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本誌記事の無断転載を固く禁じます。
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身体はどこから来て、
どこへ行くのか。

contact Gonzo+YCAM バイオ・リサーチ
「wow, see you in the next life.

過去と未来、不確かな情報についての考察」展

08

前田佳奈英（人形劇団プーク）
（監督：ジョルジュ・ガショ）
「ジョアン・ジルベルトを探して」
エラリー・クイーン『ローマ帽子の秘密』
10 月 18 日
「多機能ペンチ」池田 誠（中原中也記念館 職員）

ピ ックアップ イベ ント

10

細井美裕 + 石若駿 +YCAM 新作コンサートピース
声と打楽器、記憶を呼び覚ます─旅にいざなうコンサート

YCAM オープンラボ 2019「ナマモノのあつかいかた」
世界の文化機関と考える「ラボの現在と可能性」

中原中也記念館

開館 25 周年記念展「文学表現の可能性」
［前期］

「ムットーニからくり文学館」

物語が動きだす ! からくり人形が紡ぐ文学の世界
［後期］
開館 25 周年記念展「文学表現の可能性」

「清家雪子展─『月に吠えらんねえ』の世界」
文学とコミックが化学反応を起こしたら?!

山口市民会館

夏井いつき 句会ライブ

参加すれば、俳句の楽しみ方が分かる!!

上原ひろみ JAPAN TOUR 2019 “SPECTRUM”
上原ひろみ、山口市初ライブが実現 !!

14

女優・歌手の戸田恵子が魅せる
イベントカレンダー

10 〜12 月

INFORMATION
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「wow, see you in the next life.
過去と未来、不確かな情報に
ついての考察」展

激しくぶつかり合う、相手のうえに乗る、乗られる

そんな身体の接触による即興的なパフォーマンスを中心に
国内外の美術館や劇場などで

アーティスト集団 コンタクトゴンゾ（ contact Gonzo ）。
近年、急速な発展とともに身近になりつつある

バイオテクノロジーのアートや教育などへの応用を模索する

YCAM の研究開発プロジェクト「YCAM バイオ・リサーチ」。

この秋から YCAM で開催する展覧会では、

山口情報芸術センター

「Sound Mine」
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contact Gonzo＋YCAM バイオ・リサーチ

現代美術と舞台美術を横断する作品を発表してきた

any 通信
◎アーティストボイス
◎お先に試写しました
◎読書の窓
◎この日の出来事
◎ MY TOOL

身 体 は ど こ か ら 来 て︑
どこへ行 くのか︒

110

特集

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）

コンタクトゴンゾとYCAM バイオ・リサーチのメンバーが

ともに調査してきた身体の遺伝的継承と、
物語や伝承などによる文化的継承の両側面からアプローチした
新作インスタレーション作品を発表する。

YCAM のスタジオ A に現れる「ゴンゾ・パーク」と呼ばれる

空間での体験が、私たちの身体に何をもたらすのか ?
展覧会を企画担当する YCAM のメンバーに
様々な質問を投げかけてみた。

コンタクトゴンゾ contact Gonzo

YCAM バイオ・リサーチ

2006 年に垣尾優と塚原悠也により結成。
アーティスト集団。

2015 年からバイオテクノロジーを扱うため

contact Gonzoとは、集団の名称であると同時に彼らが実践

の機材や設備を備えたバイオラボのスペー

する方法論の名称でもある。
肉体の衝突を起点とする独自の

スをYCAM 館内に立ち上げ、
研究開発を

牧歌的崇高論を構築し、
即興的なパフォーマンス作品や映

開始。
これまで、
ワークショップ
「森の DNA

像、
写真作品の制作、
マガジンの編集などを行い、
国内外の

図鑑」
、
ゲノム弁当など、
国内外の様々なコ

企画展や、
ダンスフェスティバルなどに参加。
現メンバーは塚

ラボレーターとプロジェクトを実施している。

NAZE の 4 名。
原悠也、
三ヶ尻敬悟、
松見拓也、
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今回の展覧会を開催するにあたっての経
緯を教えてください。
高原

展覧会の実施は、YCAM で 2015

年からバイオ・リサーチのプロジェクトを

展覧会は、YCAM で
バイオ・リサーチの
プロジェクトを始めた
ときからの目標だった

ときにもあり、
「hey you, ask the animals.

というメールをもらっています。
んか ?」

テリトリー、気配、そして動作についての
考察」という作品を制作しました。山口市
内の山中に木屋を建て、獣道を探しなが

ゴンゾと実験やリサーチの

From contact Gonzo
津田さん、ご無沙汰しています。

過程を共有しながら

もし可能でしたら YCAM とゴンゾで

展覧会の形を模索

（森）
、パフォーマンスなど
DNA と、身体と土地

は私たちでバイオを始めたときからフィー

その頃から今回の展覧会の企画が具体

いまとても興味があります。

ルドに出て生き物のことを調べていたし、

化していったのでしょうか ?

ドーキンスの「遺伝子の川」に描かれるような

たが、その先にやはり展覧会という形で、

同じところに興味関心があるアーティスト

津田 2017 年の 10 月にメールをもらっ

“バイオ
（テクノロジー）”をアート表現の

であれば一緒に作品をクリエイションで

てから割とすぐ動き始めたのかな。

きるんじゃないかと。

高原 そうですね。翌年の 3 月にさっそく

津田 さっき吉崎さんが言っていた 2017

山口に滞在してもらって、そこからゴンゾ

年にゴンゾがバイオに影響を受けた作品

と一緒に実験をしたり、
もう一度フィール

を発表していたちょうどその頃、まさにゴ

ドに出て行ってリサーチしたりしました。

ンゾの塚原さんから
「一緒に何かやりませ

最初からこれをやろうと決めていたわけで

始めたときからの目標としてありました。
段階としてはまず“バイオ”について知る
ためにリサーチを行い、次にそこから出て
きたものの応用として「森の DNA 図鑑」
というワークショップなどを作ってきまし

一つの技術にしていきたいなという思い

津田和俊 TSUDA Kazutoshi

がありました。照明や音、映像と同じよう

1981 年生まれ。岡山県出身。博士
（工学）
。
ものの

にバイオの技術があると。

流れや循環に着目しながら、
自然環境と人の関係

2008 年から大阪大学工
性について考察している。

津田 YCAM が活動の 3 本柱としている

10 年からファブラボのネットワー
学研究科に勤務。

「表現」
「教育」
「地域
（コミュニティ）
」でい

14 年からYCAM のコラボレーター、16
クに参加。

ら、山の生き物たちとともに14 日間に渡っ
て生活したことを映像に記録し、インスタ
レーションとして発表しています。私たち

来年あたりからなにか本格的に始めませんか。
複合的に交差する激しい何かを作りたいです。
僕自身は DNA の移動について

情報の絶壁のような風景にどう身体が争う？
巻き込まれる？のかやってみたいです。
塚原悠也
（2017 年 10 月 25 日）

年から研究員としてYCAM バイオ・
リサーチを担当。
photo: 田邊アツシ

コンタクトゴンゾと実験をしている様子

えば、まず「教育」
と
「地域」の視点からバ

るなと、バイオ・リサーチを立ちあげた当

う YCAM のテーマから、激しくぶつかっ

はなくて、一緒に自然をみ

高原文江 TAKAHARA Fumie
1981 年生まれ。京都府出身。京都造形芸術大学
2008 年 YCAM スタッフ
大学院芸術研究科卒業。
に着任。展覧会や公演など、YCAM の主催事業

イオ・リサーチに取り組み始め、4 年目に

初からの思いはあって、
ようやく展覧会が

たり、相手にのったり、身体の接触や身体

ることで何か発見がある

して「表現」に取り組んでいるところです。

できる段階になったといえます。

に負荷をかける表現をパフォーマンスと

んじゃないか、そんなふう

YCAM に限らず“バイオ”をテーマにした

して発表してきたゴンゾが、YCAM バイ

に一緒に段階を踏んでいき

全般における照明デザインとオペレーションを担当。
またYCAM バイオ・
リサーチを兼任。

に思います。どちらかがどちらかのことし
かしないというのではなく、ゴンゾ自身も
バイオの文献をしっかり読んで研究もし
ていたし、自分たちが分からないことも資

表現の取り組みは様々あるかと思います。

なぜ、今回共同制作者にアーティストの

オ・リサーチと一緒に作品を作ったら、身

ながら展覧会の形を模索して

この新しい技術を扱った表現として、例

コンタクトゴンゾ
（以下ゴンゾ）
が選ばれ

体の新しいとらえ方を提示できるんじゃ

いきました。

という
えば「こういう社会になるのでは ?」

たのでしょうか ?

ないかと思いました。一方でゴンゾのほ

問題を提起するようなアート作品もありま

吉﨑 いくつかの理由がありますが、
「身

うでもちょうどバイオに関心をもってい

展覧会を創り上げていくうえで、それぞ

ました。特にバイオはいま急速に発展し

すが、アーティストがその技術について十

体とテクノロジー」の関係性を考えるとい

たことも理由としては大きく、彼らは 2017

れの役割分担はあったのでしょうか ?

ているので、その知見が日々更新されて

photo: 田邊アツシ

料を集めたりしてくれていました。
津田 そうそう、展覧会のテーマに関係
のありそうな記事を共有してくれたりし

分理解していないとその技術の本質を見

年に「サンダー & ストーム バイオ

吉﨑 明確な役割分担はなく、一緒にコ

まのコンセプトにはいきついていなかっ

います。そういうところからも時代性を共

誤ってしまうこともあるし、新たな技術に

有限会社」という身体の継承

ンセプトを作っていきました。それは、ゴ

たと思います。もちろん表現の部分では

有しながら、1 年以上じっくり時間をかけ

に関連する作品を、YCAM

ンゾが山口に滞在するなかで、YCAM 館

ゴンゾが持っている表現力がだいぶ出て

て準備してきました。

以外の場所ですでに発表

内だけにとどまらず一緒に外へ出かけて

きてはいますが。

吉﨑 山口に何度も来てもらっています

していました。

リサーチしたり実験するなど、
その過程を

高 原 YCAM バイオ・リサーチのメン

よね ?

高原 ゴンゾとのつながり

共有しながらやってきたからこそできた

バーとゴンゾがお互いに質問をして、そ

11月、2019年の3月、
津田 2018年の3月、

は 2013 年の YCAM10 周年の

こと。この過程を共有していなければい

れを調べるというのが基本にあったよう

6 月、7 月の計 5 回ですね。

対して不安のみを与えることもあります。
一方で技術には可能性も多くあります。そ
の可能性について「表現」
として伝えるに
は、アーティストと一緒に時間をかけて実
験をしていきながら考えていく必要があ
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吉﨑和彦 YOSHIZAKI Kazuhiko
1980 年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学大
学院卒業。2009 年、東京都現代美術館に学芸
員として勤務。映像、写真、身体表現など様々
なジャンルの展覧会を担当する。17 年 10 月より

YCAM のスタッフに着任。展覧会企画を担当。

photo: 田邊アツシ

◎人間の素晴らしさ、可能性を演劇の中にはっきり見ることができました。（50 代女性 オフィス 3 〇〇「私の恋人」より）
◎家族連れの方とご一緒できて、童心に帰れてとても楽しかった。ひと夏の思い出になった。（20 代女性 スイッチ総研「あなたの知らない夜の YCAM」より）
◎ 3 人で兄弟げんかするところが、
うちみたいでおもしろかった。（10 歳未満男の子 オペラシアターこんにゃく座「銀のロバ」より）
◎中也と近しい富永からみた中也の関連と詩を丁寧に見ることができた、その反対も。（30 代女性 特別企画展「富永太郎と中原中也」より）

◎小さな舞台が森になり、戦場になり、港となり、色々な情景が広がった。（女性 オペラシアターこんにゃく座「銀のロバ」より）
◎上田敏雄にも興味がありました。単独で取り上げた企画は初めてです。（50 代女性 企画展「沸騰する精神――詩人・上田敏雄展」より）
◎舞台裏を見たり、公演の観る側のような、演者側のような何とも言えない他に類の無いものでした。（50 代女性 スイッチ総研「あなたの知らない夜の YCAM」より）
◎涼しくてフカフカの芝生で映画鑑賞できるこの機会を毎年楽しみにしています。（20 代女性 「真夏の夜の星空上映会」より）
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文化的な「継承」
どんなふうにコンセプトを絞っていった

2 つの両方をあわせて取り上げることで

したら反対側の角に変異が現れるという

れています。
「エピジェネティクス」という

身体の「継承」についてより深く考えたい

論文・研究があって、そういった後天的な

研究分野です。DNA の中の遺伝領域ご

と思っています。それが今回の展覧会の

経験が身体に影響していることに興味を

とにスイッチのようなものがついていて、

フライヤーにも反映されていて「継承」や

覚えたようです。

スイッチがオンになったりオフになったり

津田 鹿に関しては、ゴンゾのこれまで

することでその機能が発現するかどうか

「つながり」を鎖で表現しています。

のでしょうか ?

吉﨑 その身体の継承について、それぞ

の作品でも度々扱われていて、2017 年夏

が決まってくる。たとえば一卵性の双子

吉﨑 話が様々に広がっていくなかでも、

れが関心を持っていることを持ち寄り、

の石巻での芸術祭「Reborn-Art Festival」

で同じ遺伝子を持っていても、環境や経

DNA の「流れ」
とか
「継承」
という軸はずっ

話し合って進めてきました。
その中から出

の滞在制作や、2018 年 3 月に京都でホン

験によって、一人はそのスイッチがオンに

とありました。ゴンゾからもらったメール

てきたキーワードの一つに「鹿の角」があ

マタカシさんとパフォーマンスを行ったと

なり、一人はオフのまま。そして、それが

ります。

きも
「鹿」がテーマで、現地の猟師さんに

継承されるといったことがおこってくる。

リサーチもしています。もともと鹿は私た

そのことを考えたとき、ゴンゾがやってい

をいま見返しても、そこは
（本誌 P5 参照）
ぶれていないなと感じています。
津田 リチャード・ドーキンスという英国

なぜ「鹿」なのでしょうか ?

ちにとって身近な動物です。古くから神話

るまさに身体に負荷を与えるといった経

」と
の生物学者の言葉に「ジーン
（gene）

高原 ゴンゾがドイツの狩猟漁猟博物

に登場する神聖な存在として、また近年

験が、これまでだったら継承されないと

」があります。
「ジーン」は
「ミーム
（meme）

館に行って、鹿の角の奇形のコレクショ

では農作物被害をもたらす原因として取

いう考え方でしたが、それを来場者が体

遺伝的継承を指し、
「ミーム」は文化的継

ンが大量にあるのをみたのがきっかけに

り上げられています。

験した時に
（DNA の塩基配列は変わらな

承を指しています。YCAMとしては、この

なっています。鹿の角には、後ろ足をけが

高原 国内には「鹿」に関する地名や民間

いけど）
、そのスイッチのオンオフを切り

バイオテクノロジー という
新しい技 術について
一緒に 考 え る 場 を 作 る

遺伝的な「継承」
と

PRESENT
「wow, see you in the next life.
過去と未来、不確かな情報につい
ての考察」展のマガジンおよび関
連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、10 月31 日
（木）
までにハガキ
（当日消印有効）
・FAX・e-mail で
ご応募ください。
A 「wow, see you in the next life.
●

過去と未来、不確かな情報に
ついての考察」展の
マガジン 1 号（3 名）

B YCAM バイオ・
リサーチ
●

ステッカー 4 枚セット（3 名）
イラスト：NAZE（コンタクトゴンゾ）

替えて、そして継承されることもあるかも
しれない。
吉﨑 「エピジェネティクス」という考え
方からすれば、ゴンゾの身体の動きを遺

【あて先】〒 753-0075 山口市中園町 7-7

伝的に「継承」することもできるかもしれ

（公財）
山口市文化振興財団

ない。そのことをゴンゾの身体の動きを

「any vol.110 特集プレゼント」係

FAX：083-901-2216 e-mail：any@ycfcp.or.jp

ベースにした作品で伝えようと思ってい

※当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

ます。自分自身も両親やその前の先祖の
経験のうえに立っているのだということ

D

E

F

（2019 年 7 月）、G：チェーンサーフィンをする様子
（2019 年 7 月）
D 〜 F：バイク旅の様子

G

が想像できれば、その先のことも考える

てほしいです。その体験がどんな意味を

サーチ・ショーケース］
」という企画名で、

ことができます。つまり自分の経験が次

もつかは映像などでも伝えていきますが、

オープニングの日に、展覧会場とは別の場

の世代に影響を与え得るのだと意識すれ

来場者自身が体験し感じてもらうことが

所で紹介します。

ば、いまの自分自身の生き方やこれから

大事だと思っています。あとは、いままで

高原 そのほかには、展覧会の会場内に

どう生きるかについて考えるきっかけに

のリサーチや準備の過程、塚原さんが書

特設のバイオラボを設置し、会期中にバ

なる、そこを今回の展覧会として狙って

いてくれた SF 小説などが掲載されたマガ

イオの実験を同時並行で行うことも考え

伝承が残っている場所があります。山口県

承になぞらえて、ゴンゾが今年 7 月に、京

「ピッチングマシーンで投げつけたものを

岩国市の二鹿
（ふたしか）
もそうで、実際に

都から山口までの道のりをバイクでたど

身体で受ける」
「鎖の上に乗ってチェーン

いるところでもあります。

ジンも販売するので、あわせて読んでい

ています。

ゴンゾと一緒に現地に赴き、地元の方にお

る、
ということも行いました。

サーフィンをする」
といった身体に負荷を

津田 サブタイトルに、
「過去と未来、不

ただきたいです。塚原さんの小説では今

津田

かける動きをピックアップして、
「ゴンゾ・

確かな情報についての考察」
としていると

回の展覧会のことが未来の視点から語ら

態ではなく、どんどん更新されていきま

パーク」と名付けた展覧会の会場内で来

おり、自分自身のことを知る手がかりとし

れていて、小説とあわせて展覧会をみる

す。

場者に同じ体験をしていただきます。

て過去をたどっていくこともあるだろうし、

と、過去と未来がからみあうような展示に

吉﨑

高原 この動きは、先程お話ししたゴン

将来のことに思いを巡らせることにもつな

なっています。

技術について、作品を通して一緒に考え

ゾの京都から山口までのバイク旅の過程

がるのではないかと思っています。すごく

津田 ゴンゾと一緒に行った実験プロセ

る場を作っていく、それが YCAM のひと

［リ
スについては「YCAM バイオ・リサーチ

つの役割だと思っています。

話を聞くなどリサーチしました。その言い
伝えはこういうものです。
平安時代、京都・比叡山に 2 つの頭を持つ
凶暴な鹿がいて人々を苦しめていました。

ゴンゾの身体の動きを
どう継承していくか

そこで天皇と摂政は、梅津中将清景にこ
の悪い鹿を征伐するよう命じます。鹿は逃

具体的に、お客様は展覧会で何を観たり

で行ったものでもあります。

希望がみえるところでもありますよね。運

げ出して、野を走り山を越え逃走しました

体験できるのでしょうか ?

津田 これまでは、親から子へは遺伝子

と諦めて
命を決定づけているのは遺伝子、

が、中将も休むことなく追い進み、見事討

吉﨑 展覧会では「身体はどこから来て、

情報のみが引き継がれていくというのが

しまうのではなくて、諦めなくていいと思

ち取ります。鹿が追い詰められ討ち取られ

どこへ行くのか」
という問いを投げかけて

一般の認識としてあり、親の育った環境

わせてくれるものでもあります。

た場所がこの二鹿で、地名の由来になっ

います。そのストーリーとして、ゴンゾの

や経験してきたことは遺伝的には関係な

たといわれています。

身体の動きをどう継承していくか、
という

いと思われていました。最新の研究では、

実際の展覧会でお客様が体験するのに

この民間伝承を「文化的継承」
ととらえて

ところがあり、ゴンゾが普段の活動のな

親が経験で得たものも一部継承されるこ

バイオの知識は必要でしょうか ?

そのことも展覧会で紹介します。二鹿の伝

かで行っている「重たい岩を体に乗せる」

とがあるかもしれないということが示唆さ

吉﨑 とくに必要はなく、まずは体験し

わかる！ 【エピジェネティクス】 DNA 塩基配列の変化を伴わない細胞分裂後も継承される遺伝子発現あるいは細胞表現型の変化を研究する学問領域。ただし、歴史的な用
キーワード

法や研究者による定義の違いもあり、その内容は必ずしも一致したものではない。

展覧会が始まってもまだ最終形

バイオテクノロジーという新しい

contact Gonzo+YCAM バイオ・リサーチ

「wow, see you in the next life.
過去と未来、不確かな情報についての考察」展
（土）
〜 2020 年 1 月19日
（日） 10:00 〜19:00
2019 年 10 月12日
会場：山口情報芸術センター スタジオA
［料金］
無料

◎自筆の原稿はやはり中也を知る上にも説得力、現実感があり、中也の近くにいられたような気になります。（60 代女性 テーマ展示「四季詩集――中也とめぐる四季詩集」より）
◎涙が流れました。色々な問題提起があったと思いますが、全編通して温かく、愛に溢れていました。（70 代以上女性 オフィス 3 〇〇「私の恋人」より）
◎富永が最期に中也と会うことを避けた理由が分からなかったけれど、優しい理由だといいなと思いました。（20 代女性 特別企画展「富永太郎と中原中也」より）
◎子どもと一緒にのんびり観れて良かったです。アットホームな感じがとても好きです。（40 代女性 「真夏の夜の星空上映会」より）
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気持ちのいい空気を
胸いっぱい吸い込んで
さあ、新しいこと始めよう

自動からくり人形師・
ムットーニさんがやってくる！

ムットーニ「アトラスの回想」
（中原中也「地極の天使」より）
世田谷文学館蔵 © 武藤政彦

中原中也記念館開館 25 周年記念展「ムッ
トーニからくり文学館 」
（本誌 P11 参照）の
イベントとして、ムットーニさんご本人が作品
を解説、口上を行う上演会を開催します。こ
の上演会はムットーニ作品の展示には欠か
せないもので、作家本人の「語り」もまた作

10 18
月

品の一部であるという独自の作品世界を堪

今年も盛り上がった星空上映会

能できる特別な時間です。また、今回は新作

8 月 9 日から11 日にかけて、毎年恒例の野

「サーカス」の制作秘話が聴ける講演会と

外上映イベント「真夏の夜の星空上映会」

セットになったスペシャルナイトツアーも開催

が、星が輝く夜空のもと開催されました。どの

（こちらは好評につき満員になりました）
。こ

日も天候に恵まれ、涼しい風がときおり頬をな

の秋はムットーニワールドに魅了されるひとと

でるなか、初日の「ナビィの恋」、2 日目の「ボ

きを、ぜひご一緒に !

ス・ベイビー」、最終日の「ジュラシック・ワール

「ムットーニからくり文学館」関連企画
■ムットーニが語る！作品上演会
（土）
、3 日
（日・祝）
2019 年 11 月 2 日
（月・休）
、23 日
（土・祝）
、24 日
（日）
4日
各日13：00〜／15：00〜（所要時間約40分）
会場：中原中也記念館 2 階展示室

ド 炎の王国」と、いずれも盛況のうちに幕を
下ろしました。なかでも 2 日目は過去最高の
動員数をはるかに上回る1,000 人以上のお
客様が来場。熱い夏を盛り上げる3 日間とな
りました。

［料金］
無料
（要入館料・申込不要）

■スペシャルナイトツアー
（日）
・23 日
（土） 満員
2019 年 11 月 3 日
御礼
17：30 〜（所要時間約 90 分）
会場：中原中也記念館 2 階展示室

©Gachot Films/Idéale Audience/Neos Film 2018

「ジョアン・ジルベルトを探して」
（2018 年／スイス＝ドイツ＝フランス／ 111 分／カラー）
［監督］
ジョルジュ・ガショ ［出演］
ミウシャ、マルコス・ヴァーリ、
ジョアン・
ドナート、ホベルト・メネスカル、マルコス・バーリ
昭和 10 年 (1935)、文也を抱く中也

みなさんにとって自分をリラックスさせてくれる

かりの人々や土地を訪ね歩きます。果たして

音楽は何ですか ? 今回は、ブラジルから届い

ジョアンは姿を現してくれるのでしょうか ?

た音楽ドキュメンタリーをご紹介します。

今年 7 月、本作公開前にジョアン・ジルベルト

「イパネマの娘」
「想いあふれて」等、その類

の死去が伝えられました。享年 88。鑑賞後

稀なるギター演奏と甘美な歌声で、世界を魅

の気分はまさに“サウダージ”。ポルトガル語

了した ボサノヴァの神様 、ジョアン・ジルベ

特有の言葉で郷愁、切なさ、届かぬ想いを意

ルトは 10 年以上、公の場に姿を現していま

味します。ボサノヴァに欠かせないサウダージ

せん。
ドイツ人ライター、マーク・フィッシャーは

な世界を映画で旅しませんか ?

向いた顛末を本に綴ります。しかし、マークは
ジョアン・ジルベルトに会えないまま、本が出
版される1 週間前に自ら命を断ってしまいまし
た。ジョルジュ・ガショ監督は、マークの夢を
実現すべく、彼の足取りを追い、ジョアンゆ

1929 年から活動を開始し、創立 90 周年を迎える人形劇団プーク。保育園、幼稚園、学校、劇場など
全国の多くの場所で上演し、子どもも大人も魅了してきたプークが 5 月、たくさんの子どもたちが待ちわ
びるなか、誰もが知る名作「三びきのやぎのがらがらどん」と「いつもちこくのおとこのこ」の 2 本を上演
するため山口を訪れました。プークさん、そのときのみんなの様子、
どうでした ?

前田佳奈英

（人形劇団プーク）

客席との一体化を感じました。
う中で、一緒に公演を作っているというこ
とを実感します。公演前に準備してくださっ
たちらし寿司や猪鍋も絶品でした ! 公演中
の子どもたちの反応もさまざまで、息をのむ
かのようにシーンとなったり、ピンチの時に
はキャーという悲鳴、大やぎ対トロルでは
応援の声をもらい、舞台の私たちは客席と
の一体化を感じました。お芝居というのは、
汗ばむ陽気の中、
「三びきのやぎのがらがら

テレビやゲームと違って生のものであり、そ

どん」の公演で山口を訪れた 5 月上旬。毎

の時その瞬間で感じることも違います。こ

回、宣伝用に会員の方々が作るという力強く

れから大人になっていくみなさん、たくさん

てキュートな 3 匹のやぎの看板と、たくさんの

のお芝居に出会って心が動く経験をたくさ

会員さんが私たちを迎えてくれました。公演ま

んしてください。またプークの人形劇で会え

での準備や当日の搬入搬出を手伝ってもら

る日を楽しみにしています !

人形劇団プーク
「三びきのやぎのがらがらどん」
2019 年 5 月11日
会場：山口市民会館 小ホール
創立 90 年を迎える人形劇
団プークが今年 5 月に山
口公演を行った。数多くあ
るレパートリーの中から、
と
くに人気の高い「三びきの
やぎのがらがらどん」
を上
演。子どもたちに今もなお
愛され続け、
読み継がれている北欧の物語が、
プークな
らではの迫力あふれる人形劇に。山口の子どもたちに
深い感動を与えた。
またジョン・バーニンガム原作、谷
川俊太郎訳で知られる絵本「いつもちこくのおとこの
こ」
を取り上げた作品も同時上演し、好評を集めた。

前田佳奈英

Maeda Kanae

1987 年鹿児島県生まれ。2013 年人形劇団プーク養成所短
期コースを経て、入団。今回の公演「三匹のやぎのがらがらど
ん」のチビやぎを、
「いつもちこくのおとこのこ」のジョン少年を演
じた。そのほかの出演作は「エルマーのぼうけん」のエルマー・エ
レベーター、
「怪じゅうが町にやってきた」のピエール、
「ピンクの
ドラゴン」のハッチなど。

◎長生きしてほしかったと思いもしますが、生きた人生の密度にこそ詩の世界が存在していたような気もして、より詩が良いものに感じられました。
（特別企画展「富永太郎と中原中也」より）
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前原美織（YCAMシネマスタッフ）

ジョアン・ジルベルトに会うためブラジルに出

［定員］
各回先着 20 名
（定員に達しました）

◎夢の中にいるみたいでフワフワ、楽しかったです。（30 代女性 オフィス 3 〇〇「私の恋人」より）
◎詩は、風景の中の人間の生き様から生まれるものと思うので、
とても深い感銘を受けました。（70 代男性 テーマ展「四季詩集――中也とめぐる四季詩集」より）

日

長男・文也の誕生を喜ぶ中原中也
10月18日は詩人・中原中也の息子・文也が誕生し
た日です。中也は 1933 年 12 月に、中原家の遠縁
にあたる上野孝子とお見合い結婚し、翌 34 年 10
月に長男・文也が生まれます。中也は息子の誕生
を喜び、文也をとても可愛がっていました。ここに掲
載した写真でも、文也を愛おしく見つめる中也の笑
顔が写し出されています。
しかしその幸福な時間は
長くは続かず、36 年、文也はわずか 2 歳で病気で
この世を去ります。我が子の誕生の喜びと、そのあ
とに続く哀しみを中也はどんな思いで受け止めたの
でしょう。詩集『在りし日の歌』は文也の霊に捧げら
れ、そのなかの「また来ん春……」には文也と過ご

（木）
〜 11 月 4 日
（月・祝）
2019 年 10 月 24 日

した日々が綴られています。

※詳しくはお問い合わせください。

会場：山口情報芸術センター スタジオ C

［料金］
一般 1,300 円

any 会員・25 歳以下・65 歳以上・特別割引 800 円

「僕はイエス様が嫌い」

any 編集長の

おススメ
1本
YCAMシネマで
上映される作品の中から
any 編集長の
お気に入りをご紹介。

（2019 年／日本／ 76 分／カラー）
［監督］
奥山大史 ［出演］
佐藤結良、大熊理樹、
チャド・マレーン、佐伯日菜子 ほか
©2019 閉会宣言

上映日時

12 月上映予定

東京から雪深い地方にあるミッション系の小学校へと転校する事になった少年ユ
ラが、ある日現れた小さな イエス様 の力を信じるようになっていくさまを描く。弱冠
「第 66
22 歳の奥山大史監督が大学の卒業制作として撮影した長編デビュー作。
回サンセバスチャン国際映画祭」で最優秀新人監督賞など世界の映画賞を受
賞。宗教や死生観が関わる重みのあるテーマをユーモアを込めながらも詩的に描
き、すがすがしい感動を覚える一作。

「多機能ペンチ」
中原中也記念館に勤め始めて間もない 14 年前
に購入したもの。小刀、やすり、マイナスドライバー
など様々なツールがペンチのグリップの部分に隠れ
ていて、引き出して使うようになっている。
しかし、そ
れらを使ったことはほとんどない。私が最も使ってい
るのは「H5」
（写真で一つだけはみ出ているパー

ブロードウェイのローマ劇場で劇の上演中

ツ）
である。展示設営でパネルを貼る際、見た目を

に観客席にいた男性が毒殺されていると

美しくするために、こびょうを釘頭が見えなくなるま

ころから物語は始まります。犯人は劇場の

で深くパネルに打ち込むのだが、その時、六角レン

中にいる誰か。この事件の謎をリチャード・

チのドライバービットである「H5」をこびょうの釘頭

クイーン警視とその息子の推理小説家エ
ラリー・クイーンが解き明かします。あなたは
この事件の謎を解くことが出来ますか ?
小林聖菜（山口市立中央図書館

職員）

に当て、その上から金鎚で打ち込むと、
うまく打ち

『ローマ帽子の秘密』
作者名：エラリー・クイーン
発行年：2012 年
出版社名：株式会社 KADOKAWA

込めるのである。打つ角度を修正したいときは、こ
びょうを一旦ペンチで抜いて再び打ち込む。ペンチ
も役に立つ。
池田誠
（中原中也記念館

◎最初の VR の時が一番びっくりしました。スイッチに近づくたびにドキドキしました。（10 代男性 スイッチ総研「あなたの知らない夜の YCAM」より）
より）
◎独特な感じを持っている人だなと思いました。弟が部活で一緒に宇部工業の校歌を書いた人と分かって驚きました。（20 代女性 企画展「沸騰する精神――詩人・上田敏雄展」
◎ぎんのロバがほしいと思ったよ。（10 歳未満 オペラシアターこんにゃく座「銀のロバ」より）
◎野外でピクニック気分。とても楽しかった ! （10 代女性 「真夏の夜の星空上映会」より）

職員）
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◎子どもたちにプロの演劇を観せたくて選びました。刺激をがっちり受けてました ! （40 代女性 オフィス 3 〇〇「私の恋人」より）
◎ご本人直筆の資料がたくさん見られたので、生きていた時代のことが思い浮かびました。（30 代女性 特別企画展「富永太郎と中原中也」より）
◎森の湿度、みずみずしい空気感が感じられました。（オペラシアターこんにゃく座「銀のロバ」より）
◎映画を観ながらその当時のことを色々と思い出すことができました。（50 代男性 「真夏の夜の星空上映会」より）

◎人生とは何か、考えさせられました。（10 代女性 オフィス 3 〇〇「私の恋人」より）
（20代女性 テーマ展示
「四季詩集―中也とめぐる四季詩集」
より）
◎中也の詩は本当に心に残ります。
しみじみとした詩や、
少しクスッとできる詩…本当にすごいなと改めて感動しました。
◎上田先生を知る人間として、初めて知る先生の素顔でした。（70 代女性 企画展「沸騰する精神――詩人・上田敏雄展」より）
◎楽しくて、苦しくて、良かった。ありがとうございます。（50 代女性 オフィス 3 〇〇「私の恋人」より）
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◎こんなふうに映画館ではないところで大きなスクリーンを通して見れるところが良い。（「真夏の夜の星空上映会」より）
◎中原先生と富永先生の１年ほどの交流は微笑ましくもあり、切なくもあり、濃密で大変興味深かったです。（20 代女性 特別企画展「富永太郎と中原中也」より）
◎演者の叫び声を、参加者の叫び声と思い、
ドアを開ける前のドキドキにつながった。（60 代女性 スイッチ総研「あなたの知らない夜の YCAM」より）
◎中也さんが見て感じたものを一緒に見ているようでした !! （20 代女性 テーマ展「四季詩集――中也とめぐる四季詩集」より）
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