
 

 

 

 

 公益財団法人京都市芸術文化協会 

平成３０年度 事業実績報告 

 

Ⅰ 自主事業 
 

会員が企画･運営する当協会の基幹的な事業として、事業を通じて、各分野における会員の

拡大と芸術文化の普及･振興を図っています。 
 

１ 芸術文化に関する調査研究及び情報の提供 

（１）機関誌『藝文京』の発行 

協会会員をはじめ、芸術文化関係者・関係機関、公共施設等を対象に、機関誌『藝文京』

を年2回発行しました（通巻136号（秋号）・137号（春号）、各1,500部、カラー表紙、Ａ5判、

32頁)。136号・137号を通して「京都の近代」をテーマとする特集記事を掲載しました。 

   また、対談事業を公開で実施し、137号にその内容を掲載しました。 

【対談事業】 

開催日 内容･出演等 会場 人数 

1月18日 

対談：「京都の近代―岡崎、文化発信！～アートと文化の未来を
語る」 
出演：潮江宏三（京都市美術館館長） 

平竹耕三（ロームシアター京都館長） 
進行：辻喜代治（京都市芸術文化協会 調査・編集委員） 

大広間 57人 

 

（２）協会ホームページの運営 

協会ホームページの運営を通じ、自主事業や会員催事情報等の告知、資料の公開など、

芸術文化に関する情報発信を行いました（会員催事情報件数：72件、ホームページアク

セス件数：14,193件）。 
 
 

２ 各種芸術文化事業の実施及び奨励 

（１）各種芸術文化事業 

開催日 事業名称 内容･出演等 会場 人数 

2月3日 
第43回 京都ビッグ･バ

ンド･フェスティバル 

出演：京都府吹奏楽連盟所属の合

同・選抜・有志等6団体 

料金：1,000円 

京都コンサート 

ホール大ホール 
1,884人 

 

（２）「京の文化絵巻2018」舞台事業 

開催日                    内容･出演等 会場 人数 

8月12日 

京都に息づく芸術が分野を超えてコラボレーションすることによ
り生まれる様々な舞台を、絵巻物を観るように次々と展開 
 
１ 洋楽×華道 「名曲と花束～いのちの華コンサート～」 
～演奏曲～    

花のワルツ、カノン、花は咲く 
～出演～ 

洋楽 フルート：園城三花、バイオリン：釋伸司 
    ビ オ ラ：松田美奈子、チェロ：山岸孝教 

華道      藤井真（ＩＫＥＮＯＢＯＹＳ） 
２ 邦楽×洋舞 「時空を翔ける音と舞～春夏流れるごとく～」 
～演奏曲～    

春の海、星空への想い 
～出演～ 

邦楽  筝：木本澄子、十七絃：中田洋子、尺八：鈴木泫山 
（以上 京都三曲協会） 

講堂 150人 



 

 

 

 

洋舞  中西孝子、水野永子（全京都洋舞協議会） 
  振付  水野永子 
３ 邦舞×能楽 「地唄 珠取海女」 
～出演～ 
 邦舞 立方：楳茂都華寿々、地方：竹川和裕 
 能楽 シテ：長山耕三（観世流）、地謡：笠田祐樹 
 解説    楳茂都梅衣華 
料金：1,000円 

（３）各種芸術文化事業の奨励(後援･共催) 

   会員等が実施する事業に対して、後援（71件）や共催（1件）の支援を行いました。 

 
 

３ 芸術文化に関する教育及び普及 

（１） 子ども芸術体験教室 

開催日 事業名称 講師等 会場 人数 

7月22日,28日,29日, 

8月4日,5日 

夏休み 
邦楽体験教室 

筝：大木冨志 他 
尺八：深井游山 大広間ほか 17人 

7月28日,29日, 

8月4日,5日 

夏休み 
邦舞体験教室 

花柳白梅、花柳梅月路、花柳梅艶香、 

花柳沐香、石川美代 

フリースペ

ース 
18人 

7月24日,25日,26日,31

日,8月1日 

夏休み 
能楽体験教室 公益社団法人能楽協会京都支部 大広間ほか 65人 

1月5日,6日 
冬休み 

芸術体験教室 

「写真を撮って、絵にしてみよう！」 
（写真）小林達也、木村充宏 
（絵）神馬啓佑 

大広間 19人 

＜成果発表＞ 

開催日 事業名 会場 人数 

8月2日 夏休み能楽体験教室 発表会 大江能楽堂 190人 

8月11日 夏休み邦楽・邦舞体験教室 発表会 講堂 109人 

1月12日～31日 冬休み芸術体験教室作品展 インフォメーション － 

 

（２）一般芸術体験教室 

開催日 内容 会場 人数 

3月30日 
－みる、描く デッサン体験教室 

リンゴとハンカチをモチーフとしたデッサン体験 
講師：芝田友司 

ミーティングル

ーム2 
11人 

 

４ 芸術家等の育成及び顕彰 

（１）芸術家等の育成 

開催日 事業名称 内容･出演等 会場 人数 

6月2日,3日 

京都いけば

な プレゼン

テー シ ョン

2018 

「すごいゾ！いけばな」をテーマとする「いけば

なの日」イベント。華道分野会員34流派によるい

けばな展示の他、鼎談
ていだん

、レクチャー及びワークシ

ョップなど来場者参加型プログラムを実施 

講堂、大

広間ほか 

延べ

3,896人 

1月12日 

～2月11日 

藝文京展 EX 

～つなぐ～ 

第1回～4回の藝文京展出展者の中から作家を選
出し、その後の発展や変化、今後の制作や活動へ
の展望を開く機会を目指す企画展 
コーディネート：松尾惠 

（京都市芸術文化協会 企画・交流委員） 
【関連企画】 
○レセプションパーティー（1月12日） 
○ギャラリートーク（1月12日、2月6日） 
 ナビゲート：松尾惠 

（京都市芸術文化協会 企画・交流委員） 
○藝文京茶会（2月10日） 
コーディネート：マイケル・ハーディ 

（京都市芸術文化協会 企画・交流委員） 

ギャラリ

ー北・南 

ほか 

延べ

3,110人 



 

 

 

 

（２）芸術家等の顕彰 

ア 京都市芸術文化協会賞 

原則として当協会に所属する会員を対象に、近年の芸術文化活動が特に顕著な方や、

芸術文化の向上に多大の功労があったと認められる方を表彰する制度です。 

平成30年度は、早瀬久恵（邦楽）、堀志津子（邦楽）、村山明（工芸）の3名を表彰し

ました。 
 

イ 京都市芸術文化協会新人賞 

原則として当協会に所属する会員を対象に、新進で活発な芸術文化活動が認められる

方や、今後の芸術文化活動において、さらにその活躍が期待される方を表彰する制度で

す。 

平成30年度は、井上泰信（洋楽）1名を表彰しました。 

 

５ その他会員関連活動 

（１）総会･懇親会  

   7 月 5 日に会員総会・懇親会を開催しました。（会場：京都ホテルオークラ、出席者：120 

人） 

 

（２）会員増加に向けた取組 

   企画・交流委員会に、協会リーフレット作成部会を設置し、新規入会を促すツールと 

して、協会の魅力や活動状況などをまとめたリーフレットの作成に向けて取り組みまし 

た。部会では、リーフレット掲載内容やシンボルマークデザインの検討を進めました。 

 



 

 

 

 

Ⅱ 受託事業 

 

 京都を新たな魅力に満ちた文化芸術都市として創生することを目指して制定された｢京都

文化芸術都市創生条例｣及びその具体的な指針となる「第2期京都文化芸術都市創生計画（平

成29年3月策定）」や「京都文化芸術プログラム2020⁺（平成28年8月策定）」に基づく事業を

受託し、当協会の広範な芸術家のネットワークと文化事業の実績、ノウハウ等を活用して事

業を実施することで、京都市の文化芸術行政の一翼を担っています。 

１ 市民狂言会 

伝統芸能である狂言を、楽しく気軽に鑑賞する機会を広く市民に提供するため開催しま

した（入場者数：計1,611人）。 

開催回 
開催日 

演目･出演等 会場 人数 

第250回 

6月8日 

演目：三番三、福の神、飛越、釣針  出演：茂山千作、茂山七五

三、茂山あきら、茂山千三郎他 ＊250回記念 

京都観世

会館 

456人 

第251回 

8月22日 

演目：鬼瓦、悪坊、寝音曲、首引  出演：茂山千作、茂山七五三、

茂山あきら、茂山千五郎他 
421人 

第252回 

12月7日 

演目：福部の神勤入り、察化、鱸包丁、鏡男  出演：茂山千作、

茂山あきら、茂山千三郎、茂山千五郎他 
388人 

第253回 

3月1日 

演目：盆山、船渡聟、右近左近、神鳴  出演：茂山七五三、茂山

千三郎、茂山千五郎、茂山千之丞他 ＊茂山千之丞襲名、おめでと

う！公演 

346人 

※入場料：前売2,500円/当日3,000円/ｷｬﾝﾊﾟｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ当日1,500円 年間席札8,000円 

     第251回のみ高校生以下500円  

２ 子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出（京都文化芸術プログラム2020⁺関連事業） 

（１）ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業 

京都市内の小学校等を対象に、伝統芸能から現代美術まで、多様なジャンルのアーテ

ィストを講師として派遣し、特別授業を行っています。 

平成30年度は、伝統文化の分野を中心に、茶道・華道などの授業を充実し、50箇所で実施し

ました（実施回数：84回 受講者：計3,046人）。 

実施日 分野 主な講師（所属等） 
実施校 

（行政区） 
対象 人数 

7 月 21 日 華道 
井田益甫 他 
（東福寺未生流／京都いけばな協会） 

久世児童館 
（南） 

1～6 年生 50 人 

7 月 30 日 
茶道 
（抹茶） 

米澤宗昭 他 
（裏千家） 

大枝児童館 
（西京） 

1～5 年生 80 人 

8 月 23 日 現代美術 
ベリー マキコ 他 
（藝文京展優秀賞受賞者） 

向 島 南 児 童
館（伏見） 

1～6 年生 130 人 

8 月 27 日 
演劇 
(テクニカル) 

竹内良亮 他 
（京都舞台芸術協会） 

大宅中学校 
（山科） 

3 年生 110 人 

9 月 3 日 香道 
山田洋平 他 
（山田松香木店） 

砂川小学校 
（伏見） 

6 年生 77 人 

9 月 5 日 
茶道 
（抹茶） 

米澤宗昭 他 
（裏千家） 

北 総 合 支 援
学校（上京） 

3 年生 18 人 

9 月 6 日 華道 
中野恭心 他 
（華道本能寺／京都いけばな協会） 

石田小学校 
（伏見） 

5,6 年生 42 人 

9 月 6 日 狂言 
茂山千五郎、島田洋海、山下守之  
（茂山狂言会） 

葵小学校 
（左京） 

6 年生 76 人 



 

 

 

 

9 月 12,13 日
（2 日間） 

華道 
北尾登志甫 他 
（未生流／京都いけばな協会） 

松尾小学校 
（西京） 

6 年生 123 人 

9 月 26 日 
茶道 
（抹茶） 

米澤宗昭 他 
（裏千家） 

東 桂 坂 保 育
園（西京） 

4,5 歳児 40 人 

9 月 27 日 落語 
桂二乗、桂二葉、豊田久美子 
（（公社）上方落語協会） 

鏡山小学校 
（山科） 

6 年生 80 人 

9 月 28 日 
ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ
ﾀﾞﾝｽ 

隅地茉歩、阿比留修一 
（セレノグラフィカ） 

西 総 合 支 援
学校（西京） 

4～6 年生 34 人 

10 月 3 日 
能楽 
（囃子方） 

左鴻泰弘、林大輝、井林久登、前川光
範 
（（公社）能楽協会京都支部） 

新町小学校 
（上京） 

6 年生 68 人 

10 月 10 日 狂言 
茂山千五郎、井口竜也、山下守之 
（茂山狂言会） 

七条小学校 
（下京） 

6 年生 79 人 

10 月 11 日 
洋舞 
（バレエ） 

原美香 他 
（原美香ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ／全京都洋舞協議会） 

妙林苑 
（北） 

5 歳児 26 人 

10 月 16 日 
能楽 
（囃子方） 

杉信太朗、林大和、渡部諭、井上敬介
（（公社）能楽協会京都支部） 

翔鸞小学校 
（上京） 

6 年生 30 人 

10 月 17 日 
能楽 
（ワキ方） 

有松遼一、林大和、渡部諭 
（（公社）能楽協会京都支部） 

宇 多 野 小 学
校（宇多野） 

6 年生 72 人 

10 月 17 日 邦舞 
藤間勘祐悟、藤間勘寿和 
（藤和会） 

朱 雀 第 六 小
学校（中京） 

3,6 年生 55 人 

10 月 18 日 
茶道 
（抹茶） 

米澤宗昭 他 
（裏千家） 

梅津中学校 
（右京） 

1～3 年生 7 人 

10 月 18 日 短歌 
江坂美和子、田中成彦、畑谷隆子 
（(公財 )京都市芸術文化協会  短歌分野
会員） 

大藪小学校 
（南） 

6 年生 53 人 

10 月 24 日 
邦楽 
（長唄） 

杵屋浩基、今藤敏之 
（杵勝会） 

安朱小学校 
（山科） 

6 年生 41 人 

10 月 29 日 華道 
今井理榮、佐々木理泉 
（古流松藤会／京都いけばな協会） 

修学院第二小
学校（左京） 

4 年生 76 人 

10 月 29 日 
洋舞（モダ
ンダンス） 

石原完二、清水彩花、豊澤由紀子 
（石原ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ／全京都洋舞協
議会） 

太秦小学校 
（右京） 

6 年生 144 人 

10 月 30 日 
邦楽 
（箏） 

大木冨志、粟田彰輝、梶田和栄 
（（一社）京都當道会） 

池 田 東 小 学
校（伏見） 

4 年生 39 人 

11 月 5 日 狂言 
茂山千五郎、井口竜也、鈴木実 
（茂山狂言会） 

小栗栖宮山小
学校（伏見） 

6 年生 43 人 

11 月 7 日 現代美術 
人長果月 他 
(京都市芸術新人賞受賞者) 

第 三 錦 林 小
学校（左京） 

6 年生 36 人 

11 月 14 日 書道 
白井進 他 
（(公財 )京都市芸術文化協会  書道分野
会員） 

養正小学校 
（左京） 

4～6 年生 84 人 

11 月 15 日 
邦楽 
（箏） 

大木冨志、粟田彰輝、梶田和栄 
（（一社）京都當道会） 

鳳徳小学校 
（北） 

5 年生 42 人 

11 月 21 日 マンガ 
松井仁美、鈴木翠 
（京都精華大学・京都国際ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ） 

大 原 野 小 学
校（西京） 

6 年生 37 人 

11 月 27 日 
演劇 
(身体表現) 

松岡咲子 他 
（京都舞台芸術協会） 

二 条 城 北 小
学校（上京） 

5 年生 72 人 

11 月 28 日 
邦楽 
（常磐津） 

常磐津都㐂蔵・常磐津都史 
南 大 内 小 学
校（南） 

5,6 年生 44 人 

11 月 29 日 陶芸 
谷口良孝 他 
（清水焼団地協同組合） 

花園小学校 
（右京） 

6 年生 40 人 

11 月 30 日 声楽 
上野洋子 他 
(真声会) 

大枝小学校 
（西京） 

5 年生 55 人 

12 月 5 日 
能楽 
（シテ方） 

深野貴彦、松野浩行、鷲尾世志子 
（（公社）能楽協会京都支部） 

梅 ノ 宮 保 育
園（右京） 

5 歳児 44 人 

12 月 5 日 書道 
白井進 他 
（(公財 )京都市芸術文化協会 書道分野
会員） 

百々小学校 
（山科） 

5 年生 108 人 



 

 

 

 

12 月 7 日 落語 
桂花團治 
（（公社）上方落語協会） 

音羽小学校 
（山科） 

5,6 年生 92 人 

12 月 11 日 落語 
桂二乗、桂二葉、豊田久美子 
（（公社）上方落語協会） 

藤 ノ 森 小 学
校（伏見） 

6 年生 106 人 

12 月 18 日 
ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ
ﾀﾞﾝｽ 

きたまり 
楽只小学校 
（北） 

1～6 年生 33 人 

12 月 19 日 
能楽 
（シテ方） 

宮本茂樹、浦部幸裕、河村浩太朗 
（（公社）能楽協会京都支部） 

朱 雀 第 三 小
学校（中京） 

6 年生 58 人 

12 月 19 日 狂言 
茂山忠三郎 他 
（茂山忠三郎家） 

樫原中学校 
（西京） 

2 年生 170 人 

12 月 20 日 邦舞 
藤間麗喜 
（麗喜の会） 

は な ぶ さ 保
育園（伏見） 

5 歳児 36 人 

1 月 16 日 
茶道 
（抹茶） 

米澤宗昭 他 
（裏千家） 

嵐 山 東 小 学
校（西京） 

5 年生 50 人 

1 月 28 日 
邦楽 
（長唄） 

杵屋浩基 今藤敏之 
（杵勝会） 

梅 津 北 小 学
校（右京） 

6 年生 57 人 

2 月 12 日 邦舞 
井上安寿子、井上葉子 
（みやび会） 

琴音つばさ保
育園（南） 

5 歳児 25 人 

2 月 12 日 華道 
平尾貴峰 
（峰風遠洲流／京都いけばな協会） 

京都国際ﾌﾗﾝｽ
学園（下京） 

小学 6 年
～中学生 

10 人 

2 月 13 日 
能楽 
（シテ方） 

宇髙徳成、山田伊純、惣明貞助 
（（公社）能楽協会京都支部） 

メ グ ミ 幼 児
園（左京） 

4,5 歳児 24 人 

2 月 13 日 華道 
中村展山、中村凜翠 他 
（小松流／京都いけばな協会） 

北野保育園 
（上京） 

5 歳児 27 人 

2 月 25 日 
能楽 
（囃子方） 

杉信太朗、林大輝、井林久登、井上敬
介（（公社）能楽協会京都支部） 

山階小学校 
（山科） 

5,6 年生 60 人 

2 月 27 日 邦舞 
藤間勘吾 
（宗家藤間流吾扇会） 

聚楽保育所 
（中京） 

5 歳児 24 人 

3 月 4 日 
茶道 
（煎茶） 

野口久楽 他 
（小川流煎茶） 

西京高校付属中
学校（中京） 

2 年生 119 人 

＊ゴシックは芸術文化協会会員 

また、担い手育成に向けた実験的な取組として、将来的に学校と専門家によるワークシ 

ョップ等の継続実施に繋げるための課題の抽出や効果の検証等を行いました。 

実施概要、主な講師（所属等） 実施校 分野 開催回数 

学校の授業以外で子どもたちが文化芸術に触れる機会を提

供するため、文化活動に興味を持った子どもたちが活動して

いる授業以外での文化活動の現場へ芸術家、専門家を派遣し、

ワークショップを1～2月に実施 

白井進 他（(公財)京都市芸術文化協会 書道分野会員） 

上京中学校、

烏丸中学校 
書道 各校3回 

 

（２）ようこそ和の空間 伝統公演とくべつ授業 

京都市内の中学生を対象に、和の文化を体感できる会場で伝統芸能を鑑賞する事業を

実施しました。平成30年度は、2日4公演とし（これまでは1日2公演）、公演回数を増やし

ました（参加者総数：計1,886人（引率教職員114人、視察45人を含む）。 

開催日 分野、演目及び出演 会場 人数 

2 月 6 日,7 日 

能 「船弁慶」（6 日：金剛流、7 日：観世流）／（公財）

能楽協会京都支部 

狂言「口真似」（6 日：茂山千五郎家、7 日：茂山千五郎

家・茂山忠三郎家）／（公財）能楽協会京都支部 

邦舞  

6 日午前の部：京舞篠塚流（篠塚瑞穂 社中）「新鹿の子」」 

京都観世会館 1,886人 



 

 

 

 

   午後の部：藤蔭流（藤蔭静樹 社中）「新鹿の子」 

7 日午前の部：直派若柳流（若柳吟 社中）「浦島」 

午後の部：西川流（西川充 社中）「越後獅子」 

邦楽 杵屋浩基連中 

＊ゴシックは芸術文化協会会員 

 

＜参加校及び人数内訳＞                         

開催日 参加校 行政区 学年 人数 

2 月 6 日 
午前の部 

旭丘中学校 北区 1 年生 114 人 

西ノ京中学校 中京区 2 年生 128 人 

蜂ヶ岡中学校 右京区 2 年生 207 人 

2 月 6 日 
午後の部 

安祥寺中学校 山科区 1 年生 90 人 

醍醐中学校 伏見区 2 年生 85 人 

松原中学校 中京区 1,2 年生 157 人 

向島中学校 伏見区 2 年生 92 人 

2 月 7 日 
午前の部 

桂中学校 西京区 2 年生 231 人 

嵯峨中学校 右京区 2 年生 183 人 

2 月 7 日 
午後の部 

烏丸中学校 上京区 1,2 年生 92 人 

九条中学校 南区 1,2 年生 103 人 

洛北中学校 左京区 1 年生 245 人 

  

３ 京都文化力プロジェクト 2016‐2020 事業 

  京都市、京都府、京都商工会議所の三者で構成される実行委員会からの受託事業として、「美 

術・工芸分野」をテーマとし、野外インスタレーションの公募展、作品展、シンポジウム、ワー 

クショップ等を開催しました。 

開催日 事業名・内容等 会場 人数 

9月23日 
建築ワークショップ「茶室と庭を作ろう」 
ファシリテーター：加藤比呂史（建築家） 講堂 35人 

12月9日, 

1月17日 
ユージン・ソレール アーティスト・トーク 

フリースペース、 

ミーティングルー

ム2 

33人 

1月17日,27日 ユージン・ソレール 鈴付会 
ミーティングルー

ム2 
30人 

1月26日, 

2月2日 
ワークショップ「ヨタとつくろうカラオケ背景映像！」 

ミーティングルー

ム2、和室「明倫」 
30人 

2月7日 
プレイベント「おも茶会」 
席主：山崎伸吾（ディレクター、音楽家） 大広間 180人 

2月16日 
授賞式／シンポジウム「都市空間における祝祭と文化」 
スピーカー：青木淳（建築家）、名和晃平（彫刻家） 
モデレーター：建畠晢 

京都府立京都学・歴

彩館 
227人 

2月16日 

～3月17日 

○野外インスタレーション公募展「ユージン・ソレー
ル： Kyoto Urban Wind Installation」 

国内外から作品プランを募集し大賞プランを制作し
展示 

大賞プラン：ユージン・ソレール（建築家） 
応募件数：111件（日本を含む14箇国） 
審査員：安藤忠雄（建築家）、片岡真実（森美術館副 

館長）、建畠晢 

旧京都府立総合資

料館 
5,580人 

○招へい作品展「ヨタの鬼セレブレーション」 
アートユニット・ヨタの作品を展示 

ロームシアター京

都ほか 
30,039人 

 



 

 

 

 

４ 助成関係事業 

（１）京都市助成金等内定者資金融資制度 融資窓口業務（受託事業） 

芸術家の資金面の負担を軽減し、芸術活動の支援と芸術家の育成を図るため、文化庁

等から助成の内定を受けた個人又は団体に対して無利子で資金融資を行う京都市の制度

です。平成30年度は、延べ12団体（17件）に対し合計33,244千円を融資しました。 

 

（２）京都市芸術文化特別奨励制度 募集受付業務（受託事業） 

芸術文化の若い担い手等を支援･育成することにより、新たな芸術文化の創造を促すことを目

的とする事業で、京都で活動する若手芸術家等を対象に候補者を公募し、専門家による審査を

行ったうえで、1個人又は1グループにつき300万円の奨励金を京都市が交付する制度です。 

募集期間 応募件数 奨励者 

5月1日～7月31日 68件 空間現代（現代音楽）、村松稔之（声楽、カウンターテナー） 

 

（３）京都市文化芸術顕彰制度 表彰業務（受託事業） 

長年に亘り京都の学術･芸術等の文化の向上に功績があったと認められる方を文化功

労者に、将来を期待される新人芸術家等を芸術新人賞に、新人の育成又は芸術に係る活

動環境の向上に多大な功労があると認められる団体･個人を芸術振興賞に、それぞれ京都

市が顕彰する事業です。 

顕彰種別 受賞者 

文化功労者 

井上満郎（学術（古代史））、井隼慶人（染織）、今井清隆（能楽）、北山善夫（絵画・
彫刻）、小松和彦（学術（文化人類学・民俗学））、寺池静人（陶芸）、村田吉弘（食文
化）、山﨑隆夫（日本画）、渡辺信喜（日本画）【9 人】 

芸術新人賞 

石塚源太（漆芸）、上田誠（演劇）、大江信行（能楽）、岡本啓（詩）、川田知志（壁画）、 
酒井健治（作曲）、茂山忠三郎（狂言）、トーチカ（ナガタタケシ，モンノカヅエ）（現
代美術・映像）、三木啓樂（漆芸）【9 人】 

芸術振興賞 

熊谷寿美子（芸術振興）、箱崎睦昌（日本画）、林潤一（日本画）、ミッシェル・ワッセ
ルマン（芸術振興）、京都フランス歌曲協会（音楽）、公益財団法人中信美術奨励基金
（芸術振興）【6 人】 

 

５ その他 

（１）京都市新規採用職員研修 

開催日 内容 講師 会場 人数 

4月12日,13日 茶道デモンストレーション・体験 泉本宗玄、山本宗知 講堂・大広間 227人 

 
 

（２）教文伝統芸能シリーズ「能楽なう」 

公益財団法人札幌市芸術文化財団からの受託事業として、次世代に向けて伝統芸能を継

承するプログラムを実施しました（企画制作：伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス）。 

開催日 内容 出演 会場 人数 

6月12日 

能：宝生流「藤戸」 

狂言：大蔵流「口真似」 

能：観世流「善界 白頭」 

小倉健太郎、金井雄資、東川光夫、 

小倉伸二郎、當山淳司、川瀬隆士、 

田崎甫、當山孝道、和久荘太郎、 

林宗一郎、坂口貴信、観世喜正、 

浦田保親、谷本健吾、川口晃平、 

河村和貴、樹下千慧、味方團、  

松野浩行、大日方寛、則久英志、  

茂山茂、茂山逸平、茂山童司、竹市学、

成田達志、亀井広忠、前川光範  

札幌市教育

文化会館大

ホール 

955人 



 

 

 

 

6月13日 

札幌市内中学生能楽鑑賞

教室 

舞囃子「羽衣」 

レクチャー 

林宗一郎、松野浩行、河村和貴、 

樹下千慧、竹市学、成田達志、 

亀井広忠、前川光範 

札幌市教育

文化会館大

ホール 

848人 

 

（３）京都市自治記念式典オープニングセレモニー  

開催日 内容、出演 会場 

10月15日 

・いけばなと能楽囃子 小鼓の共演「テーマ：飛翔」 

いけばな実演：桑原専慶流家元 桑原仙渓 

能楽囃子方：幸流小鼓 曽和鼓堂 

・金剛流舞囃子「田村」 

  金剛龍謹 

  地謡：豊嶋晃嗣、宇髙徳成、山田伊純、惣明貞助 

  笛：杉信太朗、小鼓：曽和鼓堂、大鼓：谷口正壽 

ロームシアター京都 

メインホール 

（企画協力：伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス） 

 

（４）京都×パリ 京ものアート市場開拓支援事業  

   京都市の事業（実施業者：株式会社ＴＣＩ研究所）である「京都×パリ 京ものアート 

  市場開拓支援事業」のアドバイス業務を受託しました。 

開催日 内容等 人数 

通年  

京都市、パリ市の職人やアーティストが相互に交流し、アート市場を志向

した新たな作品の創作等を支援 

講師：西堀耕太郎 他 

20人 

 

（５）札幌ダンスシンポジウム  

  札幌市教育文化会館のダンス事業に係る企画業務を受託しました。また、大澤寅雄氏 

（ニッセイ基礎研究所 芸術文化プロジェクト室）を招き、会館が過去十年開催してきた 

事業のアーカイブに取り組んでいます。 

開催日 内容 講師 会場 人数 

5月11日 2017年度事業振り返り会 櫻井ヒロ、砂連尾理 等 
札幌市教育文

化会館 
19人 

9月23日 
教文コミュニティダンス＆

ワークショップ 
櫻井ヒロ、河野千晶 

札幌市教育文

化会館リハー

サル室 

15人 

3月3日 ダンス事業振り返り会 
大澤寅雄、櫻井ヒロ、砂連

尾理 等 

札幌市教育文

化会館 
43人 

3月3日 
教文コミュニティダンス＆

ワークショップ「Populus」 

miracelle（櫻井ヒロ、河

野千晶）+WS参加者、

Borderless、昭和レディ 

札幌市教育文

化会館リハー

サル室 

75人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Ⅲ 芸術文化活動拠点施設運営事業 

 

京都における芸術文化活動拠点施設である京都芸術センターの運営を通して、芸術活動の支

援、芸術文化情報の発信、芸術を通じた芸術家と市民等との交流を行うことで、芸術家や芸術

に関係する者が連携して、京都における芸術を総合的に振興することを目的とする事業です。 

当協会では、京都芸術センターが開設された平成12年4月から、京都市からの業務委託を受

けてセンターを運営しており、平成18年度からは、地方自治法の改正に伴い、指定管理者と

して引き続き管理運営しています。 

 

【活動センター機能】 

 

１ 伝統的芸術の継承・創造事業 

（１）明倫茶会 

学術、芸術、文化、産業等の様々な分野で活動している方を席主として、趣向を凝ら

した茶会を開催しました（参加者数：計250人）。 

開催日 内容 席主 会場 人数 

10月14日 
「名残」というもの －人・物・

季節－ 
米澤宗昭（茶人） 和室「明倫」 105人 

12月23日 
泉翁忌—デュシャンに捧げる茶
会にして展覧会（のようなもの） 

小崎哲哉（ジャーナリスト

／アートプロデューサー） 
和室「明倫」 62人 

2月17日 盆栽と林檎の茶會 川﨑仁美（盆栽研究家） 講堂 83人 

 

【関連企画】 

開催日 内容 登壇、ゲスト等 会場 人数 

12月21日, 

22日 

泉翁忌—デュシャンに捧げる茶

会にして展覧会（のようなもの） 

茶会のしつらいを展示、公

開 
和室「明倫」 87人 

 

（２）伝統芸能文化創生プロジェクト（五感で感じる和の文化事業から改称） 

国立京都伝統芸能文化センター（仮称）の機能を強化推進するために、伝統芸能アー

カイブ＆リサーチオフィス（以下、「ＴＡＲＯ」という。）を設置し、伝統芸能や文化に

携わる他機関・組織、実演家、職人、研究者とリサーチを通してネットワーク構築を図

りました。また、文化庁や構築したネットワーク先と連携し、下記の事業を重点的に行

いました。 
 

① 伝統芸能文化に係る相談・対応（相談件数：186件） 

② 関係機関のネットワーク構築（伝統芸能文化をめぐる現状や課題を研究機関やネ 

ットワーク先と共有。シンポジウム＆総合イベントの実施） 

③ 伝統芸能文化復活・活性化公募プログラム（伝統芸能文化の存続が危ぶまれる、

道具や材料の枯渇、それらを製作する職人や後継者、伝統芸能文化を担う人材の

不足などの問題に対し、総合的な視野から伝統芸能文化の振興に資するため、公

募により復活・活性化のプログラムを実施） 

また、ＴＡＲＯのウェブサイトにおいて、伝統芸能文化のコラムを掲載しました。 

 



 

 

 

 

ア 講座シリーズ 

開催日 内容 会場 人数 

11月18日 

♯4 篠笛を知る～祭が育む日本の音～ 

講師：森田玲（篠笛奏者）、森田香織（笛師） 

＊一部レクチャー、二部篠笛体験 

大広間 73人 

12月23日 
♯5 三味線組歌ってなに？～楽譜から読み解く三味線古歌謡～ 

講師：井口はる菜（関西外国語大学外国語学部講師） 
講堂 151人 

 

イ シンポジウム＆公演「変わりゆく伝統芸能」 

開催日 内容 会場 人数 

2月3日 

一部：シンポジウム 

パネリスト：清水賢二郎（備中神楽）、十川みつる（讃岐獅子舞

保存会）、小岩秀太郎（東京鹿踊）、原田一樹（綾傘鉾囃子方） 

ファシリテーター：俵木悟（成城大学教授） 

二部：公演 

出演：芳友会（備中神楽）、中組獅子保存会（讃岐獅子舞）、東

京鹿踊（鹿踊）、綾傘鉾囃子方（祇園祭、綾傘鉾） 

司会：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授） 

講堂 213人 

  

   ウ 先覚に聴く 

開催日 内容 会場 人数 

3月21日 

先覚に聴く  

講師：赤坂憲雄（民俗学者） 

聞き手：小岩秀太郎（東京鹿踊代表） 

フリース

ペース 
55人 

 

  エ 伝統芸能文化創生ネットワーク会議（関西連絡会議） 

開催日 内容 会場 人数 

2月3日 

議 題：無形文化遺産の防災 

参加者：近畿圏の文化財担当者、文化庁、東京文化財研究所ほ

か 

ミーティ

ングルー

ム2 

17人 

 

  オ 伝統芸能文化復元・活性化共同プログラム  

    公募の結果、20件の申請があり、一次審査、二次審査を経て3件を採択しました（3 

件とも次年度も継続）。 

開催日 内容 会場 人数 

6月10日, 

17日 

伝統芸能文化復元・活性化共同プログラム説明会 

京都（6月17日）、東京（6月10日）の２回実施 

講堂、 

東京文化

財研究所 

16人 

27人 

 

7月～3月 

採択①上鳥羽の芸能六斎の復活を目指して-祇園囃子の創作 

申請者：上鳥羽橋上鉦講中 代表 熊田茂男 

＊祇園囃子の復活へ向けてのプロセスを記録、また活動パンフ

レットを作成 

京都 － 

採択②柳川三味線のための胴皮新素材開発 

申請者：林美恵子（柳川三味線） 

＊岐阜の研究所と連携した和紙による試作と、他の実演家によ

る試奏も挟むことで精度向上を目指す。 

京都 

東京 

岐阜県 

－ 



 

 

 

 

採択③ゴッタンの製造技法および基礎資料のアーカイブと交流

ネットワークの創出 

申請者：ゴッタンプロジェクト 代表 橋口晃一、黒坂周吾 

＊各地でゴッタンに取り組む人や団体を紹介するパンフレット

を作成、ゴッタンの楽器製作を記録 

京都 

鹿児島県 

宮崎県 

－ 

2月2日 

中間報告会 

採択3団体の現時点でのプログラムの進捗状況および活動成果

を報告 

フリース

ペース 
31人 

 

  カ 伝統芸能ことはじめ番外編 

開催日 内容 会場 人数 

12月22日 

講師：小林昌廣（情報科学芸術大学院大学教授） 

＊京都芸術センター叢書二『伝統芸能ことはじめ』出版記念と

して実施 

大広間 91人 

 

キ 連携プログラム（受託事業、協力事業を含む） 

開催日 内容 会場 

6月12日 

教文伝統芸能シリーズ「能楽なう」（受託事業）【再掲】 

演目：宝生流能「藤戸」、観世流能「善界 白頭」、大蔵流狂言

「口真似」 

出演：小倉健太郎、金井雄資、東川光夫、小倉伸二郎、當山

淳司、川瀬隆士、田崎甫、當山孝道、和久荘太郎、林宗一郎、

坂口貴信、観世喜正、浦田保親、谷本健吾、川口晃平、河村

和貴、樹下千慧、味方團、松野浩行、大日方寛、則久英志、茂

山茂、茂山逸平、茂山童司、竹市学、成田達志、亀井広忠、

前川光範 

札幌市教育文化会

館大ホール 

6月13日 

小中学生能楽鑑賞教室（受託事業）【再掲】 

演目：レクチャー、舞囃子「羽衣」 

出演：林宗一郎、松野浩行、河村和貴、樹下千慧、竹市学、

成田達志、亀井広忠、前川光範 

札幌市教育文化会

館大ホール 

7月27日 

シンポジウム「京都創生推進フォーラム」（協力事業） 

出演：杵屋勝七郎、杵屋寿哉 

＊オープニング「長唄三味線組歌」のコーディネート 

ロームシアター京

都サウスホール 

9月5日 

雅フェスティバル（京都市立御所南小学校と連携） 

講師：京都市立御所南小学校6年生 

内容：総合学習の「雅のまこと」で伝統芸能文化への弟子入り

体験を通した発表の相談を受け、日本舞踊、箏、書道、能、狂

言、落語、雅楽、いけばな、水墨画、茶道を京都芸術センター

で発表 

講堂、フリースペー

ス、大広間、ミーテ

ィングルーム2、和

室「明倫」 

10月15日 

京都市自治120周年記念式典オープニングセレモニー（受託事

業）【再掲】 

出演：金剛龍謹、豊嶋晃嗣、宇髙徳成、山田伊純、惣明貞助、

杉信太朗、曽和鼓堂、谷口正壽 

ロームシアター京

都メインホール 

11月3日 
平成30年度京都市平和祈念事業（協力事業） 

出演：華～puspa～（タップダンス）、姜鵬（変面） 

京都市国際交流会

館イベントホール 

 

 



 

 

 

 

２ 芸術家・芸術関係者育成事業 

（１）京都国際ダンスワークショップフェスティバル2018 

   昨年度に引き続き、ダンスアンドエンヴァイロメントと連携し、国際的に活躍する講

師を招き、「Bodylogue」をテーマにダンスワークショップを実施しました。 

開催日 講師 会場 人数 

4月20日 

～5月6日 

カティア・ムストネン（ドイツ）、アビゲイル・イェーガ

ー(USA)、フランチェスコ・スカベッタ(ノルウェー)、坂

本公成+森裕子（京都）、長内裕美（ベルギー）、チョン・

ヨンドゥ（韓国）、マルセロ・エヴェリン（ブラジル）、川

口隆夫（東京）、秋津さやか（スペイン）、森井 淳（大阪） 

講堂、フリース

ペース、制作室7 
2,087人 

※受講料：Ａ～Eクラス。受講料はクラスで異なる。単発受講2,000円、3,000円、3,500円等 

 

ア ショーイングの実施 

開催日 講師 会場 人数 

5月6日 チョン・ヨンドゥ 講堂 212人 

 

イ Youth Tank Project オーディション 

プログラム 選考 受入先 人数 

京都×USA交換研修 アビゲイル・イェーガー ノースキャロライナ芸術大

学（UNCSA） 
6人 

京都×スウェーデンダンス

エクスチェンジ 

フランチェスコ・スカベッタ ヴィトリケ・センター・フ

ォー・パフォーミング・ア

ーツ 

9人 

京都×ソウルダンスエクス

チェンジ 

チョン・ヨンドゥ 
DOO DANCE THEATER 5人 

  その他、明倫ボディサロン（身体メンテナンスと情報交換、参加者、講師等の交流を行う

場）、ドキュメントアクション（dance+と連携しアーカイブを公開）、スカラーシップ制度

（専門家からの推薦を受けたダンサーのサポート）も併せて実施しました。 

 

ウ スカラ・ミーティング 

開催日 内容 会場 人数 

4月28日 推薦を受けたダンサーが参加するミーティング 大広間 12人 

 

（２）トラディショナル・シアター・トレーニング2018（T.T.T.） 

国内外の芸術家・研究者等を対象に、日本の伝統芸能である能、狂言及び日本舞踊に

関する基礎知識・技術等を習得してもらうためのプログラムを実施しました。 

開催日 内容 講師 会場 人数 

7月18日 

～8月10日 

トレーニング（オ

リエンテーショ

ン・ワークショッ

プ） 

能：片山伸吾、田茂井廣道、大江信行 

狂言：茂山あきら、茂山童司、丸石やす

し 

日本舞踊：若柳弥生 

プログラム・ディレクター：マシュ

ー・ショアーズ 

京都芸術セ

ンター(フリ

ースペース、

大広間ほか) 

20人 

発表会（8月10日） 大江能楽堂 148人 

※受講料：一般90,000円、学生85,000円、リピーター割引 



 

 

 

 

（３）アートマネジメント人材養成プログラム 

平成30年度は、「アーティスト・イン・レジデンス」をテーマに研修を行いました。 

開催日 内容 会場 人数 

2月9日, 

10日 

「マイクロレジデンス ミーティング 2019 京都 in 西陣」 

アーティスト・イン・レジデンス事業をこれからはじめよう

とする方、はじめたばかりの方を主な対象に、課題解決に向

けた講座を開催。併せて、ノウハウの共有とネットワークの

構築のためのプラットフォームを提供 

臨済宗 興聖寺 

(上京区堀川通

寺之内上ル) 

83人 

 

（４）KAC Performing Arts Program 2018 

   ジャンルで区切ることが難しい新しい表現や、クロス・ジャンルの表現を積極的に創 

造し発信することを目指す事業を実施しました。 

ア Contemporary Dance 

①「シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ」 

（ア）新作公演 「シティⅠ・Ⅱ・Ⅲ」 

中堅、若手ダンサーによる都市の身体をテーマにしたカゲヤマ気象台の戯曲「シ 

ティⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を用いた新作公演を実施しました（愛知県芸術劇場と連携）。 

開催日 内容、演出等 会場 人数 

1月25日 

～27日 

シティⅠ 

プロデュース：ゆざわさな 

ドラマトゥルク：渡辺美帆子 振付：川瀬亜衣 

出演：はっとりともか、畑中良太、古川友紀 

シティⅡ 

パフォーマンス：hyslom（加藤至、星野文紀、吉田祐）、南大輔 

シティⅢ 

振付・演出：捩子ぴじん 

出演：佐久間新、捩子ぴじん、増田美佳、三枝愛、持木永大、 

姫田麻衣 

＊すべて戯曲：カゲヤマ気象台（円盤に乗る派） 

講堂、フ

リースペ

ース 

580人 

 （イ）関連イベント 

開催日 内容、演出等 会場 人数 

1月12日 

京都街歩き 
ナビゲーター：ゆざわさな 
ゲストティーチャ―：土井修史（京都橘大学） 

京都市内 6人 

12月22日 
「戯曲を声に出してみる」 
ナビゲーター：渡辺美帆子（二十二会） 

制作室6 6人 

 

②ワークショップ＆ショーイング 

路上生活者の身体に着目したダンスワークショップと小作品のショーイングを実施 

しました（釜ヶ崎芸術大学と連携）。 

開催日 内容、講師等 会場 人数 

8月17日,18日 

『日々荒野 京都芸術センターver.』新人H 

ワークショップ講師：ソケリッサ！（アオキ裕キ） 

＊18日はダンス公演とトーク 

フリース

ペース 
58人 

 

 



 

 

 

 

③「ダンス＆プロセス試演会」 

（ア）「ダンス＆プロセス試演会」 

開催日 内容 会場 人数 

1月20日 

「ダンス &プロセス」という手法を参照しながら、試演と

フィードバックを行いました。  

試演作家：下村唯、藤本茂寿、アラン・シナンジャ 

ファシリテーター：余越保子、山下残 

＊3組の試演と終了後に観客も含めたトークを実施 

講堂 26人 

（イ）批評プログラム 

開催日 内容 会場 人数 

1月27日 
「ダンス批評を書くために話す」 
トーク：竹田真理、公募による執筆者 

講堂 12人 

3月22日 
「ダンス批評を書いた後に話す」 

（ア）の試演会のフィードバック 

ミーティ

ングルー

ム2 

18人 

    （ウ） ダンスを語る言葉 

開催日 内容 会場 人数 

2月25日 

「おもしろい！ダンス映像を観て語る会」 

ゲスト：きたまり（ KIKIKIKIKIKI）  

聞き手：黒田健太  

ミーティ

ングルー

ム2 

21人 

3月26日 

「おもしろい！ダンス映像を観て語る会」 

ゲスト：塚原悠也（ contact Gonzo）  

聞き手：米澤百奈、池上たっくん  

ミーティ

ングルー

ム2 

23人 

 

④ 「フィリップ・ドゥクフレ ダンスワークショップ」  

開催日 内容 会場 人数 

7月10日

～12日 

世界的に活躍するダンサー・振付家・演出家フィリップ・ドゥ

クフレによるワークショップ 

講師：フィリップ・ドゥクフレ、ジュリアン・フェランティ、

ヴィオレット・ワンティ 

＊「アンスティチュ・フランセ関西」と連携 

講堂 37人 

 

イ Music 

音楽以外の分野のアーティストと新しい音空間を創作するプログラムを実施しました。 

開催日 内容 会場 人数 

2月22日 

～24日 

中川裕貴「ここでひくことについて」 

出演：中川裕貴、出村弘美、菊池有里子、穐月萌、横山祥子  

構成・演出：中川裕貴  

＊演奏行為に焦点をあて、3会場で3つのプログラムを実施 

トークゲスト：荒木優光 

講堂、フ

リースペ

ース、大

広間 

279人 

3月17日 

増田真結×田中遊「新音頭『告白』」 

構成：増田真結、田中遊 

出演：田中遊、中村圭介、山田岳 

作曲：増田真結 

講堂 81人 

 

 



 

 

 

 

ウ Traditional Performance「継ぐこと・伝えること」 

20,30代の若手・中堅の実演家たちを取り上げ、「享楽」をテーマにその芸能の魅力を

トークと実演で伝えました。 

開催日 内容 会場 人数 

4月27日 「沓占式プロジェクト」振り返りミーティング 
ミーティン

グルーム2 
10人 

11月17日 

「享楽×呵々大笑-落語-」 

出演：柳亭小痴楽  

司会：広瀬依子（追手門学院大学国際教養学部講師） 

講堂 70人 

2月11日 

「享楽×恍恍惚惚-男舞・女舞-」  

出演：中村壱太郎（吾妻流七代目家元）、杵屋禄三、今藤小希

郎、杵屋勝士郎、今藤長三朗、中村壽鶴、藤舎伝生 

司会：広瀬依子（追手門学院大学国際教養学部講師） 

講堂 205人 

 

エ Cotemporary Theater 

① 演劇計画Ⅱ～戯曲創作～「『S/F –到来しない未来』」 

2016年度より実施している作家・松原俊太郎と山本健介がテーマに沿って戯曲創作を行うプ 

ログラムとなり、3年目は戯曲の第二稿を基に、その戯曲の可能性を探るべく展覧会やリサーチ 

を実施し戯曲を完成させ、最終稿は電子書籍として公開しました。また、戯曲創作と並行 

して、科学と虚構に関する研究者や作家で構成する「KAC S/F Lab.」を立ち上げオー 

プンラボを行いました。 

（ア） 第二稿を基にした作品公開 

開催日 内容 会場 人数 

12月13日 

～1月6日 

展覧会 松元悠「カオラマ」 

松原俊太郎『カオラマ』（第一稿・第二稿）を基に、リトグラ

フ作家である松元悠に依頼した展覧会 

ギャラリ

ー北・南 
1,218人 

 

（イ） KAC S/F Lab. 

開催日 内容 会場 人数 

9月27日 
vol.6「創作と批評」 

ゲスト：大森望（翻訳家・書評家）、平倉圭（横浜国立大学）  
大広間 27人 

3月23日 

vol.7「科学と虚構」 

登壇者：松原俊太郎、山本健介（委嘱劇作家）、佐々木敦（批

評家）、篠田千明（演出家・作家）、松葉洋一（哲学研究者・同

志社大学嘱託講師）、森山直人（演劇批評家・京都造形大学舞

台芸術学科教授） 

＊戯曲の最終原稿公開と共に、篠田による「ギリギリ上演しな

いプログラム」、批評とディスカッションを行った。 

フリース

ペース 
25人 

 

② 「Re-search and Re-direction：かかわりの技法」 

演劇ユニットBRDGと協同し、ある状況への関与のために持ち出された演劇の、手法 

と状況の変容に着目し、事例の研究と創作についての議論を進めました。BRDGによる1 

年間を通したリサーチと、専門家等とのディスカッション、リサーチの報告を踏まえ 

たワークインプログレス公演を通して、多様化する演劇の技法や演劇自体のあり方を 

問いました。 



 

 

 

 

（ア）関連上演＆シンポジウム 

開催日 内容 会場 人数 

6月30日 
（上演）かもめマシーン「俺が代」 

出演：清水穂奈美 演出：萩原雄太 
フリースペース 64人 

7月1日 

（上演）250km圏内 ①「地震の話」②「暴想」 

① 作・演出・出演：黒田真史、協同演出：小嶋一郎 

② 作・演出・出演：北野千晴、協同演出：小嶋一郎 

フリースペース 45人 

7月1日 

（シンポジウム）しらべの演技、演出のしらべ 

登壇者：山口惠子、川那辺香乃、萩原雄太、小嶋一郎、石神夏希、

久保田テツ 

講堂 45人 

（イ）関連企画ワークショップ 

開催日 内容 会場 人数 

10月16日,17日 

イアン・セガッラ（PETA）ワークショップ 

ファシリテーター：イアン・セガッラ（フィリピン教

育演劇協会）、ジョセフ・マドリアガ 

ナビゲーター：BRDG（山口惠子、川那辺香乃） 

フリースペース 17人 

   （ウ）リサーチ報告会 

開催日 内容 会場 人数 

2月28日 

BRDGリサーチ報告会 

登壇者：山口惠子、川那辺香乃（ BRDG）  

ゲスト：会田大也（ミュージアムエデュケーター）  

プロジェクトの進捗をプレゼンテーションし、問題意識の

異同やリサーチ対象との距離感の違いから、かかわりかた

を炙り出した。またゲストと共に、ワークショップと作品

創作の関係についての差異や、人とかかわるリサーチと、

そこから作品をつくることについて議論した。  

講堂 22人 

 

（５）KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2018 

京都・日本そして世界の舞台芸術を紹介することを目的に、国内・海外から先駆的な

取組を行っている演出家を招へいし、舞台芸術の祭典を開催しました。 

開催日 内容 会場 人数 

10月5日～21日 Roberta Lima『水の象』インスタレーション 講堂 1,186人 

10月6日～11月18日 
山城知佳子「土の人」展覧会 ギャラリー北・

南 
4,684人 

10月7日,8日, 

14日,21日 

Roberta Lima『水の象』パフォーマンス 

＊3つのパフォーマンスとトークを実施 講堂 365人 

10月9日,11日,28日 
マヌエラ・インファンテによるワークショップ 

制作室5 28人 

10月12日,13日 
山城知佳子「あなたをくぐり抜けて-海底でなびく  

土底でひびく-」 フリースペース 290人 

10月25日～28日 市原佐都子/Ｑ『毛美子不毛話』『妖精の問題』公演 講堂 617人 

10月28日 

関連企画：京都芸術センターアーティスト・イン・レ

ジデンスプログラムと連携 

マヌエラ・インファンテ『CHI-SEI.』オープニングイ

ベント・報告会 

ミーティングル

ーム2、フリース

ペース 

55人 

                                    



 

 

 

 

（６）関西の若手グループ展 

開催日 事業名 内容 会場 人数 

4月14日 

～5月27日 

ニューミューテーション－

変・進・深化 

若手グループ展 

出展作家：加藤巧、西條茜、

髙畑紗依 

ギャラリ

ー北・南 
3,097人 

  【関連企画】 

開催日 事業名 内容 会場 人数 

4月14日 アーティスト・トーク 出展作家によるトーク 
ギャラリ

ー北・南 
44人 

4月14日 「マテリアル喫茶」 

加藤巧を講師に喫茶店のお

菓子とともに、絵画の材料

についての考察 

前田珈琲 

明倫店 
28人 

5月12日 
ワークショップ「けしきの上を

えんぴつで泳いでみる」 

髙畑紗依を講師に普段見て

いる景色をなぞってみて、

少し違った風景つけるワー

クショップ 

制作室１ 4人 

5月27日 
クロージング・イベント「ルッ

ベルトの頭の中身」 

西條茜の出展作の一部であ

る巨大な脳に見立てた立体

作品の解体 

ギャラリ

ー北 
33人 

 

（７）中堅ベテラン企画展「FOCUS#1」 

開催日 事業名 内容 会場 人数 

7月24日 

～9日9日 
『キウチ芸術センター展』 

中堅作家・木内貴志による

個展 

ギャラリ

ー北・南

ほか 

3,242人 

  【関連企画】 

開催日 事業名 内容 会場 人数 

7月28日 ギャラリーツアー 
出展作家とともにギャラリ

ーを巡るツアー 

ギャラリ

ー北・南 
21人 

7月28日 
オープニングパーティー 

「木内貴志を囲む会」 

出展作家を招き行った懇談

会 

ミーティ

ングルー

ム2 

18人 

8月9日 
ワークショップ「キウチ芸術セ

ンター模試」 

センター試験をはじめ、テ

ストなどでよく使われる

「マークシート」を使った

ワークショップ 

制作室3 

 
5人 

9月8日 
トークイベント「『現代アート』

という言い方が嫌いだ！」 

現代美術についての対談 

ゲスト：斉と公平太（現代

美術作家） 

ミーティ

ングルー

ム2 

52人 

 

（８）KAC Curatorial Research Program 

開催日 事業名 内容 会場 人数 

2月19日 

～3月31日 
逡巡のための風景 

若手キュレーターによるリサ

ーチと企画展 

ゲストキュレーター：青木彬 

出展作家：イシワタマリ、大見

新村プロジェクト、八幡亜樹 

ギャラリ

ー北・南

ほか 

2,930人 

 
 
 
 



 

 

 

 

【関連企画】 

開催日 事業名 内容 会場 人数 

5月20日 

パブリックミーティング

「ローカリティと場所づく

り」 

 

青木彬（インディペンデント・

キュレーター）、櫻岡聡（Finch 

Arts）、武本彩子（国立国際美

術館研究補佐員）、はがみちこ

（アート・メディエーター）に

よるトーク 

ミーティ

ングルー

ム2 

22人 

12月22日 キュレータートーク 青木彬によるトーク 
フリース

ペース 
20人 

2月19日,3月2

日,15日,27日 

特別企画  Swing観光案内

所「他人ごと面してんじゃ

んーよ」 

ワークショップ 紙器折々 

スウィングメンバーと一緒に

八ツ橋の箱折りを行う。 

ミーティ

ングルー

ム2 

32人 

2月20日,3月6

日,20日 

特別企画  Swing観光案内

所「他人ごと面してんじゃ

んーよ」清掃活動ゴミコロ

リ 

京都芸術センター、京都市内各

所のゴミ退治を行う。 

京都芸術

センター

周辺 

13人 

 

2月23日 ギャラリーツアー 

出展アーティスト・キュレ

ーターとともに会場を巡る

ツアー  

ギャラリ

ー北・南 

ほか 

35人 

2月23日 オープニングパーティー 
キュレーター、出展アーティス

ト、関係者を招いての懇親会 

ミーティ

ングルー

ム2 

40人 

3月6日 
大見新村プロジェクト公開

定例ミーティング 

大 見 新 村 プ ロ ジ ェ ク ト が 6

年間欠かさず続けてきた定

例ミーティングを京都芸術

センターにて行う。  

ギャラリ

ー北 
8人 

3月8日,14日, 

16日 

特別企画  Swing観光案内

所「他人ごと面してんじゃ

んーよ」swing流ヒジョーシ

キ似顔絵 

swingメンバーによる似顔絵 

インフォ

メーショ

ン 

27人 

3月10日 

大見新村プロジェクト イ

ンフラタワーアップデート

ワークショップ 

ギャラリー北前に設置されて

いるインフラタワーをコンポ

ストトイレだけの状態からア

ップデートする。 

ギャラリ

ー北 
4人 

3月16日 

特別企画  Swing観光案内

所「他人ごと面してんじゃ

んーよ」とまどいのラジオ

公開収録 

木ノ戸昌幸（NPO法人スウィン

グ）、イシワタマリ（美術家、

山山アートセンター）、タカハ

シ 'タカカーン' セイジ（「芸

術と福祉」をレクリエーション

から編み直す）による公開収録 

ボランテ

ィアルー

ム 

10人 

3月24日 

大見新村プロジェクトむら

普請：村びらき（トイレの

設置）   

展示中のインフラタワーを解

体し、大見村まで運んで組み立

てる。 

大見新村 13人 

3月31日 

大見新村プロジェクト 山

の手仕事（ハーブティーの

製作） 

大見の畑で収穫して乾燥させ

たレモングラス他のハーブを

使って、ブレンドティー作り 

ミーティ

ングルー

ム2 

30人 

3月31日 クロージングパーティ 

イシワタマリ（山山アートセン

ター）企画によるクロージン

グ・イベント 

ギャラリ

ー北前 
32人 



 

 

 

 

３ 先駆的・実験的事業 

（１） ニュイ・ブランシュ KYOTO 2018：ミリアム・レフコウィッツ＆ジュリー・ラポルテ 

『作品のない展覧会』 

アンスティチュ・フランセ関西と共同でニュイ・ブランシュ(白夜祭)を実施しました。 

開催日 内容 会場 人数 

10月5日 

「作品のない展覧会」 

振付家ミリアム・レフコウィッツとダンサーのジュリ

ー・ラポルテによる、今はもう見ることのできない作

品を身体的に感じる参加型パフォーマンス 

和室「明倫」 24 人 

「I Will Keep A Light Burning」 

1000 本のキャンドルを用いて、ルノー・オーギュスト=

ドルムイユが 100 年後の天体図を描く 

グラウンド 978 人 

 【関連企画】 

開催日 内容 会場 人数 

9月28日 

ニュイ・ブランシュでの『作品のない展覧会』をいち

早く体験できるワークショップ。ダンスなど身体を用

いたワークを通じ、「作品」たちをどのように復元・伝

承する様々な「実験」を行う。 

制作室 3 16 人 

  

（２）KYOTO STEAM－世界文化交流祭－ 

   「KYOTO CULTIVATES PROJECT」の理念を体現し、アート×サイエンス・テクノロジー 

をテーマに文化芸術の新たな可能性と価値を世界に問う、新しい形態の国際的な文化・ 

芸術の祭典「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―」プレ事業として、「KYOTO STEAM―世界文 

化交流祭―prologue」を 3 月に開催しました。 

   また、当協会専務理事が KYOTO STEAM―世界文化交流祭―実行委員会理事に就任し運 

営に参画するとともに、実行委員会事務局に当協会職員をプログラムディレクターとし 

て従事させることにより、人材育成事業を担いました。 

 

４ 制作・発表支援事業 

（１）制作支援事業（制作室使用者募集） 

美術作品の制作、ダンスや演劇の稽古場等として制作室の使用を希望する芸術家を公

募し、審査のうえ無料で提供しています（1申請につき最長3箇月間）。 

平成 30 年度は、延べ 110 組の団体・個人が制作室を使用しました。 

 

（２）Co-program2018 

  京都芸術センターと共同で行う事業プランを公募し、選出した事業を共同で実施しま 

 した。 

 

ア カテゴリーA：「共同制作」（公演事業）5件 

開催日 事業名 団体名 内容 会場 人数 

10月 31日～

11 月 4 日 

第 26 次笑の内閣「そこ

まで言わんでモリエー

ル」 

笑の内閣 演劇 
フリース

ペース 
540人 



 

 

 

 

11月 23日～

25 日 

MuDA 衝突ダンスパフォ

ーマンス「立ち上がり続

けること」 

MuDA ダンス 講堂 184人 

11 月 27 日, 

28 日 

Ensemble FOVE presents  

“TRANS” 
Ensemble FOVE 音楽 講堂 185人 

12 月 7 日, 

8 日 

サウンド/ドラマ「おじ

さんと海に行く話」 
荒木優光 

サウンド・パフォ

ーマンス 
講堂 129人 

1 月 16 日～

20 日 

神里雄大／岡崎藝術座

レクチャーパフォーマ

ンス「いいかげんな訪問

者の報告（アサード・お

にぎり付き）」 

岡崎藝術座 演劇 
フリース

ペース 
135人 

  

イ カテゴリーB：「共同開催」（展覧会事業）1件 

実施時期 事業名 団体名 内容 会場 人数 

6 月 1 日～

7 月 16 日 
「Tips」展 宮坂直樹 

出展作家（池田剛介、熊谷卓哉、

小松千倫、三野新、宮坂直樹）

による企画展 

ギャラリ

ー北・南 
4,235人 

【関連企画】 

実施時期 事業名 内容 会場 人数 

6 月 2 日 
アーティスト・トー

ク 

出展作家（池田剛介、熊谷卓哉、

小松千倫、三野新、宮坂直樹）に

よるトーク 

ゲスト：長谷川新 

ミーティング

ルーム２ 
45人 

6 月 3 日 

パ フ ォ ー マ ン ス

「 Prepared for 

FILM」 

出展作家の三野新によるパフォー

マンス 
ギャラリー北 18人 

6 月 23 日 レクチャー 
建築史家の髙濱史子によるレクチ

ャー 

ミーティング

ルーム2 
32人 

  

ウ カテゴリーC：「共同実験」（リサーチ、レクチャー、ワークショップ等）7件 

  個人や団体が、京都芸術センターと共同で実験を行う事業。短期集中型のワークショ 

  ップや、通年で複数回実施するリサーチやクリエイションを行いました。 

実施時期 事業名 団体名 内容 人数 

通年 京都で記憶する 渡邉朋也 フィールドワーク 6人 

通年 定点観測 柳生二千翔 戯曲創作 
5人 

（戯曲を読む会） 

4月1日～4日 
第2回Kyoto Dance 

Workshop 

全京都洋舞協

議会 
ダンス 158人 

6月9日, 

7月7日,16日, 

1月12日 

日常との憑依―振る

舞いに隠された『わた

したち』― 

武田力 

ワークショップ、日常

における身体様式の

リサーチ 

57人 

8月5日 

～12月16日 

mimacul（ミマカル）

「文体」を歩く半年間

のワークショップ 

増田美佳 

ワークショップ 

（第5回のみ一般公

開：千葉雅也特別講

義） 

※成果物として冊子

を作成 

13人 

(講演会43人) 



 

 

 

 

8月25日,26日 

第11回 森悠子のプ

ロペラプロジェクト 

子ども音楽道場 

NPO法人音楽へ

の道CEM 

音楽トレーニングプ

ログラム 
120人 

11月3日,17日, 

2月23日 

変動する庭、変動させ

る庭 ―小川治兵衛

の庭をめぐる 

山内朋樹＋池

田剛介 
フィールドワーク 13人 

 

エ カテゴリーD：「KAC セレクション」（演劇、ダンス、音楽、伝統芸能等の舞台芸術の 

分野で、発表に限定して支援） 15件 

 

（３） U35 創造支援プログラム事業 「KIPPU」 

   京都芸術センター制作室で制作し、ロームシアター京都ノースホールで発表する35才

以下のアーティストを公募し、両施設による審査を経て3組（ブルーエゴナク、安住の地、

akakilike）を選出しました。 

制作面のアドバイスのほか、サポートの一環として、批評家に作品に対する批評を依

頼し、公演後、批評文を公開するなど、プログラムを幅広く発信しました。 

 

 

 

【情報センター機能】 

 

１ 芸術文化情報の収集・発信事業 

（１）図書室の運営 

センター主催事業のアーカイブ及びそれに準じる芸術文化に関する資料の収集と保存を主

な目的とした、センターならではの資料室です（入場者数：計7,004人）。 

蔵書のうち、図書約6,000冊、ビデオ約500本等の中から、芸術センターで実施する展覧会

や公演会等の題材をテーマにした特別企画も開催しました。 

  【関連展示】  

会期 事業名称 
4月1日～6月28日 「あの人の、おすすめ本」 富永茂樹 

6月1日～6月30日 特集 いけばなの本 

7月1日～9月29日 「あの人の、おすすめ本」 清澤暁子 

8月1日～9月10日 キウチ芸術センター展 関連資料展示 

10月10日～11月22日 山城知佳子展 関連資料展示 

10月10日～12月24日 「あの人の、おすすめ本」 和田ながら 

1月5日～1月30日 「シティ」Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 関連資料展示 

1月5日～3月31日 「あの人の、おすすめ本」 青木彬 

 

（２）情報コーナーの運営 

芸術文化に関するイベント情報等を収集しました。また、収集した情報を基に訪れる人が交

流できるスペースを設置しています。 

 

（３）通信紙（京都芸術センター通信）の発行 

京都芸術センター事業の広報をはじめ国内外の芸術文化に関する情報を掲載した通信

紙を、芸術関係者・機関、図書館、公共施設等を対象に、毎月8,000部（年間計96,000

部）発行しました。 



 

 

 

 

 

（４）京都芸術センターホームページ 

京都芸術センターの施設案内、イベント情報等を発信しました（ホームページアクセ

ス件数：227,027件）。 

 

（５）京都文化芸術オフィシャルサイト（Kyoto Art Box） 

国民文化祭・京都2011を契機とし、より多くの方が文化芸術に親しめるよう、京都市

の文化芸術全般の情報を集約したホームページを運営しています（ホームページアクセ

ス件数：84,917件。平成27年度から京都芸術センター事業として実施）。 

 

２ 教育普及事業（インターンシップ・プログラム） 

専門性を高め、経験や知識の習得がスムーズと考えられる事業単位で募集し、インター 

ンを受け入れました。 

事業名 人数 

KYOTO EXPERIMENT 2018 山城知佳子『あなたをくぐり抜けて―海底でなびく 

土底でひびく あなたのカラダを くぐり抜けて―』 
1人 

ニュイ・ブランシュ KYOTO 2018：ミリアム・レフコウィッツ＆ジュリー・ 

ラポルテ『作品のない展覧会』 
4人 

Marios Joannou Elia「Sound of Kyoto」 7人 

【受託】京都文化力プロジェクト：ユージン・ソレール「Kyoto Urban Wind 

Instalation」 
5人 

※KYOTO EXPERIMENT京都国際舞台映画祭2018のインターン（市原佐都子1名、マヌエラ2

名、ロベルタ1名、山城知佳子1名の合計5名)を受入。 

※『キウチ芸術センター展』に高校生2名（立命館高等学校）を就業体験として受入。 

 

３ その他  

  広報活動の一環として、視察・見学を積極的に受け入れ、平成30年度は、731人（43件） 

(うち海外から43人（5件、5箇国）)の視察・見学がありました。 

 

 

 

【交流センター機能】 

 

１ 国際交流事業 

（１）アーティスト・イン・レジデンス 

平成30年度は、応募330件(54箇国)の中から、1組(2人)のアーティストを受け入れたほ

か、A4  Art Museum（中国・成都）、Australia Council for the Arts/ARTSPACEとの連携

のもと、エクスチェンジプログラム（各1人）を実施するとともに、他事業との連携で3

組（6人）のアーティストを受け入れました。 

 

 

 



 

 

 

 

【京都での滞在制作】                       （参加者数：10 人） 

滞在期間 参加者名（連携先） 居住国/ジャンル 区分 

5 月 8 日～ 

7 月 8 日 
Engel Leonard 

ドミニカ共和国

／美術 
連携（Videobrasil） 

8 月 1 日～10

月 30 日 

Gerwyn Davies 

※ANEWAL GALLERY との連携 

※AIR Alliance Platform として

実施 

オーストラリア

／美術 

エクスチェンジ 

(Australia Council for the 

Arts/ARTSPACE) 

8 月 28 日～9

月 23 日 

The Instrument Builders 

Project（Wukir Suryadi、Caitlin 

Franzmann 、 Natasha Tontey 、

Misbach Daeng Bilok） 

インドネシア、オ

ーストラリア／

音楽、美術 

共同制作（インドネシア、オー

ストラリア） 

8 月 30 日～

10 月 31 日 

Manuel Infante 
※Kyoto Experiment との連携 

演劇 
連携 

(Kyoto Experiment) 

9 月 1 日～12

月 1 日 

Marios Joannou Elia、Nicolas 

Kostis 
キプロス／音楽 公募 

10 月 7 日～

12 月 7 日 

王子月 Wang Ziyue（ワン・ジ

ユエ） 
中国／美術 

エクスチェンジ 

(A4 Art Museum) 

 

【海外での滞在制作】                      （参加者数：6 人） 

滞在期間 参加者名 渡航先/ジャンル 区分 

6 月 1 日～7

月 25 日 
田村興一郎 

韓国（ソウル）／

ダンス 

エクスチェンジ  

(Seoul Dance Center) 

7月 21日～9

月 21 日 

佃七緒 

※ANEWAL GALLERY との連携 
※AIR Alliance Platform として
実施 

オーストラリア

（シドニー）／美

術 

エクスチェンジ 

(Australia Council for the 

Arts/ARTSPACE) 

9 月 21 日～

11 月 21 日 
川田知志 

中国（成都）／美

術 

エクスチェンジ 

（A4 Art Museum） 

10 月 1 日～

10 月 23 日 
相模友士郎 

スペイン（バルセ

ロナ）／ダンス 

エクスチェンジ 

（Graner） 

11月 15日～

1 月 28 日 
合田有紀、野村香子 

ドイツ（ケルン）

／ダンス 

エクスチェンジ 

(Quartier am Hufen) 

【リサーチ】                            （訪問先：2 箇国） 

実施時期 訪問先 訪問理由 

5 月 22 日～

25 日 

ジ ョ グ ジ ャ カ ル タ
（インドネシア） 

The Instrument Builders Project 打合せ、作品選定のた
め 

6 月 17 日～

24 日 

ロヴァニエミ 
（フィンランド） 

レザルティスミーティング参加のため 

【成果発表等】                           

開催日 事業名称 会場 人数 

8月31日 Engel Leonard 成果発表「Meirin」＆トーク 
和室「明倫」、
館内各所 

13 人 



 

 

 

 

9月14日 Instrument Builders Project Talk vol.1 フリースペース 10 人 

9月15日 Instrument Builders Project Workshop 北館1階 15 人 

9月15日 Instrument Builders Project Talk vol.2 フリースペース 10 人 

9月15日～17日 Instrument Builders Project 展覧会 
フリースペースほ
か 

628 人 

9月18日 Instrument Builders Project Performance day1 
フリースペースほ
か 

48 人 

9月19日 Instrument Builders Project Performance day2 
フリースペースほ
か 

60 人 

9月26日～30日 Gerwyn Davies OPEN STUDIO 制作室1 80 人 

9月28日 Marios Joannou Eliaアーティスト・トーク 大広間 34 人 

9月29日 Gerwyn Davies OPEN STUDIO / Artist Talk 制作室1 15 人 

10月9日 Manuel Infanteワークショップ 制作室5 11 人 

10月11日 Manuel Infanteワークショップ 制作室5 9 人 

10月13日 Manuel Infanteワークショップ 制作室5 8 人 

10月28日 Manuel Infanteショーイング フリースペース 55 人 

11月11日,18日, 
25日,12月1日, 
2日 

王子月ワークショップ 制作室7 10 人 

12月9日～12日 王子月オープンスタジオ 制作室7 42 人 

1月19日 エクスチェンジレジデンス報告会（ヴィジュアルアーツ） 
ミーティングルー
ム2 

17 人 

3月10日 エクスチェンジレジデンス報告会（パフォーミングアーツ） 
ミーティングルー
ム2 

8 人 

 

（２）レザルティスミーティング 2019 京都 

世界最大のアーティスト・イン・レジデンスのネットワーク組織である Res Artis（レ

ザルティス）財団、文化庁との共同主催で例会を開催し、アーティスト・イン・レジデン

スの発展等について議論を行いました。 

開催日 内容 会場 人数 

2月6日 
～8日 

テーマ：「創造的遭遇－アーティスト・イン・レジデン 
スの再想像」 

 
【6日：1日目】AIRの進化 
・基調講演「変転する国際情勢とＡＩＲの役割」 

講師：近藤誠一 
・パネルディスカッション「AIRの変化のために」「地域 

活性とAIR」ほか 
 

【7日：2日目】AIRの新類型 
・プレゼンテーションやワークショップ、茶会「おも茶会」 

体験など 
 

【8日：3日目】未来に向けて 
・市立芸術大学作品展ツアーやAIR施設・アーティストス 

タジオ・アート施設訪問 

京都芸術
センター
ほか 

30 の国と地域

から 194 人 



 

 

 

 

（３）AIR Alliance Platform 

京都の他のレジデンス施設・団体と協働し、京都全体で行うレジデンスプログラムを

ANEWAL GALLERY と連携し実施しました。 

 
また、京都市外のレジデンス施設による活動紹介を行いました。 

開催日 内容 会場 人数 

4月13日 活動報告#1 Ceative Residency in Arita 和室「明倫」 20 人 

 
 

（４）その他 

2019 年に開催される事業の準備を関係機関と連携し行いました。 

○日本ポーランド国交樹立 100 周年記念 ポーランド芸術祭 2019 in Japan  

「セレブレーション－日本ポーランド現代美術展－」 

（関係機関：アダム・ミツキェヴィチ・インスティチュート） 

開催日 内容 会場 人数 

11月4日 
＃０ ウーカシュ・スロヴィエツによる怠惰を探るワーク
ショップ 

講堂 10 人 

11月22日 ＃１”Hiroshima/Love” project ギャラリー南 18 人 

11月28日 
＃２ エヴァ・チャプリンスカ 「1918年以降のポーランド
前衛演劇」 

和室「明倫」 7 人 

 

２ 市民及び芸術家相互の交流事業  

（１）みみききプログラム 

音色に耳を傾ける企画「みみきき（耳利き）プログラム」として、素謡の会、明倫レ 

コード倶楽部、Kyo×Kyo×Todayを再構成したシリーズとしました。 

 

ア 素謡の会「うたいろあはせ」 

   能楽に気軽に触れてもらうために、素謡の上演、曲の解説を行うと共に他分野、他流 

儀の方をゲストに招き、謡の可能性に迫りました。 

開催日 内容 会場 人数 

5月13日 

演目：「杜若」  
出演：吉浪壽晃、田茂井廣道、樹下千慧 
ゲスト：三木学（色彩研究者） 

大広間 82人 

9月15日 

関連企画「謡曲ひとめぐり」 
演目：「仏原」 
出演：河村晴道、味方玄、田茂井廣道、曽和鼓堂 

長講堂 

（下京区富小

路六条） 

25人 

12月18日 

演目：観世流「経正」、金春流「花月」  
出演：（観世流）林宗一郎、田茂井廣道 

（金春流）高橋忍、山井綱雄 
大鼓：白坂信行 

大広間 63人 

3月28日 

演目：素謡「車僧」、地点「だれか、来る」  
出演：浦田保親、大江信行、田茂井廣道、深野貴彦、

三浦基ほか 
ゲスト：劇団「地点」 

大広間 124人 

 

開催期間  対象プログラム  アーティスト名  関係施設・団体名  

8月～10月 
Kyoto AIR Alliance Platform + 
Australia  Council for the Arts 

Gerwyn Davies／佃七

緒 
ANEWAL GALLERY 



 

 

 

 

イ 明倫レコード倶楽部 

開催日等 内容 会場 人数 

4月21日 [其ノ65]喜の会 SP・LPレコードを使用するレコ

ード音楽鑑賞会 

「喜怒哀楽のレコードの旅」 

進行：いしいしんじ 

講堂 

45人 

9月 1日  [其ノ66]怒の会 56人 

12月1日  [其ノ67]哀の会 41人 

3月 2日  [其ノ68]楽の会 61人 

 

ウ Kyo×Kyo×Today   

開催日 内容 会場 人数 

2月1日 

京都市交響楽団とのコラボレーション企画vol.9「バ

ロック音楽へのいざない－後期バロック音楽の響き

を感じる夜」 

出演：中川佳子（フルート）、高山郁子（オーボエ）、

石丸美佳（コントラバス）、井幡万友美（チェンバロ） 

講堂 130人 

 

（２）明倫ワークショップ 

制作室使用者が市民との交流事業を行うワークショップを無料で実施しました（開催

回数：57回、参加者数：計427人） 

 

３ 地域・学術・産業との連携事業 

（１）ボランティア・スタッフ 

ボランティア・スタッフは、京都芸術センターの活動を様々なかたちで支えています。

また、ボランティア・スタッフによる有志の自主的活動である、京都芸術倶楽部や古典

芸能自主勉強会、茶の湯サロン「いっぷく」などを通じて、センターとボランティアの

方々との交流を深めました。 ※ 登録者数：443名（平成31年3月31日現在） 

 

（２）地域との連携事業                        

開催日 事業名 会場 人数 

6月29日,11月9日 
ペトロフピアノ・コンサート 

(主催)明倫ぺトロフの会、京都芸術センター 
講堂 284人 

11月10日,11日 明倫フェスタ (主催)明倫自治連合会 
講堂、大広間、

グラウンド 
293人 

 

４ ネットワーキング 

（１）京都文化芸術コア・ネットワークの運営 

京都を中心に文化芸術を支える専門的活動を行う者が、多種多様な情報を収集、編集、

発信するため、情報交流のプラットフォームとしての京都文化芸術ネットワークを運営

しました。 

開催日 内容 会場 人数 

6月22日 
Theatre E9 Kyoto オープンリサーチプロジェクト・シ

ンポジウム 第1回「表現者と劇場」 
大広間 38人 

6月30日, 

7月1日 

ワークショップ「英語を使って情報を発信するには、ど

うやったらいいんだろう？」  

（KYOTO EXPERIMENTアンバサダー） 

ミーティング

ルーム2 
18人 

9月22日 
Theatre E9 Kyoto オープンリサーチプロジェクト・シ

ンポジウム 第3回「政治・哲学・経済と劇場」 
講堂 42人 



 

 

 

 

11月4日 
フジタ・トリビュート・プロジェクト＠京都 

藤田嗣治を現代の視点から考える 
講堂 93人 

11月23日 

フォーラム「芸術と労働」―「芸術実践と人権-マイノ

リティ、公平性、合意について」第8回 

京都精華大学｜LGBTQをはじめとするマイノリティの社

会包摂を視野に入れたアートマネジメント・プロフェッ

ショナル育成プログラム 

フリースペー

ス 
35人 

3月23日 
映像歳時記 鳥居をくぐり抜けて風 (Passing through 

the Shrine’s Gate) 上映とトーク 
講堂 41人 

※その他、AGKサロンを毎月1回開催。 

 

（２） パートナーシップ／ネットワーク 

京都市内外の他機関との連携機能の強化や、幅広いネットワークを構築することを目指 

し、共同で事業を実施したほか、当協会職員(プログラムディレクター・アートコーディネ 

ーター等)は、他機関の外部委員等に従事しました。 

【共同事業】 

開催日 事業名 会場 団体名 

4月 12日 , 

11月30日～ 

12月8日 

第3回京都学生アートオークション 

レクチャー（4月12日） 

プレビュー展示（11月30日～12月27日） 

オークション（12月8日） 

フリースペ

ースほか 京都学生アートオークショ

ン実行委員会 

10月 11日 , 

11月 29日  
連続講座「共生社会実現のためのアーツ

マネジメント入門」 

ミーティン

グルーム2 

京都市（企画制作：東山 ア

ーティスツ・プレイスメン

ト・サービス（HAPS）） 

3月20日  
HAPS 遠藤水城トーク「芸術の時間と闘

争の持続」 

ミーティン

グルーム2 

東山 アーティスツ・プレイ

スメント・サービス（HAPS） 

 

 

【他機関外部委員等への協会職員の就任】 

従事事業／団体 ポスト 従事者 

国際日本文化研究センター 共同研究員 山本麻友美 

HAPS 東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス 実行委員 勝冶真美 

龍谷大学 国際学部 非常勤講師 小島寛大 

浜松市鴨江アートセンター外部評価委員会 外部評価委員 山本麻友美 

全国ボランティアコーディネーター研究集会 2019 実行委員会／

NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会 

実行委員 竹内香織 

奈良県国際芸術家村におけるＡＩＲ研究会／奈良県 研究会委員 山本麻友美 

ADAM2018(Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary 

Performance） 

プレゼンター 山本麻友美 

創造的なダンスを用いた児童青少年の自己肯定感向上プロジェクト

推進会／NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク（JCDN） 

会議出席委員 竹内香織 

東アジア文化都市 2019 豊島開幕式典及び平成 30 年度東アジア文化都

市【豊島区】中韓交流事業企画運営業務企画選定委員会／文化庁 

企画運営業務企

画選定委員 

山本麻友美 



 

 

 

 

東アジア文化都市タイアップ事業「kokoka オープンデイ 2018・京都

市平和祈念事業」／京都市 

モデレーター 山本麻友美 

Think School 2018 /一般社団法人 PROJECTA 講座講師 山本麻友美 

関西学院大学 総合コース 非常勤講師 山本麻友美 

釜山国際セミナー パネラー 山本麻友美 

2019 年度ロームシアター京都 広報印刷物デザイン業務 受託候補者選

定プロポーザル審査会／公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団  

審査委員 山本麻友美 

京都精華大学大学院芸術研究科・デザイン研究科修了発表会 コメンテーター 平野春菜 

Gallery Parc コンペティション 審査員 勝冶真美 

天理アーティスト･イン･レジデンス事業関連トークイベント シン

ポジウム「アーティスト･イン･レジデンスの可能性をさぐる」／天

理市 

トークゲスト 山本麻友美 

全国ボランティアコーディネーター研究集会 2019 分科会・事例報告

／NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会 

事例報告者 谷竜一 

2019 年度 芸術家・文化人等による日本文化発信・相互交流事業企

画選定委員会／文化庁 

企画選定委員 山本麻友美 

AAF 戯曲賞受賞作家座談会受賞戯曲を読もう・話そう／愛知県  ゲスト出演 谷竜一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 公益財団法人京都市芸術文化協会 

庶務の概要 

１ 役員等に関する事項                        （平成31年3月31日現在） 

役職名 氏名 就任年月日 備考 

評議員 伊勢 信子 27.6.23 第3部門（造形）から選出された会員 

〃 衛藤 照夫 〃 第3部門（造形）から選出された会員 

〃 大木 冨志 〃 第2部門（舞台）から選出された会員 

〃 小久見豊子 〃 第2部門（舞台）から選出された会員 

〃 音羽菊寿寿 〃 第2部門（舞台）から選出された会員 

〃 北村 信幸 30.6.22 京都市文化担当局長 

〃 白石真古人 27.6.23 株式会社京都新聞COM営業局長 

〃 関根 秀治 〃 第4･5部門（茶道･芸術企画）から選出された会員 

〃 田波 宏視 30.6.22 NHK京都放送局長 

〃 中村 展山 27.6.23 第3部門（造形）から選出された会員 

〃 名古きよえ 〃 第1部門（文芸）から選出された会員 

〃 納屋 嘉人 29.6.29 京都商工会議所 文化・情報部会長 

〃 福田 和弘 28.6.29 国際交流基金京都支部長 

〃 柳原 正樹 27.6.23 京都国立近代美術館長 

〃 鷲田 清一 〃 京都市立芸術大学長 

理事長 近藤 誠一 29.6.29 近藤文化・外交研究所代表、元文化庁長官（京都市が選定する学識経験者） 

副理事長 大津 光章 〃 第3部門（造形）から選出された会員 

専務理事 中谷 香 〃 京都市が選定する行政経験者 

業務執行理事 建畠 晢 〃 美術評論家、詩人、前京都市立芸術大学長（京都市が選定する学識経験者） 

理事 石原 完二 〃 第2部門（舞台）から選出された会員 

〃 石原さつき 〃 第2部門（舞台）から選出された会員 

〃 尾崎 学 30.6.22 京都市文化市民局文化芸術都市推進室長 

〃 白井 進 29.6.29 第3部門（造形）から選出された会員 

〃 菱井喜美子 〃 第2部門（舞台）から選出された会員 

〃 廣 青隴 〃 第1部門（文芸）から選出された会員 

〃 藤井宏一郎 〃 公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団専務理事 

〃 細尾 真生 〃 一般社団法人京都経済同友会理事 

〃 松尾 惠 〃 第4･5部門（茶道･芸術企画）から選出された会員 

〃 村山 明 〃 第3部門（造形）から選出された会員 

監 事 中路 健一 27.6.23 公認会計士 

〃 金田ひろ野 30.6．22 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課事業推進担当課長  



 

 

 

 

２ 会議に関する事項  

（１）評議員会・理事会 

開催年月日・会場 議 事 事 項 会議の結果 

第1回理事会（書面表決） 

平成30年4月1日(日) 

・重要な使用人の選任及び解任について 原案どおり可決 

第2回理事会 

平成30年6月7日(木) 

京都芸術センター 

ミーティングルーム2 

・平成29年度事業実績報告 

・平成29年度決算 

・平成30年度第1回評議員会の日時及び場所並びに議事に 

付すべき事項 

・公益財団法人京都市芸術文化協会給与規程の改正 

・平成30年度京都市芸術文化協会賞及び新人賞受賞者の決定 

・新規会員の入会 

原案どおり可決 

〃 

〃 

 

〃 

4 人決定 

原案どおり可決 

第1回評議員会 

平成30年6月22日(金) 

京都芸術センター 

ミーティングルーム2 

・平成29年度事業実績報告 

・平成29年度決算 

・評議員の選任 

・理事の選任 

・監事の選任 

原案どおり可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

第3回理事会 

平成31年3月22日(金) 

ミーティングルーム2 

・平成30年度補正予算 

・2019年度事業計画 

・2019年度予算 

・公益財団法人京都市芸術文化協会職員就業規程の改正 

・京都芸術センター事業運営に係る募金目論見書 

・芸術文化会議委員の選任 

・新規会員の入会 

原案どおり可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

（２）芸術文化会議 

開催年月日   会場 

平成30年5月31日（木） 京都芸術センター ミーティングルーム2 

平成 30年 12月 21日（金） 京都芸術センター ミーティングルーム 2 

平成 31 年 3 月 7 日（木） 京都芸術センター 講堂 

（３）企画・交流委員会 

開催年月日   会場 

平成30年5月25日（金） 京都芸術センター ミーティングルーム2 

平成 30 年 11 月 8 日（木） 京都芸術センター ミーティングルーム 2 

平成 31 年 2 月 28 日（木） 京都芸術センター ミーティングルーム１ 

（４）調査・編集委員会 

開催年月日   会場 

平成30年5月31日（木） 京都芸術センター ミーティングルーム2 

平成 30年 10月 17日（水） 京都芸術センター ミーティングルーム 2 

平成 31 年 3 月 24 日（日） 京都芸術センター ミーティングルーム 2 

 


