PRESS RELEASE

2009.7.1

開館5周年記念展

愛についての100の物語
Hundred Stories about Love

7月の展覧会プログラム

7
July

金沢21世紀美術館では現在、開館5周年記念展「愛についての100の物語」を開催中です。
そのイベントプログラムとして、7月に下記のイベントを実施しますのでお知らせします。

4日(土)、5日(日) 14:00-16:00の間、随時

展示室14（zone2）

一柳慧《オープン・ダイアローグ》
聲明〜新井弘順
◎料金

無料 (ただし「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)

◎内容

展示室に、少し古びた卓球台が一台。観客がピンポンを始めると、ピンポン球が弾む音が思いがけない
音色に変わって空間に響きわたる…。一柳慧が考案した参加体験型アート・ワーク《オープン・ダイア
ローグ》の時間と空間のなかに、聲明を含む幅広い活動を国際的に展開している新井弘順の響きの宇
宙が出現します。

© 幸田森

一柳慧 ICHIYANAGI Toshi
新井弘順 ARAI Kojun

1933年神戸市生まれ、東京都在住。1954年
21歳でニューヨークに渡り、ジョン・ケージ
らと実験的音楽活動を展開。1961年に帰国
し、偶然性の導入や図形楽譜を用いた作品
を発表。作曲家として、またピアニストとし
て世界各国で精力的に公演に取り組み、常
に現代音楽の最前線を更新しながらプロ
デューサーとしても多数の企画に携わる。
本展では、展覧会のキーワードである「オー
プン・ダイアローグ」そのものをテーマに、
円形の展示室空間を参加体験型音響装置に
変換するアート・ワークを展開する。

1944年埼玉県生まれ。高野山大学大学院文学研究科修了(インド古代法）。真言宗豊山聲明を大僧正青木融光よ
り学び、以降国立劇場における聲明、雅楽、音楽公演の古典、新作の演奏に参加する一方、海外でも幅広い活動を
行なう。73年「日本の伝統と前衛音楽」世界公演、86年ベルリン・インベンション・フェスティバル、フランスの秋
芸術祭、90年ドナウ・ウエッシンゲン現代音楽祭、02年ドイツ・スペイン、05、09年ドイツ、06年日豪交流年シド
ニー公演等の聲明公演に参加。97年天台宗の聲明家とともに「聲明の会・千年の聲」を設立、古典の継承・普及に努
める一方、新作聲明にも積極的に取り組んでいる。上野学園大学日本音楽史研究所研究員。種智院大学非常勤講
師。迦陵頻伽声明研究会会員。所沢市宝玉院普門院住職。

4日（土）夕暮より、光庭に出現。

Zone2 エリア

浜田剛爾
パフォーマンス＆レクチャー Looking Freedom 2
◎料金

無料 (ただし、
「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)

◎内容

夕暮れの美術館光庭に現れ、音、映像、言語、身体を使いながら人間の存在を問うパフォーマンスを
展開します。

浜田剛爾 HAMADA Goji
1944年青森県生まれ、東京都在住。美術家。
《嘆きの壁》
（1972年・ベルリン）を出発点として、独自のパフォーマンス・アートの世界を構築。北方少数民族のウイルタ族やオーストラリアのアボリジニ、カナダのハ
イダ族の研究家でもある。日本のパフォーマンス・アーティストのパイオニアとして韓国、オーストラリア、ドイツ、カナダ、ポーランド等各地の美術館やオルタナティブな空間で、フィールドワーク、ワークショッ
プ、インスタレーションを芸術の循環構造とするパフォーマンスを展開し、その表現の領域を深化拡大し続けている。

本資料に関する
お問い合わせ

広報担当／ 落合・岡田
本展チーフキュレーター／不動
キュレーター／黒澤・吉岡・北出・村田・平林・立松
〒920-8509 金沢市広坂1-2-1
TEL 076-220-2814 FAX 076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp E-mail: press@kanazawa21.jp

PRESS RELEASE

7月の展覧会プログラム

5日(日) 13:30〜14:00（予定）

7
July

展示室11（zone2）

鈴木ヒラク
「ライブペインティング」
◎料金

無料 (ただし、
「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)

◎内容

鈴木ヒラクの生成、変容の現場としての「ドローイング」が、リアルタイムに出現します。

photo: Miki Anagrius

鈴木ヒラク SUZUKI Hiraku
1978年宮城県生まれ、東京都在住。土と葉を素材とする平面、ライブペインティング、アスファルトのかけらを用いたインスタレーション、壁画、A4のコピー用紙に描くドローイング、映像など、鈴木ヒラク
の制作は多岐にわたる。しかし一貫してごく身近な素材や環境と自身が密接に関わりながら見出される、生成、変容の現場としての「ドローイング」または「描く」という独自の表現活動を探求している。日常
のささやかな場や現象に自身の身体的行為が介入することにより、潜在する遠い過去、記憶、未知なるもの、果ては未来といったような別の時空が現れ、その発掘行為の瞬間が作品に刻まれている。

5日(日) 17:00〜17:30

展示室14（zone2）

B-BANDJ
《ラップ・サウンズ・イン・プログレス》
◎料金

無料

(ただし、
「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)

◎内容 “ラップ・サウンズ・イン・プログレス”とは、B-BANDJがこの展覧会のために発案した音の公開制作です。
アフリカ、ヨーロッパ、日本を故郷とする生まれながらのコスモポリタンB-BANDJが、日本語、英語、フ
ランス語を操り、展示空間で人や作品とコミュニケーションしながら自由なサウンドを生み出します。
撮影：池田ひらく

ビー・バンジー B-BANDJ
1972年名古屋市生まれ、東京都在住。カメルーン人の父とフランス人の母の間に生まれ、アフリカ、日本、ヨーロッパで育ったB-BANDJは、国境やジャンルを超えて軽やかに旅する現代の語り部である。
1990年代モンド・グロッソのフロント・ラッパーとして活躍し、2001年よりヒップホップグループ瘋癲FU-TENのメンバーとして活動する。
『 Breaking Barriers』
（ 1996年）、
『 Stand In The Light』
（ 1998
年）に続く３枚目のソロアルバム『Where do we go from here ?』
（2009年）ではカメルーン語で「神」を意味する曲《LOBA》を自らプロデュースし、現代の絶望と希望をテーマとした。本展では、谷川俊太郎
の詩《あい》へのアンサーソング２曲『HOW WE RUN FROM LOVE』、
『WE DON’T LEARN HOW TO LOVE.(WE JUST REMEMBER.) 』を制作する。

11日(土) 19:00〜21:00
（展覧会は20:00に閉場いたしますので、20:00以降は他の展示室は観覧できません。）

12日（日）18:00〜20:00
（展覧会は18:00に閉場いたしますので、18:00以降は他の展示室は観覧できません。）

【第1部】レクチャーホール
【第2部】展示室４（zone1）

ラファエル・ロサノ＝ヘメル
トーク／パフォーマンス
【第1部】トーク
◎料金

無料

【第2部】パフォーマンス

(ただし、
「愛についての100の物語」の観覧券及び整理券が必要です。)

※整理券は、当日14:00よりレクチャーホール前で配布いたします。
（各日先着80名）
◎内容

大規模なプロジェクト、
インスタレーションを手がけてきたロサノ＝ヘメルが、
自身の制作について語り、
さらに、本展出品作品《パルス・ルーム》の特別プレゼンテーション/パフォーマンスを行います。2日限り
の特別な体験をお楽しみください。

ラファエル・ロサノ＝ヘメル Rafael LOZANO-HEMMER
1967年メキシコ・シティ（メキシコ）生まれ、モントリオール（カナダ）、マドリード（スペイン）在住。電子テクノロジーや体の動きが直接作用するインターフェイスを用いて、一時的な場、時間、人の関係性に焦点
をあて、建築物や場と実際に関係を結ぶような大規模でインタラクティブなインスタレーションを展開。テクノロジーと歴史の共存、移動の概念が色濃く反映されたプロジェクトは都市空間に内在するコミュニ
ケーションの重要性を浮き彫りにし、また、新たな関係性の構築を探求している。スタンドのグリップを握ることで心拍のリズムが頭上の白熱球の点滅に転換され、最大約300人の心拍の点滅で空間が灯される
《パルス・ルーム》は、存在のはかなさを示すとともに異なった時間と空間、そして人を結ぶ。

PRESS RELEASE

7月の展覧会プログラム

12日(日) 16:00〜17:00

7
July

展示室11（Zone2）

粟津潔 追悼特別プログラム

一柳慧 ×山下洋輔 ―ピアノセッション
《解放のラプソディ》
◎料金

無料 (ただし、
「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)
※整理券は当日10:00よりレクチャーホール前で配布します。
（先着100名）

◎内容

現代音楽界とジャズ界の2人の巨匠による夢のセッション。
自由を愛する2人のアーティストが、芸術の未来に贈るラプソディ。

© 幸田森

○オープン・ダイアローグ 音と映像のコラボレーション（映像：粟津潔、鈴木ヒラク）
○粟津潔へのオマージュ 「鳥のうた」
（パブロ・カザルス）、
「ピアノ協奏曲第４番『ジャズ』」
（一柳慧）ほか
○ノイズ 即興セッション ○解放のラプソディ「ラプソディ・イン・ブルー」
（ジョージ・ガーシュウィン）

一柳慧 ICHIYANAGI Toshi
1933年神戸市生まれ、東京都在住。1954年21歳でニューヨークに渡り、ジョン・ケージらと実験的音楽活動を展開。1961年に帰国し、偶然性の
導入や図形楽譜を用いた作品を発表。作曲家として、またピアニストとして世界各国で精力的に公演に取り組み、常に現代音楽の最前線を更新し
ながらプロデューサーとしても多数の企画に携わる。本展では、展覧会のキーワードである「オープン・ダイアローグ」そのものをテーマに、円形の
展示室空間を参加体験型音響装置に変換するアート・ワークを展開する。

山下洋輔 YAMASHITA Yosuke
1942年東京都生まれ、東京都在住。1965年、富樫雅彦カルテットに参加し、日本で初めてフリー・ジャズを演奏。1969年、山下洋輔トリオ
を結成しフリー・ファームのエネルギッシュな演奏でジャズ界に衝撃を与える。また「状況劇場」との共演や「詩とジャズの会」出演など
ジャンルを超えて活動を展開。1973年、燃えるピアノを演奏し、その記録映像は粟津潔の実験映像《ピアノ炎上》として作品化された。
2008年2月17日「荒野のグラフィズム：粟津潔展」において《ピアノ再炎上》、3月8日《ピアノ炎上2008》
（ 石川県羽咋郡志賀町）を行った。

14日（火）〜26日（日）13：00〜17：00

展示室6（Zone1）

※20日のパフォーマンスはありません。

塩田千春＋チェルフィッチュ
『記憶の部屋について』
テキスト・演出：岡田利規

出演：チェルフィッチュ

◎料金

無料

◎内容

連日13:00から17:00までの間、
緩慢に、
間歇的に、
パフォーマンスは行われます。
それ以外の時間にやって
いる可能性もあります。
しかし、
このパフォーマンスには、
それなりに壮大な物語性のあるテキストが用い
られ、すべてを一日では上演しきれないでしょう。つまり、
「それなりに壮大な物語」の通しは、一日ではわ
からないし、何日間どのようにすれば見られるのかもわからないし、二日間見ることで「通してみた」とい
うものではないというようなパフォーマンスなのです。

photo: Sunhi Mang

(ただし、
「愛についての100の物語」のZone1、または共通観覧券が必要です。)

24日（金）18：00〜19：00
塩田千春＋岡田利規

塩田千春 SHIOTA Chiharu

展示室6（Zone1）

ポストトーク

◎料金

無料

◎内容

ドイツ・ベルリンを拠点にして世界的に活躍する美術作家・塩田千春と、演劇の分野のみならず、ダンス、
文学、美術など、既存のジャンルをクロスオーバして評価が高い岡田利規が、二人の出会いから、新作『記
憶の部屋について』の制作に至った経緯や今回のパーフォマンスについて、独自の姿勢や考えを交えて共
に語ります。

(ただし、
「愛についての100の物語」のZone1、または共通観覧券が必要です。)

1972年大阪生まれ、ベルリン在住。1996年にハンブルグ大学に留学して以来、ドイツに拠点を求め、マリーナ・アブラモヴィッチとレベッカ・ホーンにそれぞれ師事し、自らの内側にあふれるぬぐい去ることので
きない感情や感覚を、インスタレーション作品やドローイング、あるいはパフォーマンスで表現している。
《記憶の部屋》はその旧東ベルリンで塩田自身が数年がかりで集めた古い窓で作られている。東西を結ぶイ
ンフラ整備などの都市再開発に伴い、ビルの改修・改築などで大量に廃棄されそうな窓が積み上げられているのを偶然見つけたとき、窓一枚いちまいに染み込んだ人々の思いや暮らしが失われていくことに耐え
られず、取り憑かれたように窓を集め始めたのだという。西への憧れや家族への惜別の想いといった重い眼差しは、これらの窓を通して西に注がれていた。内と外を分ける窓枠は、西と東とを分けた境界線とも重
なり、あちらとこちらが厳然と区別されることの不自由さや理不尽さを象徴しているかのようである。

岡田利規 OKADA Toshiki
1973年横浜生まれ、横須賀在住。演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。より遠くに行ける可能性のある作品を生み出すため、ある方法論を持ちつつも、その方法論をそれ以上「引き寄せないように、それをいつ
までも掴んでいないように、すぐに手放すように」心がけるという、それ自体が不思議な方法論で演劇作業を実践する。現代の若者を象徴するような日本語の台詞を使う作風を進化させ、作品『三月の5日間』
（04年
2月）や『マンション』
（02年4月）などを経て、日常的所作を誇張しているような／していないようなだらだらとしてノイジーな身体性を強調した作品で、時にダンス的とも評され、コンテンポラリーダンスの分野
でも活躍が著しい。04年2月発表の『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。選考委員からは、演劇というシステムに対する強烈な疑義と、それを逆手に取った鮮やかな構想が高く評価され、とらえどころ
のない日本の現在状況を、巧みにあぶり出す手腕に注目が集まっている。さらに、07年デビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』を新潮社より発表し、翌年第2回大江健三郎賞受賞。

チェルフィッチュ chelfitsch
岡田利規が全作品の脚本と演出を務める演劇カンパニーとして1997年に設立。 同年
『峡谷』
（横浜相鉄本多劇場）
が旗揚げ公演となり、
以後横浜を中心に活動を続ける。 チェルフィッチュ
（chelfitsch）
とは、
自分本
位という意味の英単語セルフィッシュ
（selfish）が、
明晰に発語されぬまま幼児語化した造語であり、
現代の日本、
特に東京の社会と文化の特性を現したユニット名。
07年5月ヨーロッパ・パフォーミングアーツ界の
最重要フェスティバルと称されるKUNSTENFESTIVALDESARTS2007
（ブリュッセル、
ベルギー）
にて
『三月の５日間』
を発表し、
初めての国外進出を果たした後、
アジア、
欧州、
北米など海外からの招聘も多数ある。
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7月の展覧会プログラム

18日（土）13:00〜20:00

7
July

展示室14、
展示室11（Zone2）

中川賢一 ピアノコンサート《愛―自然と人間の往還》
オリヴィエ・メシアン「鳥のカログ」全曲＋
メシアン作曲の鳥にまつわるピアノ曲すべて
◎料金

無料 (ただし、
「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)

◎内容

一柳慧が、自身のアート・ワーク《オープン・ダイアローグ》の空間に招いた最後の音楽家は、音楽、美術、
ダンスなどジャンルを横断する活動で異彩を放 つピアニスト、中川賢一。一日目は「鳥」をテーマとす
るメシアンのピアノ曲 を７時間かけて全て弾き尽くし、二日目はケージによるプリペアード・ピアノ
のための大作「ソナタとインタールード」を異なる環境設定で２回連続演奏する。一柳の呼びかけに中
川は、二日間にわたる前代未聞のパフォーマンスで応じる。

19日（土）14:00〜17:15

展示室14、
展示室11（Zone2）

中川賢一 ピアノコンサート《愛―自然と人間の往還》
ジョン・ケージ「ソナタとインタールード」全曲
◎料金

無料 (ただし、
「愛についての100の物語」のZone2、または共通観覧券が必要です。)

◎内容

一柳慧が、自身のアート・ワーク《オープン・ダイアローグ》の空間に招いた最後の音楽家は、音楽、美術、
ダンスなどジャンルを横断する活動で異彩を放 つピアニスト、中川賢一。一日目は「鳥」をテーマとす
るメシアンのピアノ曲 を７時間かけて全て弾き尽くし、二日目はケージによるプリペアード・ピアノ
のための大作「ソナタとインタールード」を異なる環境設定で２回連続演奏する。一柳の呼びかけに中
川は、二日間にわたる前代未聞のパフォーマンスで応じる。

中川賢一 NAKAGAWA Kenichi
桐朋学園大学、アントワープ音楽院で学ぶ。ピアノを中島和彦、ロベールグローロに、フォルテピアノをインマゼールに、指揮を黒岩英臣の各氏に師事。
‘ 97年ガウデアムス国際現代音楽コンクール第3
位。ヨーロッパ各地の音楽祭などで活躍。帰国後はソロ、室内楽奏者として活動。アンサンブル・ノマドのピアニスト、指揮者のほか、ダンスなどのコラボレーションや、企画プロデュースも行う。現在お
茶の水女子大学、桐朋学園大学などで後進を指導。2001年せんだい芸術祭大賞、2001年度宮城県芸術選奨新人賞受賞。

4日（土）、5日（日）、10日（土）、11日（日）、25日（土）、26日（日）13:00〜随時

Zone1
Zone2 ほか

村田仁《徘徊する詩》―愛の前
◎料金

無料 (ただし展覧会会場内で行う場合は「愛についての100の物語」の 観覧券が必要です。)

◎内容

展覧会会期中のほぼ毎週末、村田仁は美術館内外に紙と鉛筆を持って現われ、徘徊する。時折、即興詩を
書き上げ、その詩を朗読し、その場にその詩を置き去りにすることもある。
《 徘徊する詩》とは、詩人、村
田仁の日常が、本展の時空に交差した時にその場で起こる出来事の全てを指している。

村田仁 MURATA Jin
1979年三重県生まれ、北名古屋市在住。1999年より詩人として活動を始め、被災地への安否確認を読みあげるテレビ放送を呈示する《言葉で願う夜》、コンビニエンスストアで子供による朗読を放送する
《おじいさんに会いに行く、冬。》など「行為による詩」を発表。
《 ブルーマヨネーズ》では、詩人の小松亮一と互いの詩を並立させ混ざり合えないことを意識化し、
《 The Constellating Recollections.記憶
の星座化》、
《 労働記者クラブ〜先日労働新聞》では、写真家山田亘氏と共に他者との記憶の共有を試みた。

・ 別途、アーティストへのインタビュー取材を希望されるかたはご相談ください。
・ 展覧会のプレスリリースは美術館ホームページ（http://www.kanazawa21.jp/）
フッター部分「プレスリリース」よりダウンロードできます。

