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!
る
れ
く
つ
は
ツ
ー
ポ
ス
会
の運動
口
山
の
回 未来

+「第 2
」
7
1
0
ソン 2
カ
ッ
隆
ハ
ツ
口
ー
ポ
河
ス
×
YCAM
鈴子
朴
特集 「
×
翼
西
ー
ュ
インタビ

「YCAM スポーツハッカソン 2017」
+「第 2 回 未来の山口の運動会」

any 通信
◎アーティストボイス
◎お先に試写しました
◎わたしも観ました
◎読書の窓
◎この日の出来事
◎ふりかえりany

［美術家・からくり人形作家］
ムットーニ
（武藤政彦）
（アンドリュー・ロッシ監督）
「メットガラドレスをまとった美術館」
ToyToy
（ベジタブ
ル喫茶
店主）
「ウエスタン」村田敦
角田多佳子『柳宗悦 民藝の旅』
12 月 3 日

any vol.42（発行日：2003 年 11 月 1 日）

ピ ックアップ イベ ント

10

山口情報芸術センター

YAMA KITCHEN「秋の YCAMくるくる市」
こだわりのお店が集う月一マーケット第 2 弾
sound tectonics #19

Boombox TRIP in YCAM
ありふれた日常の場が特別な音楽空間へ変わる

中原中也記念館

企画展Ⅱ
「コミックのなかの中也」
コミック表現にみる中也の魅力

「中也忌〜墓前祭と中也に捧げる夕べ」
&「ぼうしの詩人賞」表彰式
没後 80 年、中也を偲ぶ

山口市民会館

エレファントカシマシ

30th ANNIVERSARY TOUR 2017 “THE FIGHTING MAN”
30 年の歴史がにじみ出る!!

山口きずな音楽祭 vol.9

今年のきずな音楽祭のゲストは豪華に 3 組が出演

13

MESSAGE BORD

14

イベントカレンダー

10 〜 12 月

INFORMATION
02

とは、
ラテン語の「新芸術（ =ars nova ）」
と
「山口（ yamaguchi ）」の頭文字を組み合わせた言葉です。
any（ エニー）

03
P2 〜 5インタビュー写真 : 田邊アツシ

」

﹁スポーツハ
ッ
カ
ソ
ン
﹂
は
︑
YC
A
M
が
開
発
し
た
様々な技術が
集
結
す
る
場
︒

「スポーツハッカソン for Kids」開催の様子
（小郡小学校、2016）

photo: 田邊アツシ

ポーツを観る」といった視点でしか扱わ
れていなかったところに、
「スポーツをつく
る」
という視点を加えたら別のサイクルが
みえてくるんじゃないかと。
もっともっとス
ポーツはおもしろくできる可能性があると
信じてやっています。チラシのキャッチコ

様々なテクノロジーをスポーツに応用し新しいスポーツをつくろう!
と始まった YCAM の研究開発プロジェクト「YCAM スポーツ・リサーチ」。

ピーにも手書きで「スポーツはつくれる!!」
と入れていますが、そのことはずっと言い
続けています。スポーツが好きな人はいま

そこから生み出された技術や道具を使って

ある既存のスポーツで満足しちゃうけど、

参加者と一緒に新しいスポーツをつくる 2 日間の

もう少しすそ野を広げることでスポーツに

スポーツクリエイション合宿「YCAM スポーツハッカソン 2017」、
そしてその成果を披露する「第 2 回 未来の山口の運動会」。

関心がない人にも興味をもってもらえる
機会になるんじゃないかと思っています。

前回の
の運動会」
「未来の山口
が
ではこんな種目
!!
競技されました

YCAM が 10 周年のとき
（2013 年）
に山口
タイムマシン」という企画に、制作スタッ
フとして参加させてもらったのをきっか
けに、その後の「YCAM スポーツ・リサー
チ」プロジェクトに YCAM から声をかけ
ていただき関わらせてもらっています。
今回のプロジェクトでは、技術的なサ
ポートのほか、企業や団体の方から「未
来の山口の運動会」をやりたいとか、
「ス
ポーツハッカソン」をやってみたいという

デザート
追加作戦
テーブルにある果物
の中からピックアップ
し、70g に な るよう
にする。70g に近い
チームの勝利。

声があるとき、自分が YCAMとその方た
ちとの間に入って窓口になるなど渉外の

パラレル・
アイズ・リレー

ようなこともやっています。
このプロジェクトではみなさんはそれぞ

進めています。

プロジェクトの要となる三人の方に集まっていただきお話を伺いました。

れどのような役割分担で活動されている

朴

私はマネージャーになるかな。予算

なぜ今年 2 年ぶりに YCAM で「スポーツ

のでしょうか ?

管理だとかスケジュール管理などのマネ

ハッカソン」を実施することになったの

西 野球に例えていうと僕の役割は監督

ジメントの部分を行っています。2016 年

でしょうか ?

にとらえてもらえればよくて、それに長距

になるでしょうか。YCAM が 2015 年から

から「スポーツハッカソン」と
「未来の山

西

離走の「マラソン」が加わることで、創意

取り組んでいる「YCAM スポーツ・リサー

口の運動会」の要素をコンパクトにまと

プロジェクトを発展させるためのマイル

「ハッカソン」
となりま
工夫し続けること=

チ」というテクノロジー スポーツをテー

めた「スポーツハッカソン for Kids」とい

ストーンだととらえてやっています。朴さ

す。そこに僕らは「スポーツをつくる」
とい

マにした研究開発プロジェクトのディレ

う教育普及のプログラムを山口市内の小

んがディレクションしている学校の授業

う要素を加えて「スポーツハッカソン」と

クションをしていて、今回もその成果をア

中学校の授業として取り入れてもらって

で行う
「スポーツハッカソン for Kids」や、

まず、
「スポーツハッカソン」とはどうい

いう言葉を使っています。

ウトプットする場となる「スポーツハッカ

いるのですが、そのコーディネートやディ

河口さんが窓口になって YCAM 外で実

う意味を指すのでしょうか ?

一般的にはまだまだなじみがないかもし

ソン」と
「未来の山口の運動会」を 11 月に

レクションもしています。

施する「ハッカソン」や「未来の運動会」

西 「ハッカソン」とは、
「ハックする」+

れませんが、最近は「スポーツクリエイ

実施するのに向けて全体を動かす立場に

河口 僕は例えるならベースコーチかな

は、かなり制限をかけてやるバージョンの

「マラソン」
という造語です。
「ハックする」

ション」
という言葉がちょっとずつ普及し

います。ただそれだけではなく、そこにと

? このプロジェクトメンバーの一人で
（笑）

ため、リサーチの成果がフルにいかされ

というのは「創意工夫する」というぐらい

始めています。
「スポーツをする」とか「ス

もなう技術的な部分の研究開発も同時に

もあるゲーム開発者の犬飼博士さんが、

ライト騎馬戦
暗 闇で騎 馬 戦を行
う。騎手は光に反応
して音が鳴る帽子と
ライトを持っており、相
手の帽子をライトで鳴
らしたチームの勝ち。

たものとはいいがたいのです。

朴 鈴子 Park Young-Ja

西 翼 Nishi Tsubasa

1976 年生まれ。山口県出身。倉庫番、中学
校講師、営業職、SE などを経て、株式会社ア
ワセルブスを起業。業務提案からITトレンド

1984 年 生 まれ。大 阪 府 出 身。2015 年、
YCAM のスタッフに着任。地元の学校との

まで、広く浅い知識でカバーするゼネラリスト

企画、オリジナル・ワークショップのファシリ

1983 年生まれ。和歌山県出身。一般社団
法人運動会協会理事。2012 年から2017
年まで YCAM にキュレーターとして在職。
2015 年に開催した「YCAM スポ―ツハッカ

志向エンジニア。2015 年春、山口市米屋町

テーションなど教育普及事業全般を担当。

ソン」
と
「未来の山口の運動会」では、ディレ

連携事業を中心に、パブリック・プログラムの

4 チームの代表が視
点を交換した状態で
リレーを行う。4 人の
視界が一度にうつる
ヘッドマウントディス
プレイを装着して、早
くゴールしたチーム
の勝利。

今回は「YCAM スポーツ・リサーチ」

河口 隆 Kawaguchi Takashi

商店街に
「ファブラボ山口」
を設立。

揺れた回数をカウント
するボールを振りなが
ら、チームメイトにパス
していく。制 限 時 間
内にカウントが多かっ
たチームの勝利。

市内の商店街の中で展開した「スポーツ

2 つセットのこの企画が 2 年ぶりに YCAM で開催されるにあたり、

ーツは
もっともっとスポ
可能性が
おもしろくできる
ます。
あると信じてい

揺らして送れ!
なかまん
ボール !

クションを担当。現在はスポーツとテクノロ
ジーを通じた人材育成プログラム、イベント
などを企画している。

バブルでGO!
バブル
（泡）
のように大
きく膨らんだビニール
のボールに入って自
分で転がりながらゴー
ルを目指す。思うよう
に進まなかったり、
ほか
のチームのバブルが
ぶつかってくることも。

防衛玉入れ
玉を投げ入れ、同時
に飛んでくる玉がかご
に入らないよう防御。
相手の玉の色も投げ
ることができ、かごと
同色の玉は 1 点、か
ごと異色の玉は 5 点
でカウントし、点数の
多いチームの勝ち。

「未来の山口の運動会」 photo: 田邊アツシ、田邊るみ

の運動会」
「未来の山口
ル
オリジナルツー
リジナ
なオ
が開発した様々
ここでは、YCAM
って、今年は
使
を
ら
れ
こ
!
介
ルツールをご紹
られるのか !?
（種目）がつく
どんなスポーツ

a

YCAMボール
スマートフォンが埋め
込まれたビーチボー
ル型のツール。
スマー
トフォン内部の加速
度センサーの値をも
とに、ボールが振動
した回 数などをデー
タで取得することが
できる。

Yジャイロ

b

スマートフォンが埋め
込まれたサーフボー
ド型のツール。スマー
トフォン内 部 のジャ
イロセンサー（傾きを
計測）の値をもとに、
サーフボードの角度
をデータで取得する
ことができる。

c

」が、
会
動
運
の
口
「未来の山
果を
成
の
発
開
究
や研
YC AM の試み
より多くの人に
たい。
し
に
会
機
う
ら
知っても

以上の老若男女が体験できる参加型の

彩な人が参加していましたね。既存のス

企画です。参加者は 4 チームに分かれて、

ポーツだと個々人のもつ身体能力や技術

一日をとおして色んな種目をチームごと

で駆け引きするというイメージがありま

に戦いながら得点を競うというイベント

すが、
ここでは子どもでも勝てるスポーツ

になります。競技を考えたスポーツハッカ

だとか身体能力に自信がなくても勝てる

ソンのメンバーも、チームリーダーとして

競技があって、幅広い年齢層の方が一緒

運動会に参加します。

に楽しんでいました。

前回行われた運動会ではどんな種目が競
技されたのでしょうか ?
西

例えば、揺れた回数をカウントする

すが、
「スポーツハッカソン」のツールとし

道具を使って、ボールを振りながらチー

先 端 部に磁 石と磁
気センサーが取り付
けられた棒状のツー
ル。ツールの先端同
士が接触している時
間をデータとして取
得することができる。

だとしたら、学校など外で行う場合はそ

ても大いに活躍していて、様々な競技に

ムメイトにパスしていき制限時間内にカ

のなかの 2、3くらいしかできない。時間も

応用されています。

ウントが多かったチームが勝利する種目

限られていますし、使える道具も限られる

西 もしダンスやアート展示にそういった

や、暗闇で光に反応して音が鳴る帽子と

「未来の山口の運動会」の最大の魅力は ?

し、環境も万全ではないこともあります。

技術やツールが反映されたとしても、一般

ライトを使って騎馬戦を行う
「ライト騎馬

河口 普段、YCAM に来ない人でも楽し

「実
西 だからこそ YCAM で行うときは、

の人には少しハードルが高いと感じさせ

戦」などがありました。
（本誌 P5 参照）

めるのが魅力じゃないでしょうか。

際はここまでできる」というのを見せる

てしまうかもしれません。多くの方にとっ

「スポーツハッカソン」に集まった人たち

チャンスでもあると考えています。2 年前

てなじみのある
「運動会」や「スポーツ」に

には、中学生や大学教授、ゲームクリエイ

に行ったときと比べて技術的な部分の完

応用させることで、
その技術に触れやすく

ター、地域おこし協力隊、栄養士や手 妻

d

パラレル・アイズ
ヘッドマウントディス
プレイ型 のツール。
装着している人たち
の視覚を交換するこ
とが できる。
（Sony
CSL 笠 原 俊 一 研 究
員との共同開発）

オリジナルツールのほかにも、
綱、玉入れセット、大玉、二人三脚バンド、
大縄跳び、障害物競走セットなど、
運動会には欠かせない道具も用意しています!

て づま

し

楽しいと思います。

西

確かにそうですね。YCAM がやって

いることと自分の関心がつながるポイン
トを探している人にこそ来てもらいたい。

成度は高まっていますし、
「YCAM スポー

なる。また YCAM でつくっているものは体

師
（江戸時代から伝わる日本独自の手品

間口が広い企画だし、参加者に YCAM

ツ・リサーチ」に限らず、YCAM がこれま

験しないとなかなか理解が進まないもの

師・奇術師）
など、思いがけず幅広いバッ

の思想をダイレクトに伝えられる場で

でに行ってきた様々な研究開発プロジェ

が多いです。その点、
「未来の山口の運動

クグラウンドの方がいたので、つくられた

もあるので。参加者がここから先どんど

クトでつくられたツールなどの成果も「ス

会」は、一度に数百人単位の方に参加し

競技も様々でしたね。

ん YCAM のほかのプロジェクトにもつ

ポーツハッカソン」に投入することができ

てもらえるので、
このチャンスはとても大き

朴

ます。

いと思っています。この運動会が YCAM

と思います。
「デザート追加作戦」
という種

アーティスティックなことから、テクニカ

朴 YCAM の色んな技 術 が 集 結 する

の試みや研究開発の成果をより多くの人

目は、人間がスポーツを十分に楽しむため

ルなことまで、色んな方向に向けて、
「未

場になっているよね。例えば、2 年前に

に知ってもらう機会にしたいと思います。

を、
に必要な栄養素を含む果物の量
（70g）

来の山口の運動会」から入り口が開けて

手に取ってみた感覚で量って、一番 70g

いくといいなと思っています。

に近いチームが勝ちという競技で、
それは

朴 あとは、
「未来の山口の運動会」で見

栄養士の方が参加されたからこそ生まれ

られる身体の動きというのは、誰もいまま

YCAM で行った展覧会「Think Things」
（YCAM
で、YCAM の 技 術 開 発 チ ー ム
InterLab スタッフ）が制作して紹介した、

「未来の山口の運動会」はどんな内容の
イベントなのでしょうか ?

偏りのない色々な競技が出てきたな

ながっていける通路が開かれています。

「YCAM スポーツ
ハッカソン 2017」

（金・祝）
〜 5日
（日）
2017 年 11 月3日
会場：山口情報芸術センター

「第 2 回
未来の山口の運動会」
（日）
2017 年 11 月5日
9:00 〜 18:00
会場：山口情報芸術センター スタジオ A
［参加費］
無料 ［定員］
（要申込）
200 名
【スケジュール】

9:00 受付開始
10:00 開会式
10:30 午前の部スタート
12:30 昼食
13:30 午後の部スタート
17:30 閉会式

PRESENT
YCAM スポーツハッカソン
+ 未来の山口の運動会のグッズを
プレゼントします。
【申込方法】ご希望の方は下記のプレゼント番号を明記
の上、住所・氏名・年齢・電話番号・e-mail 等の連絡先、
今号の
「any」の感想をご記入の上、
（火）
まで
10月31日
にハガキ
（当日消印有効）
・FAX・e-mailでご応募ください。
（1 名）
A 「YCAM ボール」
●

YCAM が開発したオリジナルツールの一つ。スマートフォ
ンを内部に装着することができ、ボールが振動した回数を
データで取得することができる。

B 「YCAM オリジナル
●
（3 名）
てぬぐい」

YCAM のロゴと、多言語で書か
れた「山口情報芸術センター」
の文字がならぶオリジナルてぬ
ぐい。赤・緑・青 色の 3 色あり。
※色はお選びいただけません。

スマートフォンが埋め込まれたボールで

朴

前の 2 日間で実施された「スポーツ

たもの。そういった、いままでに誰もやった

で見たことのないおもしろい動きばかり。

振るとその振動をカウントしてくれる「な

ハッカソン」の参加者がアイディアを出し

ことのない種目が今回の運動会でも出て

なので、参加するのももちろんですが、見

（公財）
山口市文化振興財団

かまんボール」
（左記のオリジナルツール

合って試行錯誤しながらつくっていった

くることを期待しています。

るだけでも楽しいと思うので、ぜひたくさ

「any vol.102 特集プレゼント」係

）
という道具があるので
「YCAM ボール」

新しい競技を発表する場であり、200 人

河口 ほんとうに子どもから大人まで多

んの方に来ていただきたいです。

わかる！
写真 e photo: Takayuki Miyataka

もちろんですが、
見るだけでも

朴 YCAM でやる場合にできることが 10

三次元カメラと大型
ディスプレイがセット
のツール。カメラに映
し出された被写体の
シルエットを抽出し、
映像のなかでブロッ
ク状に積み上げるこ
とができる。

写真 a 〜 d photo: 田邊アツシ、田邊るみ

参加するのも

Yトリシャ

Yピラミッド

e

前回の「未来の山口の運動会」の様子
（2015 年） photo: 田邊アツシ、田邊るみ

キーワード

【あて先】〒 753-0075 山口市中園町 7-7

FAX：083-901-2216 e-mail：any@ycfcp.or.jp
※当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

【スポーツタイムマシン】 安藤僚子と犬飼博士によって共同制作されたスクリーンに映し出される昔の記録と「かけっこ」でき
る装置。2013 年、山口情報芸術センター［YCAM］10 周年記念祭をきっかけに誕生。第 17 回文化庁メディア芸術祭「エンタテ
インメント部門優秀賞」受賞。2015 年「未来の山口の運動会」でも会場内に設営される。

07

秋の夜長。
何して過ごそう?

コミックのキャラクターになった
中也と巡るスタンプラリー

ています。ラリーポイント毎に、中也自身や登

12 3
月

限定で開催しました。
「YCAM 爆音映画祭

場人物と中也のミニエピソードを紹介。中也

2017」の開催期間中となる8 月 25 日〜 27

についての新しい発見や湯田温泉の魅力に

日に、YCAM 館内に様々なお店が登場。
「夏

迫ることができるスタンプラリーです。ポイント

と映画」をテーマに、映画にまつわるグッズや

制覇数に応じてポストカードやクリアファイル

ポップコーン、
ドリンク、花火などたくさんの商

をプレゼント !! またキャラクターをあしらったク

品が並び、多くのお客様でにぎわう活気あふ

リアファイル、缶バッジ、アクリルキーホルダー

れる期間となりました。この冬も、第 2 弾を行

を記念館で販売します。詩人・中原中也をさ

います。こちらもどうぞお楽しみに。

まざまな角度から知ってください。

スタンプラリー
シート表紙

■文豪ストレイドッグス
×中原中也記念館
スタンプラリー in 湯田温泉
（水）
2017 年 10 月 4 日
〜 2018 年 1 月 21日
（日）

「文豪ストレイドッグス」
年 1 月までの期間中、

ポップアップショップ
でにぎわうYCAM

の登場人物 9 人をポイントキャラクターとした、

この夏、YCAM の企画のコンセプトにマッチ

湯田温泉界隈を巡るスタンプラリーを実施し

した商品が並ぶポップアップショップを期間

中原中也生誕 110 年を記念して、10 月〜来

©2016 MB Productions, LLC

「メットガラドレスをまとった美術館」
（2016 年／アメリカ／ 91 分／カラー）
［監督］
アンドリュー・ロッシ ［出演］
アナ・ウィンター、アンドリュー・ボルトン、
ジョン・ガリアーノほか

芸術の秋。本作の舞台はニューヨーク、
メ
トロ

施工の遅れを調整したり、
ショーに出席するセ

ポリタン美術館。ここの服飾部門の活動資

レブたちへの出演料交渉をし、席順を苦慮した

金の調達のため、年に一度美術館の顔とも

り…華麗なる美の祭典の裏側には地道な仕

言える入口前の巨大な階段にレッドカーペッ
ト

事の積み重ねがあることが丁寧に描かれてい

を敷き、豪華絢爛なファッション・ショー「メッ
ト

きます。ファッション・ファンだけでなく、
日々仕事

ガラ」が開催されています。その仕掛け人が

をしている私たちをも元気づけてくれる情熱あ

VOGUE 誌編集長にして美術館の理事も務

ふれる映画です。

めるアナ・ウィンター。
『プラダを着た悪魔』でメ
リル・ストリープが演じたファッション誌編集長
のモデルと言われています。彼女が理事に就
任してからというもの、華やかな出席者のおか
photo: Kazuomi Furuya

げで世間の注目が集まり、2015 年までに集

［美術家・からくり人形作家］

（金・祝）15:30 〜、
2017 年 11月 3 日
（土）13:30 〜、
（日）17:30 〜
4日
5日
会場：山口情報芸術センター スタジオ C

いう想いから、
中也の詩を題材にした新作を
思い立ったのです。作品制作にあたり、
記念
館の方々から多くのアドバイスや資料提供を
いただいたことは今でも感謝に堪えません。
そして中也の詩「地極の天使」
を題材とした
作品「アトラスの回想」
が半年後に完成しま
した。
「もしこの作品を中也が見たら」
そう思う
と、気恥ずかしいやら申し訳ないやら…。
しか

08

中原中也記念館の菅原様から
「萩原朔太

し私にとっては、
この作品を中也の生地であ

郎と中原中也」展の開催にあたり、
萩原朔太

る記念館で上演できたことは一生の思い出

郎の小説を題材とした作品
「猫町」
の展示依

となりました。今年 4 月末から世田谷文学館

頼のご連絡をいただいたのは 2014 年の秋で

で開催した展覧会にも展示し、
1 万人以上

した。
その時私は、
「萩原朔太郎と中原中也」

の方にご覧いただきました。中也の詩の多

展であるなら
「猫町」
だけでは片手落ちではと

面性を紹介する一助になれたなら幸いです。

真はそのときのもの。中也は 150cm ほどで背が低
かったため、カメラマンは大変苦労したそうで、2cm
とに。そのことが 2 人にはおかしかったようで、笑い
をこらえるのに必死だったというエピソードも。その
あと2 人は上京し、新婚生活を東京で迎えます。
翌年には長男文也が誕生、家族が 3 人になり中
也の生涯にとって一番幸せな時期が訪れます。

観た作品 「ウエスタン」
（1968 年／イタリア = アメリカ／ 166 分／カラー）
［監督］
セルジオ・レオーネ
image courtesy of Park Circus/Paramount

観た人 村田 敦（ベジタブル喫茶 ToyToy 店主）

2015 年 7 月 30 日〜9 月 27 日

観た日 2017 年 8 月 4 日

会場：中原中也記念館

西部劇の金字塔を爆音仕様で鑑賞。銃声や蒸気機関車の圧倒的な迫力は
例えるなら 皮膚呼吸困難 ! それでいてコーヒーをカップに注ぐ音など日常の微か
な音は柔らかな輪郭を持ち、
せせらぎのように全身を流れる。YCAMが誇る最
高の音響設備を用い映画を体感することができる爆音映画祭…次はいつだ!?

（特別企画展
「萩原朔太郎と中原中也」
の会期中に特別展示）

YCAMで観た映画作品について
シネマの常連さんに
感想をお聞きしました!

any vol.42
発行日：2003 年 11 月 1 日

特集：
「アモーダル・サスペンション
─ 飛びかう光のメッセージ」
今回は、山口市の新しい文化施設として 2003 年に
オープンした YCAM について大きく取り上げた号を
紹介します。表紙には YCAM のオープ二ングを飾っ
た巨大なサーチライ
トの作品「アモーダル・サスペン

旅が好き。初めての場所を歩き、その

ションー飛びかう光のメッセージ」
と、作品を手掛けた

土地の味に舌鼓。日常とは違う時間

アーティスト、
ラファエル・ロサノ＝ヘメルがイラストで

のワクワク感。さらにもう一つの楽しみ

ムットーニ
（武藤政彦）

歳のとき。式と披露宴は中原家
（現・中也記念館）
からほど近い西村屋旅館で行われました。上の写

any 会員・特別割引・25 歳以下 800 円

からくり劇場「アトラスの回想」
「猫町」

2015 年に中原中也記念
館で行われた特別企画
展
「萩原朔太郎と中原中
也」
。
会期中、
展示コーナー
の一角で、
からくり人形作
家・ムットーニ
（武藤政彦）
からくり劇場上演の様子（2015 年） による中也の詩
「地極の
天使」
をモチーフにした新作のからくり劇場
「アトラ
スの回想」
、
萩原朔太郎作の小説をモチーフにしたか
らくり劇場
「猫町」
の 2 作品が展示され、
好評を博し
た。
人形の動きに合わせた作家本人による生口上の
上演もあり、
多くの来場者を魅了した。

年 12 月 3 日、詩人・中原中也は遠
1933（昭和 8）
縁の上野孝子と結婚します。中也 26 歳、孝子 20

［料金］
一般 1,300 円

からくり人形作家として多くのファンをもつムットーニさん。2 年前に中原中也記念館で行われた特別
企画展「萩原朔太郎と中原中也」では、中原中也の詩「地極の天使」をモチーフにした作品や、萩
原朔太郎の小説「猫町」をモチーフにした作品を展示していただきました。
ムットーニさん、山口の展示はいかがでしたか ?

中也の生地で上演できたことは一生の思い出

中也が結婚式を挙げた日

ほど背が高い孝子を椅子に座らせて撮影をするこ

杉原永純（YCAM シネマ担当）

まった活動資金の総額は 1 億 2 千万ドル超 !

ムットーニ
（武藤政彦）

日

描かれ、YCAM のロゴと同じカラーを配色。YCAM

は、その土地の美しい手仕事に出会

がどんな機能をもった施設なのかを図解説明した

Muttoni (MUTO Masahiko)

うこと。柳宗悦が歩いて探した誇るべ

「YCAM 探検マップ」
を特別付録にするなど、いつ

1956 年横浜に生まれる。80 年代半ばより平面作品から立体
作品に移行。やがて音と光と動きが連動する「ボックス・シア
ター」に発展。ラフォーレ原宿・パルコミュージアム・世田谷文
学館等全国で展覧会を開催。
「徹子の部屋」
「課外授業ようこ
そ先輩」
「わたしが子どもだったころ」など多数出演。

き日本の民藝を紹介したこの本は、私

◎同じ場所に行っても詩が生まれる中也をすばらしいと感じた。（80 代以上男性 特別企画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風景」より）
◎まさに地獄の中のような爆音 ! 2 回目の鑑賞でしたが、音で印象が変わるのを実感しました。（40 代男性 カナザワ映画祭 2017 at YCAM「ハクソ―・リッジ」より）
◎山頭火の持ち物が興味深かった。（40 代女性 「山頭火と湯田温泉」より）
◎文也の死の時の日記を見て泣きそうになりました。（20 代女性 特別企画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風景」より）

の旅の参考書。
田中栄子（山口市立中央図書館 職員）

『柳宗悦 民藝の旅』
本文執筆・構成：角田多佳子
発行年：2011 年
出版社名：平凡社

◎体に震えがくるほど凄まじい体験となりました。（カナザワ映画祭 2017 at YCAM「シン・ゴジラ」より）
◎その風景を訪れてみたいと思いました。（20 代女性 特別企画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風景」より）
◎とても気持ちの良い演奏で、疲れもきれいに癒されました。（50 代男性 「ハンブルク交響楽団 山口公演」より）
◎なんかすごくオシャレだった。（10 代女性 特別企画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風景」より）

もよりページ数を増やした豪華版として作られました。
アート、舞台公演、
ライブなど目白押しの YCAM 企
画を中心に盛りだくさんの内容に。新しい施設が誕
生した期待と高揚感がここには詰まっています。
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◎爆音は爆撃や音楽向きなのかと思っていましたが、この映画のはじまりの風の音や木のきしむ音など本当に良かったです。
（カナザワ映画祭 2017 at YCAM
「ウエスタン」より）
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◎なんとも不思議な、どれが映画でどれが現実か分からなくなるような心地がしました。（30 代女性 「ブランク VR」より）
◎今までベートーヴェンは嫌いでしたが、オケと指揮のポテンシャルが高いと、こんなに違うんですネ ! （40 代女性 「ハンブルク交響楽団 山口公演」より）

◎中学生の感想がおもしろくて大好きです。（20 代女性 テーマ展「私が選ぶ中也の詩」より）
◎中也さんがよく通ったといわれる、バーの、席や机があってとてもはしゃいでしまいました。（10 代女性 特別企画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風景」より）
◎「野火」はヤバすぎる。内臓が持ち上がる感覚。音響で体感する恐怖。（40 代男性 カナザワ映画祭 2017 at YCAM「野火」より）
◎ふだん山頭火にふれる機会が少ないのでとても楽しかったです。（20 代女性 「山頭火と湯田温泉」より）
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◎ゴジラに襲われたみたいでした。（50 代男性 カナザワ映画祭 2017 at YCAM「シン・ゴジラ」より）
◎映画は理解できる部分より、理解できない部分が多かったが、その分意味を考えるのが面白かった。（20 代男性 「ブランク VR」より）
◎約 100 年少し前なのに沢山の写真や映像が残っていて驚きました。（20 代女性 特別企画展「詩が生まれた場所へ─中也の見た風景」より）
◎ヴァイオリンソリストの三浦文彰さんのすばらしい演奏テクニックにただただ感激しました。（60 代女性 「ハンブルク交響楽団 山口公演」より）
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