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ジャズとクラシックが
出会う瞬間

「山中千尋ニューヨーク・トリオ
全国ホールツアー 2018」
08

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
◎ MY TOOL

やんツー（アーティスト）
（三宅 唱監督）
「きみの鳥はうたえる」
「ワイルドツアー」村田 敦（ベジタブル喫茶 ToyToy 店主）
高殿 円『メサイア 警備局特別公安五係』
12 月 24 日
「ポスタルコのスナップパッド」
青柳桃子（山口情報芸術センター 職員）

ピ ックアップ イベ ント

10

山口情報芸術センター
イスラエル・ガルバン+YCAM 新作ダンス公演「Israel &イスラエル」関連企画

レクチャー
「いま知っておきたいフラメンコのすべて」
音楽から紐解くフラメンコの世界

マーク・テ+YCAM 共同企画展
「呼吸する地図たち」
アジアのアーティストとともに、私たちの暮らす日本を読み解き直す

中原中也記念館

企画展Ⅱ
「文士の肖像 ──林忠彦写真展」
文学館で、林忠彦の写真展 ?!

「ぼうしの詩人賞」表彰式 &
「中也忌〜墓前祭と中也に捧げる夕べ」
中也を思う、3 日間

山口市民会館

人形劇団ののはな「ともだちげきじょう」
5 つのたのしい人形劇のはじまり、はじまり〜

山口きずな音楽祭 2018 vol.10
記念すべき10 回目を祝う“きずな”の歌声

13

観た ! 聴いた ! みんなのレビュー Special

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）

ジャズ と

E

ク ラ シッ ク が

T

「山中千尋ニューヨーク・トリオ 全国ホールツアー 2018」

N

特集

O

ニューヨークを 拠 点に活 動し 、世 界をまたにかけて活 躍するジャズピアニスト、山 中 千 尋 。

C

ピアニストとしてのみなら ず、作 曲 家としてもその才 能を 発 揮し 、多 くのオリジナル曲を 生み出してきました 。

本誌記事の無断転載を固く禁じます。

またクラシックからジャズへ転 向した 経 歴を 活かし 、クラシック曲を 大 胆かつ斬 新にジャズ・アレンジする 試みにも

平成 30 年 10 月 1 日発行
発行：公益財団法人山口市文化振興財団

挑 戦する 彼 女からは 、ジャズアレンジャーとしての類まれな 能 力が伝わってきます。
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出会う瞬間
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山中千尋が 11 月に山口市民会館で行うコンサートでは、

クも好きです。ロマンティックなだけでな

クラシックの有名曲を大胆に楽しくアレ

今回ツアーを一緒に回られるトリオメン

ガーシュウィンをはじめ、サン＝サーンス、バッハ、シューべルトなど

く展開部にはいつも予測できないおもし

ンジし、ニューヨーク最高のリズムセク

バーをご紹介ください。

クラシックの名曲の数々を現代のジャズ曲へと甦らせるのだといいます。

ろ味と深さがあります。

ションとトリオでお届けします。

ドラムのジョン・デイヴィスさんとベース
の脇義典さんとのトリオで、2 人のことを

ジャズファンのみならずクラシックファンにも
期待の高いコンサートとなることは間違いない !

クラシック音楽はまさに
ジャズの「スタンダード」

そう確信した any 編集部は、山中千尋さんにもっとお話を聞こうと
メールインタビューをさせていただきました。

クラシックの曲をジャズにアレンジする

「ジョン」
「ヨシさん」と呼んでいます。私

ときに、心がけていらっしゃることはあり

は彼らから「チヒロ」と呼ばれています。

ますか ?

外国で私の名前をきちんと発音していた

原曲はそのままに、いかに料理するかが

だけるのは、宮崎駿さんの映画「千と千尋

千尋さん、
今回も思いっきり
暴れてください!
増本義隆（ジャズ喫茶「village」店主）
photo: 末廣正義 提供 : village

山中さんはクラシックを学ばれてのち

クラシックの作曲家のうち、山中さんが

クラシックの曲をジャズ曲にアレンジし

アレンジの見せ所です。ただ、私自身ジャ

の神隠し」のおかげです。それまではシヒ

にジャズに転向されていらっしゃいます

最も影響を受けた作曲家は ?

てみようと思われたのはなぜでしょう ?

ズミュージシャンなので、いかにもこうと

ロとかイゴ
（フランス語読み）
でしたから。

が、きっかけはなんだったのでしょうか ?

モーツァルト、バッハ、ベートーベン、

ジャズ用語で「スタンダード曲」という言

決めて同じように弾くことが苦手です。

ジョンはいかついクールな外見なのに、

ジャズとの出会いを教えてください。

シューベルト、ドビュッシーはじめ、クラ

葉があります。有名なブロードウェイ歌曲

ですので、アルバムとはまた違ったアレ

いちごポッキーが大好きです。カサンド

ジャズと出会ったのは小学校の高学年く

シックの作曲家はみんな好きです。スク

など誰もが知っている楽曲を
「スタンダー

ンジになります。そういう化学変化がある

ラ・ウィルソンはじめ、ベン・ウィリアムス、

らいだったでしょうか。父のクラシックア

リャービンがとくに大好きで、モスクワ公

ド
（標準）
」といったように呼ぶのです。そ

と、アドリブの部分もぐっと新鮮になりま

そのほか素晴らしいミュージシャンのサ

ズ喫茶 villageを2 度訪れている。もちろんコ

ルバムのコレクションの中に、
何枚かジャ

演の時にはスクリャービンの生家も訪ね

ういう意味では、クラシック音楽はまさに

す。ジャズは見ても楽しい音楽。ジャズを

ポートをしています。
ヨシさんは、
アーティ

ンサートで。

ズのアルバムが混じっていたのを聴いた

たくらい ! スクリャービンの音楽は、神秘

ジャズの「スタンダード」ではないでしょ

聴くのは難しいなんて敬遠もされがちで

ストのダン・ゼーンのアルバムに参加し、

のがきっかけです。
リズムもハーモニーも

的で、美しく、屹立した韻律があります。

うか。長い歴史を経て大勢の方に愛され

すが、スポーツを観戦するようなおもし

そのアルバムがグラミー賞を獲るなど活

おもちゃ箱をひっくり返したみたいに生

自分の即興演奏を譜面に起こすような形

てきたクラシックの楽曲は、実はアドリブ

ろさもあります。ぜひライブにいらしてく

躍されています。ちなみに東大卒で、エン

き生きと新鮮に感じました。

で作曲していたそうです。同じくプーラン

演奏の素材にぴったりなのです。今回も

ださい。

ガワが大好物です。

幸運にも山中千尋は萩で私が営んでいるジャ

私自身わがままな性格で、villageでのコンサー
トは納得できるミュージシャン以外はお断りして
いる。
そんな私が、
なぜ山中千尋に自らオファー
を出したか。それは、コンサート
（阿武町のジャ
ズフェスティバル）
で聴いた彼女の演奏に 本
物のジャズ を感じたからだ。

ジャズのアルバムを

初 めて 聴いたと き 、

お も ちゃ 箱 を

ひっく り 返 し たみたいに

生き 生きと

新 鮮に 感 じ ま し た 。

前回 2016 年、village でのリハーサル、彼女は
いきなりセロニアス・モンク、バド・パウエルを普
通に弾きだした。そのかっこよさといったら…。
彼女の実力をみせつけられた瞬間だった。ここ
で重要なのは、このジャズピアノの王道を普通
にかっこよく弾いていたことだ。これは、クラシッ
クはもちろんのこと、ジャズのベーシックな部分
が完璧にできているからこその技なのだ。
そしてもうひとつ彼女の魅力は、
小柄で可愛い外
見からは想像できないパワフルでアグレッシブなピ
アノプレイ。
このタフなピアノは確実にジャズ界を
元気に、
さらにジャ
ズファンを増やして
くれるはずだ。
千尋さん、今回は

villageとは違った
広いステージ、思
いっきり暴れてくだ
さい ! 期待してい
villageでのライブの様子 提供 : village

ます。

山中千尋 YAMANAKA Chihiro
群馬県桐生市出身。ニューヨーク在住。バークリー音楽大学を首席で卒業後、2001
年に「澤野工房」から第一作『Living WithoutFriday』を発表、直後に大手 CD ショッ
プのジャズ・チャートで一躍トップセールスをマークし、新人としては異例のデビューを
かざる。03 年、TVドキュメンタリー
「情熱大陸」
（MBS 系）
でその国際的な活動をさらに
広く知らしめることに。ダイナミズムと超絶技巧、ジャズの伝統と斬新なアレンジを併せ
持ち、リリースされたアルバムは全て、国内のあらゆるJAZZ チャートで 1 位を獲得。11
年に米メジャー・レーベルのデッカ・レコードとも契約を果たし、全米デビューを飾った。

16年、NHK交響楽団と共演。また、米リンカーンセンターでのジェームス・P・ジョンソン・
トリビュート記念コンサートにイーサン・アイバーソン、エリック・ルイスらと共にソロで出
演した。18 年 6 月に、新作『ユートピア』をリリース。

今回山中千尋とともに
ツアーをまわるメンバーの 2 人。
脇 義典
（ベース／写真左）
、

山 中 千 尋 の 魅 力 が つ ま っ た ア ル バ ム を ご 紹 介!

ジョン・デイヴィス
（ドラム／写真右）

「モルト・カンタービレ」

1

「ギルティ・プレジャー」

3

ジャズ・スタンダードから民謡まで、あ

オリジナル曲を中心とした CD デビュー

らゆるジャンルの楽曲を自己流にアレ

15 周 年 記 念 ア ル バ ム。心 に 響くメロ

ンジし、称賛を浴びる山中千尋が、初め

ディーが際立つ珠玉のオリジナル曲が

て自身のルーツであるクラシックをジャ

ちりばめられた一枚。独自の世界観をさ

ズ・アレンジ。
「愛の夢」
「エリーゼのため

らに深く、より自由に解き放った躍動感

に」
「トルコ行進曲」など超有名曲から無

溢れるジャズ・アーティスト、山中千尋

名ながらも山中が推薦する名曲、そして

の魅力がくっきりと刻まれた渾身作。自

オリジナルを 2 曲収録。
［ユニバーサル・クラ

身のレギュラー・トリオによる NY 録音。

シック、2013］

「ベスト 2005 – 2015」

2

［ユニバーサル・クラシック、2016］

「ユートピア」

4

メジャー・デビュー 10 周年を記念して

2018 年 6 月にリリースされたばかりの

リリースされた初のベストアルバム。

最新作。今年生誕 120 周年迎える作曲家

山中千尋の代表的オリジナルを収録し

ジョージ・ガーシュウィンや、生誕 100 周

た Disc 1 と、有名スタンダードを中心

年を迎える作曲家／指揮者／ピア二スト

にした Disc 2 の 2 枚組。山中千尋の代表

のレナード・バーンスタインなどの楽曲

曲「八木節」の最新バージョンも収録。

をはじめ、
武満徹の「死んだ男の残したも
のは」
、テクラ・ボンダジェフスカ＝バラ

［ユニバーサル・クラシック、2015］

ノフスカの「乙女の祈り」などのクラシッ
ク楽曲を収録。
［ユニバーサル・クラシック、2018］

クラシックを勉 強していて良かったことは、
自分の小さい体をできるだけ力まずに
大きく音を出す訓 練を受けられたこと。

この前はイタリアのパエストゥムというと
ころのプールサイドで滝のしぶきを浴び
ながら演奏しました。鍵盤も自分も水浸
しで、大変でした。でも、そういうことを

今回はお客様にも
参加していただけるような
曲を演奏しようと
楽しみにしています。

現地の時差で慣らしておきます。アメリ
カ─シンガポール─日本─スイスという
旅程で短期間に移動した時は少し体が
びっくりしていたようですが、あまり心配

全国さまざまな場所で演奏されますが、
空

でも、ピアニッシモで遠くまで鳴らすのが

新聞やジャズ雑誌のエッセイに書いたり

間の違いによって演奏は変わりますか ?

難しいです。

して、転んでもタダでは起きません
（笑）
。

会場によってピアノも変わってきますの

NHK 交響楽団さんと東京芸術劇場大

書くネタだと思うとどんなにひどいことが

ニューヨークを拠点に活動されていらっ

で、それに合わせた弾き方をします。クラ

ホールでコンチェルトを演奏したかと思

あってもおかしく思えてしまうのです。

しゃいますが、日本とニューヨークとで、

シックを勉強していて良かったことは、自

えば、クローゼットのような大きさのブ

山口市民会館さんのような素敵な会場で

お客様の反応に違いはありますか ?

分の小さい体をできるだけ力まずに大き

ルックリンのカフェでセッションもしま

思い切り気持ち良い音で演奏し、曲間に

ニューヨークはお客様が前のめりで音楽

く音を出す訓練を受けられたことです。

す。会場が違うことがとても楽しいです。

は珍道中のお話もできればと思います。

に参加してきます。
もう怖いくらいに。何に

演奏する曲は、今年生誕 120 周年を迎え

でも反応されるので、
とてもやりがいがあ

る作曲家ジョージ・ガーシュウィンの曲

ります。
日本のお客様は耳が肥えていらっ

山口で楽しみにされていることがあれば

や、誰もが一度は耳にしたことのある名

しゃるうえに礼儀正しいので、
自分の音楽

教えてください。

曲「乙女の祈り」
、シューベルトやバッハ

性を表現するのに本当にありがたいです。

山口で温泉に入るのが楽しみです。私が

などのクラシック楽曲をジャズ・アレンジ

今回はお客様にも参加していただけるよう

高校生の寮の時にルームメイトだったの

してお届けします。そのほかにもオリジナ

な曲を演奏しようと楽しみにしています。

は山口出身の方で、明るく朗らかで本当

山中千尋ニューヨーク・
トリオ
全国ホールツアー 2018

（月） 19:00 開演（18:00 開場） 会場：山口市民会館 大ホール
2018 年 11 月12日
［チケット情報］
発売中
［料金］
全席指定
前売

※未就学児入場不可

一般 4,000 円／any 会員 3,500 円／学生 2,000 円

当日 一般 4,500 円／学生 2,500 円

※ any 会員割引は 1 会員 4 枚まで
（当日券は割引対象外）

【プログラム】※曲目は一部変更となる場合がございます。ご了承ください。
バタジェフスカ：
「乙女の祈り」／ J.S. バッハ：
「管弦楽組曲 第 2 番」
より／
ジョージ・ガーシュウィン：
「ラプソディ
・イン・ブルー〜ストライク・アップ・ザ・バンド」／サン = サーンス：
「白鳥」／
バーンスタイン：映画『ウエスト・サイド・ストーリー』
より／シューベルト：
「アルペジオーネ・ソナタ」
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せず、のんきにやり過ごすようにしていま
す。移動の機内では映画も見ず、食事も
とらず、ひたすら寝ています
（笑）
。

PRESENT
「山中千尋ニューヨーク・
トリオ
山口公演
全国ホールツアー 2018」
のチケットや CD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、10 月 31 日
（水）
までにハガキ
（当日消印有効）
・FAX・e-mail で

人懐っこい山口弁が
大好きです。

ご応募ください。
A 「山中千尋ニューヨーク
・
トリオ
●

全国ホールツアー 2018」
山口公演チケット（ペア 5 組）

B 山中千尋 CD
●

「モルト・カンタービレ」
（1 名）

C 山中千尋 CD
●

（1 名）
「ユートピア」

に素敵な人でした。彼女から山口のこと

ル曲やジャズ・スタンダードの曲も。同じ
曲でも場所によってどう変わるのか、山口

演奏のコンディションを保つためにして

を色々聞いて故郷のように思っています

市民会館でそれらの曲がどんなふうに響

いらっしゃることは ?

し、人懐っこい山口弁が大好きです。会

（公財）
山口市文化振興財団

き、そしてお客様がどう受け止めてくださ

よく食べて、よく眠ることに尽きます。あ

場でみなさまにお目にかかれるのをとて

「any vol.106 特集プレゼント」係

るのか、いまからとても楽しみです。

と時差の違う場所に行く時は、1日前から

も楽しみにしています !

◎ハートの女王の存在感が凄すぎてファンになりました !! あの衣裳欲しーーーい。（50 代女性 「不思議の国のアリス」より）
◎展示の動線が、そのまま中也の「散歩」を表すかのように、ジグザグと辿っていたのも楽しかったです。（30 代女性 テーマ展「中原中也の散歩生活」より）
◎始まってから終わるまでトリ肌が止まりませんでした。（10 代女性 東京バレエ団「白鳥の湖」より）
◎「作品の死」という概念は衝撃的。（40 代 「『メディアアートの輪廻転生』展オープニングトーク」より）

わかる！
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。

【スクリャービン】 アレクサンドル・ニコライエヴィチ・スクリャービン
（Alexander Nikolayevich Scriabin）
。1872年モスクワで生まれる。1892年モスクワ音楽院を卒業。
作品の大半はピアノ曲で、初期にはショパンを始めとするロマン派の強い影響下にあるが、神智学への傾倒を契機に、後年のものほど無調・神秘主義的傾向が強まる。
1915 年 4 月 27 日モスクワで急逝。
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暑かった今夏の思い出を
小麦色の肌に残しつつ、
季節は秋へ。

中也にちなんで朗読を楽しむ。

12 24
月

原中也記念館の中原豊館長による、蓄音

しらわれたおしゃれで書き心地のいいボール

器によるジャズのレコードコンサート。そして第

ペン。YCAM のシンボルカラーのブルーに、

3 部は、参加者による自由朗読です。朗読作

ホワイト、イエローの 3 色あって、たとえばお

品は詩に限らず、小説やエッセイ、絵本など

友達やご家族で 1 本ずつ色違いを購入して、

何でも OK。なかには、紙芝居を広げたり、自

上下のパーツを入れ替えることで、色の取り

作の絵画の前で朗読する参加者も。

合わせの違いを楽しむこともできます。ほかに

（水）
ノー
次回の開催は、
10 月31日
20 時から、

もオリジナル Tシャツやバッグ、ノートなど、こ

チャージ・ワンドリンク制です。みなさんも、気

こでしか買えないものがずらり。ぜひ YCAM

軽に朗読を楽しんでみてはいかがでしょうか。

に来た思い出に !

ここでしか出会えないグッズや
お土産、販売しています。

前回の「やまぐち朗読 Cafe」の様子

詩の朗読と音楽を好んだ詩人・中原中也に

YCAM 館内の元レストランスペースを活用し

ちなみ、朗読と蓄音器ジャズを楽しむイベント

て始まったプロジェクト スタジオ D では、現

「やまぐち朗読 Cafe」が行われています。会

在、ハンバーガーやドリンクの提供のほかに、

場は山口市葵にある老舗ジャズスポット「ポ

YCAM のオリジナルグッズやお薦めの山口

ルシェ」で、偶数月開催です。

のお土産品を販売しています。なかでも any

第 1 部は、ゲストによる朗読、第 2 部は、中

編集部一押しのグッズは、YCAM のロゴがあ

© HAKODATE CINEMA IRIS

「きみの鳥はうたえる」
（2018 年／日本／ 106 分／カラー）
［監督］
三宅 唱 ［出演］
柄本 佑、石橋静河、染谷将太

中原中也「冬の長門峡」直筆原稿

今夏の真夏の夜の星空上映会で最新作「ワ

な瞬間は、いざ撮影をしようとしても、映画に

イルドツアー」を初上映した三宅唱監督が、

するのは難しい。
「きみの鳥はうたえる」はこ

函館を舞台に撮影した青春映画。こんな透

の他愛もなさこそがかけがえがないことだと、

き通ったみずみずしさを映画から受けたことは

さらりと見せてくれる。見終わると、少しの切

ない ! と、感銘を受けました。中盤、主人公

なさと同時に、日々のかけがえのなさを感じる

の 3 人が、クラブで朝まで飲んだり踊ったりす

ことができます。

るシーンが印象的です。Hi Spec が音楽を流
し、OMSB がラップする。みんなでテキーラを
あおり、石橋静河演じる佐知子は酔いながら

（土）
より上映
2018 年 10 月 13 日

踊り続ける。このシーンが本当に美しい。疲

※上映時間等詳細はお問い合わせください。
三宅監督によるトークあり。
10 ／ 13 の上映後、

労感と一緒に押し寄せてくる幸福な瞬間。

会場：山口情報芸術センター スタジオ C

映画は、劇的なことは比較的描きやすいもの

国内外での活躍が目覚ましいアーティストの一人、やんツー。YCAM では 2013 年、2017 年に、作品
を一緒に制作するコラボレーターとして、また作品を発表するアーティストして招聘。そして、今夏も山
口に滞在し、外の作業で真っ黒に日焼けしながら新しい展覧会のための準備に取り掛かっていました。
そんなやんツーの目に映る 山口 や YCAM って ?

やんツー

世界一のメディアアートセンターとの噂に違わぬ
その有り様を肌で体感。
います。2017 年の「バニシング・メッシュ」
展では作家として再びこの地に赴くことに
なり、インターラボとのコラボレーションによ
り、YCAM のポテンシャルを存分に発揮さ
を発表することができ
せた作品「Avatars」
ました。そして今回、3 度目の滞在では制
作のため 1 日 6 〜 7 時間自転車で山口市

2013 年、10 周年記念事業における外部開

街を走行。眼前に広がるそのほとんどが豊

発要員として初めて YCAM に訪れました。そ

かな田園風景、または連なる山々や椹野

こでまず、専門に特化した高い能力のスタッ
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川であり、テクノロジーとはほぼ無縁の生

フの方々や、どんな展示も実現する空間が

活を経て、
この土地のイメージがアップデー

秘める可能性、機材の充実具合等、世界一

トされ、日本の特異点としての YCAMを

のメディアアートセンターとの噂に違わぬそ

改めて認識しました。12 月の展覧会には

の有り様を肌で体感し、驚愕したのを覚えて

ぜひ足を運んでほしいです。

1984 年、神奈川県生まれ。多摩美術大学大学院デザイン専
攻情報デザイン研究領域修了。デジタルメディアを基盤に、
グラ
フィティやストリートアートなど公共圏での表現にインスパイアさ
れた作品を多く制作。12 月 15 日からYCAM で始まる新たな展
覧会「呼吸する地図たち」
（本誌 P10 参照）
に、作家の一人とし
て参加する。

◎毎回展示が異なりいつも感動します。（60 代女性 企画展Ⅰ「中也、この一篇――「帰郷」」より）
◎生き返りました。次が待ち遠しいです。（70 代以上女性 「ストラディヴァリウス・サミット・コンサート 2018」より）
◎想像以上 ! （30 代男性 「sound tectonics #21」より）
◎中也と大岡昇平の生々しくも極めて人間的な仲を知ることができました。（20 代男性 特別企画展「大岡昇平と中原中也」より）

に創作します。それは奇しくも 12 月 24 日、クリスマ
ス・イブの日でした。どの街にもイルミネーションが灯
メージとは違い、この詩からは冬の寒さと静けさと
一人寂しい気持ちが、
しっとりと流れる水のように、
私たちの心に沁み込んできます。中也はどんな思
いでこの詩を創作したのか。中也の気持ちに寄り
添って、心静かに聖夜を過ごしてみる、そんな年も
あってもいいかもしれません。

［料金］
一般 1,300 円

any 会員・特別割引・25 歳以下 800 円

© Yamaguchi Center for Arts and Media photo：ホンマタカシ

観た人 村田 敦（ベジタブル喫茶 ToyToy 店主）
観た日 2018 年 8 月 13 日

YCAMで観た映画作品について
シネマの常連・村田敦さんに
感想をお聞きしました!

壮大な風景描写、甘酸っぱい青春、YCAM の仕組みやおもしろさを巧み
な編集で 魅せる映画 に仕上げた三宅監督のバランス感覚に脱帽。ユー
モア溢れるエンドロールも素晴らしい。メイキング映像や DNA 図鑑が、本
編の味わい深さを増幅させる装置のように働き、思わず笑みが溢れた。

「ポスタルコのスナップパッド」
ご紹介するポスタルコのスナップパッドはかなり使
い勝手がよいので、みなさんにも強くオススメしたい
です ! 職場に大量のコピー用紙が余ることってある
と思うんです。裏にしてメモするなど、みなさんもよく

戦争の形が武力から諜報戦へと変わった

されているかと思うのですが、私も広報という仕事

世界。日本ではサクラと呼ばれるスパイた

上、結構メモを取ることが多く、裏紙は大事なメモ

ちが暗躍していた。サクラ育成機関チャー

用紙になっています。これまで、大きめのクリップで
留めたり、ホチキスをしてみたり、バインダーで挟ん

チでは必ず二人がペアを組まされ、任務
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はこの詩を、1936 年、息子の文也を亡くした直後

（2018 年／ 67 分／日本／カラー）
［監督］
三宅 唱

2017 年 2 月 18 日〜 5 月 14 日
会場：山口情報芸術センター ホワイエ

やんツー

りき。…」で始まる詩「冬の長門峡」。中原中也

観た作品 「ワイルドツアー」

「Avatars」
（「バニシング・メッシュ」展より）
YCAM で 2 組のアーティスト
の作品を発表した
「バニシン
グ・メッシュ」展で、
やんツーは、
菅野創とユニットを組み、
新作
を公開。展示空間
「Avatars」
photo: Takayuki Kayano
に配 置された電 話やカラー
コーン、石膏像、車、植物など大小様々な日用品たちに
は、
カメラやマイク、
モーター、小型コンピューターが組
み込まれており、鑑賞者はインターネットを介してそれら
にログイン
（憑依）
し、動かすことができる。期間中は
また
様々な年齢層の人たちが YCAMで作品を体験し、
ネットを通じて海外からの参加もあるなど、世界中から
注目を集めた作品となった。

クリスマス・イブの日に誕生した詩
「長門峡に、水は流れてありにけり。寒い寒い日な

り、明るく華やかな空気に包まれる、そんなイブのイ

杉原永純（YCAM シネマ担当）

です。一方で、日常の中に潜む些細な幸せ

（アーティスト）

日

でみたりしたけれど、どれもあまりしっくりこなくて。よ

を行う。そして、常に死と隣り合わせの彼
らにとっては、互いが唯一の救世主―メ
サイアとなる。
「友人」
や
「恋人」
ではない、
彼ら「メサイア」の絆を感じて欲しい。
大澤 希（山口市立中央図書館 職員）

く使うものだからこそ、少しはおしゃれで可愛いもの

『メサイア
警備局特別公安五係』
作者名：高殿 円
発行年：2016 年 出版社名：講談社

◎まるで時が止まったかのような至福のひととき。（60 代男性 「ベルリン交響楽団」より）
◎ねこがみてたからちょっとこわかった。（10 歳未満男の子 「不思議の国のアリス」より）
◎入ったときの垂れ幕
（帰郷の一節）
がとても好きです。（20 代女性 企画展Ⅰ「中也、この一篇──「帰郷」」より）
◎これまで見た「白鳥の湖」の中でもとびきり美しいラストだった。（50 代 東京バレエ団「白鳥の湖」より）

がいいなと思い、ようやく見つけたのがこのスナッ
プパッドです。使い始めてから早 2 年。かなり馴染
んで、手放せない存在になっています。
青柳桃子
（山口情報芸術センター 職員）
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◎「トイトイ」の風習についてをこの展示のトークに入れてきたことは非常に意味を持つ。（40 代男性 「『メディアアートの輪廻転生』展オープニングトーク」より）
（60 代女性 テーマ展「中原中也の散歩生活」より）
◎歩きたくなりました。
（涼しいときに）
◎甘い香りという表現が一番適切な柔らかい音色が魅力的でした。（60 代男性 「ストラディヴァリウス・サミット・コンサート 2018」より）
◎長いかもと思ったのですが、3 組それぞれがおもしろくてあっという間でした。（40 代女性 「soundtectonics #21」より）
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◎ 2 人の仲が悪かったのか良かったのか･･･読んでいてとても楽しかった。（20 代女性 特別企画展「大岡昇平と中原中也」より）
◎エフゲニー・ミハイロフさんの天井から降り注ぐかと思うような音色、アンコールのときの魔術師のようなタッチに圧倒された。（50 代女性 「ベルリン交響楽団」より）
◎はじめてこんなすごいのを見たけど、
「こんな人たちになりたい‼」と思った。（10 代女の子 「不思議の国のアリス」より）
◎歩いて、五感で感じとるって素敵だと思った。（50 代女性 テーマ展「中原中也の散歩生活」より）
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