴィラ九条山とのコラボレーションにもぜひご注目ください。
様々な出来事が私達を取り巻く今こそ、リアルやバーチャルの中を行き交いながら、心軽やかに、
アーティスト達の創り出す世界に誘われてみませんか？

ニュイ･ブランシュKYOTO 2022

10.01.sat  ※一部のプログラムは前後数週間実施
京都市内各所で実施　入場無料

パリ白夜祭への架け橋 - 現代アートと過ごす夜

Opening 10.01.sat 16:00 ｜会場：京都駅ビル駅前広場（ホテルグランヴィア京都前特設会場） ※雨天時は 7 階東広場北ピロティ
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京都駅ビル駅前広場
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Zen House Gallery

京都芸術センター

四条通東洞院地下道

元離宮二条城
二の丸御殿台所・
御清所

京都市立
芸術大学ギャラリー
@KCUA

京都伝統工芸館

ギャラリー
ヒルゲート

COCOTO by COCO Gallery

同時代
ギャラリー

ギャラリー
ギャラリー

ジャスミン

ギャラリー素形

京都ｄｄｄギャラリー
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※最新情報は公式サイト（www.nuitblanche.jp）でご確認ください。 ※当日は公共交通機関をご利用のうえ、ご来場ください。 ※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ご協力ください。 ※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。

★

Moving Sai　
- 茶衣 動衣 心衣 -
衣作家・真砂三千代
による心をも包み込
むような茶衣は、そ
ぎ落とされた動きの
中でこそ息を吹き込

まれる衣。パフォーマンスという試みで表現します。パ
フォーマンス、茶会は事前予約制。
10/1パフォーマンス（17：30-18：30）+茶会、10/15 茶会
10/1-10/23（11:00-18:00）※月火休※10/1は19:00
まで
京都市中京区室町通二条下る蛸薬師町271-1 
☎ 075-253-0112

高木 光司個展
（ファイバーアート）
ファイバーアーティスト、
高木光司によるインスタ
レーション（空間構成）
9/24 - 10/9  (12:00 - 
19:00)※木休　

京都市下京区四条河原町下る寿ビル5F 
☎ 075-341-1501

熊田悠夢 個展
「おとずれる想像」
木彫作家・熊田悠夢に
よる個展を開催いたし
ます。

9/27-10/2（12:00-19:00、最終日は17:00まで）※10/1は22:00まで
京都市中京区三条御幸町東入弁慶石町56 1928ビル2F 
☎ 075-256-6155

提携プログラム

　 京都伝統工芸館
Gallery of Kyoto Traditional Arts & Crafts
12:00-20:00

「ヴァン クリーフ＆アーペル デザインスカラーシッ
プ 2021」 受賞作品展
京都伝統工芸大学校とヴァン クリーフ＆アーペル
による、産学連携プロジェクトの受賞作品を展示し
ます。（後援：ヴァン クリーフ＆アーペル） 
10/1-10/10（10：00-17：30）※火水休※10/1は
12：00-20：00 最終入場は30分前まで　
京都市中京区烏丸三条上る場之町606 
☎ 075-229-1010

　 THE TERMINAL KYOTO 　
9:00-18:00

山水－上田普作品展　コラボレーションwith 
セリーヌ・ライト、新島龍彦、浦田恭資
「山は水を以て血脈となし、草木を以て毛髪となし、
煙雲を以て神彩となす」山は静的であり、水は動的
で雲や霧なども含め無限。また地球上の天地でも
あり、その天地の気を集めると石になるという。雄
大な自然も、小さな石も等しく山水。様々なジャン
ルのアーティストとコラボレーションしつつ京町家
の中に書の山水を持ち込みます。 
9/23-10/10（9:00-18:00）
京都市下京区新町通り仏光寺下る岩戸山町424
☎ 075-344-2544

　 ギャラリーヒルゲート 
Gallery HILLGATE
12:00-22:00

松谷武判・神野立生 －パリで出会った二人展－
松谷武判と神野立生の平面及びインスタレーション
による展覧会（予約不要）。 
10/2（14:00-16:00）トークイベント 会場:アンスティ
チュ･フランセ関西（要予約） ご予約：ギャラリーヒル
ゲート（メール又は電話・FAXにて） 
9/20-10/2（12:00-19:00）※月休※10/1は22:00まで  
京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町535 
☎ 075-231-3702　

　 COCOTO by COCO Gallery
14:00-24:00

エリック・ボテロ写真展
〝アフリカ ベナンの形象〟
エリック・ボテロが近年ベナンで
撮影したシリーズ「Prince TOFFA」
を中心に、アフリカを題材とした写
真展を開催します。
※ドリンク代別途1000円要
10/1 -10 /23（14 : 00 -23 : 00  
LO.22:30） ※月火休 ※10/1は
24:00まで（LO.23:30）
京都市中京区鍋屋町209-2　
☎ 075-708-8703

　 同時代ギャラリー
DOHJIDAI GALLERY OF ART 
12:00-22:00

　 ギャラリーギャラリー
GALLERYGALLERY　
12:00-19:00

　 ギャラリー素形
Gallery SUGATA
11:00-19:00

京都ｄｄｄギャラリー　※10/5以降開催　
kyoto ddd gallery
11:00-19:00

京都dddギャラリー第233回企画展
FormSWISS（フォーム・スイス）
現在進行形のスイスのビジュアルコ
ミュニケーションデザインと、そのデ
ザイン的思考やライフスタイルに
フォーカスしたデザインの展覧会で
す。※10/1休廊
10/5-11/20（11:00-19:00）
※土日祝18:00まで※月休（祝日・
振替休日の場合はその翌日）、祝日
の翌日休

京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸 
3F  ☎ 075-585-5370

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022　
10/1 (土) - 10/23 (日)

KYOTO EXPERIMENTは、国内外の「EXPERIMENT (エクスペリメント) = 実験」的な舞台芸
術を紹介するフェスティバル。演劇、ダンス、音楽、美術などジャンルを横断した実験的表現が集
まります。今年のキーワードは「ニューてくてく」。てくてく＝歩くことや移動することを捉え直し、私
たちの身体性と空間、時間を新たに共有し直すことを提案します。

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、京都市京セラ美術館、京都中央
信用金庫 旧厚生センター 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
kyoto-ex.jp

助成 協賛

協賛ギャラリー
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京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 13:00-21:00

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 14:00-17:00

ヴィラ九条山 14:00-20:30

京都駅ビル駅前広場 16:00-17:00

アンスティチュ・フランセ関西―京都 
16:00-20:00、20:30-21:30

ギャラリー素形 17:30-18:30

京都国立近代美術館 18:00-19:00

京都芸術センター 18:00-18:40

京都コンサートホール 19:30-20:30

CLUB METRO 22:00-5:00

10.01sat 限定イベント

★京都BAL　ニュイ・ブランシュKYOTO 2022
AR体験スポット 「Guillaumit x DSオートモビル」
会場：京都BAL １Fエントランス
9/23（金）～10/2（日）



京都市上京区三栄町62　☎ 075-708-8727

● エリー・オールドマン「La Grande Histoire du 
Dessin Sans Fin / 終わりなき絵の壮大な物語」
インタラクティブな
イラスト作品の展示。
協力：Electroni[k]
10/1-10/29（10:00-
18:00）
※10/1は22：00まで
※10/8、15、22、29：
お子さま向けAR体験
※日月休

● エティエンヌ・ミヌールと出版社Volumiqueによる
「Jouable（ジュアーブル）」展
新しいタイプのゲームや本で遊ぼう！協力：フランス
国立グラフィック・センター ル・シーニュ 
※10/8、15、22、29：お子さま向け作品紹介

● 16:00-20:00　
Institut français x Ubisoft
Ubisoftのゲーム『Rocksmith
+（ロックスミス+）』と『ジャスト
ダンス』で音楽の世界を楽しも
う。ライブパフォーマンスやワー
クショップを体験頂けます。

Nuit Blanche 
KYOTO 2022 
After Party
今年も恒例のアフター
パーティーを開催。
沖野修也、Ferdinand 
Maube r t+Saga r  
Patel、AOKI Takama

sa＋KAZUMA、NO_ID + ReflexMan等が集結。
※ドリンク代別途600円要
京都市左京区川端丸太町下る下堤町82 恵美須ビルBF 
☎ 075-752-2787

"Légèreté de l'être"
Jacarini展では写真撮影とモーションキャプチャの方法
を含むシリーズを紹介。単色の色は、見る人を作品の内
側に引き込みます。
9/30-10/10（12:00-18:00）※10/1は22：00まで
京都市左京区西福ノ川町22－16 
☎ 090-3528-0488  

清水 紗希 個展「reel」
清水紗希は、針金を使い、イ
ラストを描くように「町」を形
作ってきたアーティスト。
2016年から継続している“A4
サイズの「町」”は、現在、100
作品以上に及びます。 
9/27-10/2 (12:00-18:00)

　　　　　　　　　　　　　　※10/1は21:00まで 
京都市東山区夷町155-7 2F  ☎ 090-9697-3786

蜉蝣景：pay s a g e  
éphémère 阿闍梨橋
其の２
重層的な歴史によって
織り成された京都の
場所性と景観を建築・
茶・謡等の即興を用い
た一時的な都市計画

によって感覚化するプロジェクト。
10/2（9:00-14:00）
京都市東山区林下町 
☎ 080-2278-6030

　 京都駅ビル駅前広場
（ホテルグランヴィア京都前特設ステージ） 
※雨天時は7階東広場北ピロティ

Kyoto Station Building - Ekimae square
16:00-17:00

● 16:00-16:15　テディー・サンチェスとデイシー・
サンチェスによるパフォーマンス「Envahisseurs 
(Collages) / オンバイサー（コラージュ）」
テディー・サンチェス（2021年度ヴィラ九条山レジ
デント）が日本の作業着とヒップホップカルチャー
のリンクに着目し、ダンスウェアへの転換を提案。
出演：小倉笑、PERI、nouseskou、SHUTO、ジョン
ソン瑞華 

● 16:15-16:30　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。 

　 アンスティチュ・フランセ関西－京都
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto
16:00-22:00

　 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
19:30-20:30

「音の螺旋」
京都コンサートホー
ルでは、会場を「Aires
de  j e u x／遊び
場」に見立て、作曲
家・演奏家・聴き手
と共に「音」で“遊
ぶ”試みを行いま
す。「演奏空間」を
「遊び場」とするな
ら、「楽譜」はいわば、作曲家による様々な仕掛けが施された
「遊具」。J.S.バッハや三善晃、酒井健治が生み出した「遊具」
を使って、多彩なパフォーマンスで魅せます。
事前申込制：定員50名（申込期間：9/1-9/12） 
京都市左京区下鴨半木町1番地の26　☎ 075-707-6430

　 ロームシアター京都
ROHM Theatre Kyoto
10:00-17:00

　 ヴィラ九条山
Villa Kujoyama 
14:00-20:30

● フランスのグラフィックデザイナーGuillaumitの
拡張現実の作品「Livelyyy」の展示
Electroni[k]が紹介するデザイナーGuillaumitによ
る、拡張現実のゲームが楽しめる巨大なグラフィック

　 京都国立近代美術館
The National Museum of Modern Art, Kyoto
10:00-20:00

＜1階 講堂 / Auditorium 1F＞
● Consciousness 弦理論交響曲
物理学の理論を芸術に昇華し、再解釈するヤニック・パ
ジェ(N'SO KYOTO)による新しい作品。
第3楽章二重共鳴：アレクサンドル・モベール（2012年度
ヴィラ九条山レジデント)とのコラボレーションにより、ダ
ンスを通して二元性の理論を表現する"音と映像による
没入型インスタレーション"。上映時間約15分（ループ再
生、途中入場不可）。開始時刻はサイトをご覧ください。
9/23-10/2（10:00-18:00、9/23・10/1は20:00まで）、
9/26-9/28休

● 18:00-19:00 アーティストトーク&セッション
ヤニック・パジェ（音楽）、アレクサンドル・モベール（映
像）、橋本幸士(物理学者)、前田英一(振付、ダンス)、合
田有起、野村香子(ダンス)
京都市左京区岡崎円勝寺町26-1
☎ 075-761-4111

　 無鄰菴 
Murin-an Garden
18:00-21:00
近代日本庭園の傑作にて芸術
と歴史の対話をご覧ください。
● Hémicycle
仏国家機関モビリエ・ナショナ
ルとインテリアブランド リー
ン・ロゼが提携して制作された
椅子の展示。デザイン：フィリッ
プ・ニグロ
● Inspiration of Kyoto
京都アンプリチュード株式会
社による、仏人デザイナーと京都の伝統工芸の作り手
の協業から生まれたインテリア商品の展示。協力：パリ
市 デザイン・モード・工芸ビューロー
 

10/1夜間開場：①18:00-19:00 ②19:00-20:00 ③
20:00-21:00※Inspiration of Kyotoは③のみ開場
（各時間15分前より受付開始）／チケット2種類販売：
①入場券0円 ②喫茶付き入場券1000円／各回30名
様（WEB予約優先、先着順）
Hémicycle：10/1-10/30（9:00-17:00※要別途入場
料）※夜間開場10/1のみ
Inspiration of Kyoto：10/1-10/5（9:00-17:00※要
別途入場料）※夜間開場10/1③のみ
京都市左京区南禅寺草川町31番地
https://murin-an.jp/

　 京都芸術センター フリースペース 
KYOTO ART CENTER
Multi-purpose Hall (Free Space)
18:00-18:40 (17:40開場)

大島祐子（パーカッション）×稀音屋千鶴（長唄三味
線） コンサート 『YÛGÔ（遊合）』
フランスを拠点にジャズ即興シーンで活躍するドラ
マーの大島祐子（ヴィラ九条山に滞在中の2021年
度レジデント）が、海外でも長唄を精力的に紹介し、
ジャズ音楽家との共演も豊富な稀音屋千鶴を迎え
て送る一夜限りのコンサート。長唄三味線の調べと
新邦楽、即興演奏がちりばめられたヨーロッパ現

　 元離宮二条城二の丸御殿台所・御清所
Nijo-jo Castle-Ninomaru-goten Palace 
Daidokoro and Okiyodokoro 
10:00-21:00

　 四条通東洞院地下道 
Shijo-dori Higashinotoin underpass
6:00-23:00

「プレBIWAKOビエンナーレ 2022 × ニュイ・ブラン
シュ KYOTO」
BIWAKOビエンナーレ2022 “起源～ORIGIN～”を
一足先に体感できるプレイベントが、ニュイ・ブラン
シュKYOTOの一環として開催されます。 西島雄志
（彫刻家）、塩見亮介（鍛金家）、池原悠太（現代美術
家）、給田麻那美（現代美術家）のビエンナーレ参加
アーティスト4名が世界遺産の二条城で展示します。  
9/17-10/2（10:00-17:00）　
※10/1は21:00まで
京都市中京区二条通堀川西入二条城町541 
☎ 075-841-0096

　 松栄堂 薫習館
Shoyeido Kunjyukan
10:00-19:00
Rêves cosmiques - 宇宙の夢
サンドリーヌ・エルベルグ（2021年度ヴィラ九条山
レジデント）は石の詩的な芸術性に興味を持ち、鉱
物と天体のシンボルである石の繊細さを明らかに
するための探究を行っています。本展では、宇宙を
取り上げた過去の作品と、2022年春のヴィラ九条
山滞在時に制作した写真作品を発表し、日本庭園
から宇宙へのかつてない旅へと誘います。
10/1-10/30（10:00-17:00） ※10/1は19:00まで
京都市中京区烏丸通二条上る東側 
☎ 075-212-5590

　 Skeleton Crew Studio O-DEN bldg.
12:00-21:00

谷口暁彦 映像展 「やわらかなあそび / softplay」
《やわらかなあそび / softplay》(2019)は、クッショ
ン素材でつくられた子供のための遊び場「ソフトプ
レイ」をモチーフに、部分的に似ていて、部分的に似
ていない、現実のシミュレーションとしてのヴァー
チャル空間と、現実との関係をテーマにした作品で
す。本展では、実際に行われたパフォーマンスの様
子がフィードバックされた映像作品を展示します。
9/30-10/16（12:00-19:00）※火水木休 ※10/1は
21:00まで　
京都市中京区衣棚町38-1 
☎ 075-205-5396 （MUZ ART PRODUCE）

　 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA
Kyoto City University of Arts Art Gallery 
@KCUA
11:00-22:00

　 京都市京セラ美術館
Kyoto City KYOCERA Museum of Art　
10:00-18:00 ※川俣正プロジェクトは終日

＜京セラスクエア（美術館前広場）＞
● 川俣正「夢浮橋 ワーク・イン・プログレス 2022」
パリを拠点に世界で活躍するアーティスト川俣正が
ニュイ・ブランシュKYOTO 2020で制作した鴨川の橋の
模型をもとに、学生のワークショップのための原寸大ス
ケールの橋を屋
外に展示します。
一大プロジェクト
に向けての途中
経過を紹介。
9/28-10/2 終日
※9/26 午前　
模型設置見学会
※9/30 17:00 シンポジウム（予約制・詳細はサイト）
 
＜多目的室＞
●  インスタレーション「コクーン・シェルター！」 
ヴィラ九条山に滞在中の工芸家兼デザイナー、セリーヌ・
ライトが着想を得ているのは、自然素材の和紙です。本展
では、上田普（書家、パフォーマー）、フィリップ・ルイ（映像
作家、2021年度ヴィ
ラ九条山レジデン
ト）、ミラン・フォルト
コエフと協働し、光に
つつまれた繭のよう
な有機的な形のイン
スタレーションを、不安定な気候から逃れるための隠れ
家として提案します。
※上田普パフォーマンス（開催日等詳細はサイト）

　 ジャスミン 
Jasmin
11:00-19:00

猿のお金
ボテラ・ブルノ展「猿のお金」は、カリ
ン・シュラゲター（2021年度ヴィラ九
条山レジデント）がキュレーターを務
める「文車妖妃・La sorcière des 
Fuguruma」と題した一連のイベント
と展覧会企画の第2弾として開催さ
れます。
10/1-10/24（11:00-19:00）火休
京都市東山区花見小路四条下る小
松町564-1 ☎ 075-531-9455

　 キカ・ギャラリー
KIKA gallery
13:00-22:00

URUSHI PROJECT 2022 
autumn in Kyoto
「うるしプロジェクト」では、伝統的な「漆掻
き職人」の仕事を通じて、人間と自然の向
き合い方に目を向けています。
9/30-10/16（13:00-19:00）
※金土日のみ開廊 ※10/1は22:00まで
京都市北区小山東元町20-2  
☎ 075-432-7254  

　 DELTA / KYOTOGRAPHIE & 出町桝形商店街
11:00-21:00  ※商店街のアーケード展示は24時間
武 耕平写真展「世界のお店」
Kohei Take "The Shops in the World"
世界を旅して出会った店と、品物の値段を日本円と米ドルで記録
し撮影した武耕平による個展。多様な店とそのコミュニケーション

の在り方までを問
う意欲作。※10/1
はCinematik Saloon
とのイベントあり。

　 ギャラリーモーニング
gallerymorningkyoto
12:00-21:00

廣田美乃個展
Painting Exhibition「長い夜の
音」秋は夏の終わりで、冬の始ま
り。夜は１日の終わりで、夢の導
入。HIROTA Yoshino
9/20-10/2 (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東入
4丁目中之町207番地 
☎ 075-771-1213

　 KUNST ARZT　
12:00-21:00

　 ギャラリー16
galerie16 
12:00-21:00

中村治彦「歴史・叡智・未来」
京都盆地を囲む東山・北山・西山
の稜線を塗装したアルミ線によっ
て現し、一筋の天の光をテグスに
よって表現する。ギャラリー空間に
京都盆地を現すインスタレーショ
ン。
9/30-10/15(12:00-18:00)※月
休※10/1は21:00まで

　 ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
Goethe-Institut Villa Kamogawa
14:00-17:00
Meet the artists from  Germany
ヴィラ鴨川滞在中のドイツのアーティストがアトリエを開放し、ご
来場の皆様と直接交流します。ヴィラ鴨川はEUNIC Japan関西

クラスターの一員
です。
京都市左京区吉田
河原町19-3  
☎ 075-761-2188

　 ワコールスタディホール京都
WACOAL STUDYHALL KYOTO 
10:00-21:00

フランスの芸術家アネット・メサジェの“Enveloppe
-moi”は、ベルギーの小説/芸術家ジャン＝フィリップ・
トゥーサン（1996年度ヴィラ九条山レジデント）との手
紙と写真による幻想的な往復書簡を納めたコフレ（箱
型の作品集）です。このコフレをトゥーサンの写真作品
とともに架空のロマンス、“大人の遊び”として展示いた
します。
10/1-10/21 (10:00-20:00)
※土日祝休※10/1は21：00まで 
京都市南区西九条北ノ内町6 ワコール新京都ビル1階  
☎ 075-556-0236

　 ギャルリーためなが京都
galerie taménaga  KYOTO 
11:00-21:00

蓜島正雄展ー巴里、光のヴェールに包まれてー
パリ在住のアーティストの京都における初個展を開催。
日本とは異なるパリの光と空気を日本人ならではの繊
細な感性で描く見事なリアリズムをご堪能下さい。
9/10-10/10（11：00-19：00）※10/1は21：00まで
京都市東山区川端通七条上る上堀詰町265-7
☎ 075-532-3001

写真はイメージです

　 CLUB METRO
22:00-5:00

　 白川親水テラス 
shirakawa waterside terrace
15:00-20:00

　 ゼン ハウス  ギャラリー
Zen House Gallery 
12:00-22:00

ニュイ・ブランシュKYOTO ｘ ヴィラ九条山
開館30年を目前に、ヴィラ九条山が新たなイベント
を開催します。ヴィラ九条山の会場では、それぞれ
日本から異なる影響を受け、関係性を築いている
滞在中のレジデントアーティストたちの多様なリ
サーチプロジェクトを発表。童心に帰ってぜひお楽
しみください。また、市街で開催される30周年特別
プログラムもお見逃しなく！
京都市山科区日ﾉ岡夷谷町17-22
☎ 075-761-7940

Carrés, ronds et lignes combinés ‒ Helmo 
四角、丸、線の組み合わせ‒ Helmo
京都の地下道のためにスタジオHelmoが手掛け
る、クリエーションとフォルムの遊びを存分に感じ
させるデザイン。装飾のように、空間や行き交う
人々が通過する時間を意識し、この公共空間のた
めに製作された作品を展示します。  協力：フランス
国立グラフィック・センター（ル・シーニュ）
10/1-10/31（6 :00-23 :00）

● 13:00-21:00  Kazumichi Komatsu & OASIS 
2 presents 「Faded Yah Man 4」
ジャンルを超えて進化する京都音楽シーンの今に
フォーカス。美術家の小松千倫と古着商OASIS 2に
よるパーティー「Faded Yah Man」をフィーチャーし
ます。音楽、美術、DJ、声楽から多彩なゲストを招

● 和凧の話
清真美の写真と仏人研究者ラリ・セシルが収集した和
凧コレクション展。協力：京都精華大学伝統産業イノ
ベーションセンター
10/1-10/29（10:00-18:00）※10/1は22：00まで
※日月休※10/2トークイベント（16:30-18:30） 

● 20:30-21:30　京都建築映画祭2022
黒川紀章が設計した中銀カプセルタワービルの記録映像
等、短編映像の上映。協力：ヴュッター公園
※10/14 18:00上映とトーク（有料）、
10/21 17:00 ワークショップ（有料・要予約）

アートを展示します。  10/1-10/30

◆関連イベント10/30
 14:30-15:00◆
● カンパニーXY
屋外パフォーマンス 
フランスを拠点に、世界中で
注目を集めるカンパニーXY
によるパフォーマンス。高度
なアクロバット技術によって、
身体のみで美しい情景をつ
くりだします。
京都市左京区岡崎最勝寺町
13　☎ 075-771-6051   

京都市東山区三条通白川橋上る石泉院町394、3F  
☎ 075-751-9238

聘、話題のシリーズ第４弾で初の京都凱旋。OASIS 
2／POP-UP STOREが限定出店！出演者LINEUP
は@KCUA WEBサイトにて。

● 11:00-22:00 京都市立芸術大学芸術資料館収
蔵品活用展「うつしのまなざし」
出品作家：川田知志ほか
9/17-11/6（11:00‒19:00）※月休（9/19、10/10は
開館、翌火休）※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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©Rennes Métropole - Christophe Le 
Devehat

©Bruno Botella

©Akihiko Taniguchi

©photographer ; IJ.Biermann

©給田麻那美　「ぷんぴよちゃん」

代ジャズと長唄三味線の掛け合いと融合が、未知
の音楽の世界へと聴衆を誘います。 
要事前予約（京都芸術センターWEBサイトからオ
ンライン予約）　
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
☎ 075-213-1000　

©Ophelia Jacarini

©Alexandre 
Maubert

10/1-10/10（10:00-18:00）※10/3休
京都市左京区岡崎円勝寺町124
☎ 075-771-4334

©Céline Wright

©Gwendal Le Flem

Photo:Yosuke Komiyama

© Christophe Raynaud 
De Lage

©Maebata Saki

● 16:35-17:00　京都市立芸術
大学音楽学部サクソフォン・カル
テットによる演奏
20・21世紀に作曲されたサクソ
フォン四重奏曲を演奏します。
京都市下京区烏丸通塩小路下る
東塩小路町
☎ 075-361-4401（10:00-19:00）

 ©Ubisoft

©Teddy Sanches, 
Mannequins :
 Kou Yamamoto & 
Eri Yamamoto, 
Kyoto, 2022

©Marc Domage

©Kyoto Architecture Film Festival 2022    ©Naoko Tamura

© URUSHI PROJECT  

© Kohei Take

©Goethe-Institut Villa Kamogawa

● KI-TIMEパヴィリオン
国際会議WOODRISE 2021
を機に開催された日本・フラン
ス・ベトナムの学生と建築家に
よるワークショップにて建設さ
れた木のパヴィリオンを展示。
10/1-10/29（10:00-18:00） ※日月休 ※10/1は22:00まで
京都市左京区吉田泉殿町8 ☎ 075-761-2105

©Mami Kiyoshi

Photo by 
Yoshinori Yamazaki 

9/29 - 10/23
（11:00-18:00 土
は20:00まで）
※10/1は21：00
まで※月火水休
　

ドリンクあり 飲食あり　　※会場名の下に記載している時間は、ニュイ・ブランシュ当日である10月1日（土）の開催時間です。  ※一部、事前予約が必要な会場がありますので、ご注意ください。

CHECK!


