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 公益財団法人京都市芸術文化協会 

平成２９年度 事業実績報告 

 

Ⅰ 自主事業 
 

当該事業は、会員が企画･運営する当協会の基幹的な事業であり、この事業を通じて、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134号（秋号）及び135号（春号）、各1,500部、カラー表紙、Ａ5判、32頁) 

   「世界文化自由都市宣言」を軸に、134号・135号を通して、「文化」「都市」をテーマとする特

集記事を掲載しました。 

   また、対談を京都芸術センター内で実施し、対談内容を掲載しました。 
 

対談事業（機関誌『藝文京』に対談内容を掲載）（新規） 

開催日 内容･出演等 会場 人数 

7月21日 

（134号掲載） 
京の暮らし ～内と外～  
対 談：井上章一（建築史家、風俗史研究者、国際日本文化研究センター教授） 

杉本節子（料理研究家、（公財）奈良屋記念杉本家保存会事務局長） 
聞き手：辻喜代治（フリーランスキュレーター） 

和室「明倫」 

（非公開） 
― 

2月18日 

（135号掲載） 
都市と百貨店 ～生活のデザインと文化 百貨店は生活の博覧会場だ！！～  
対 談：井口昌也（（株）大丸松坂屋百貨店） 
    米田庄太郎（（株）高島屋） 
聞き手：辻喜代治（フリーランスキュレーター） 

講堂 

（公開） 
108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。（会員催事情報掲載件数：87件、ホームページアクセス件数：11,545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 

1月28日 
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団体 
料金：1,000円 

京都コンサートホール 
大ホール 

1,808人 

 

（２）「京の文化絵巻2017」舞台事業（新規）                        

開催日 内容･出演等 会場 人数 

8月12日 

京の文化絵巻2017～文学吟詠舞劇と邦楽の飛翔～  
題目：文学吟詠舞劇「智恵子抄断章～千鳥と遊ぶ智恵子～」 
出演：廣青隴、藤蔭静樹、藤蔭静亜樹 他  
題目：－古典芸能十八番中の十八番 道成寺もの－より「古道成寺」 
出演：大木冨志 他  
料金：1,000円 

講堂 178人 

（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(64件)や共催(1件)を行いました。 



 

 

- 2 - 

 

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                          （参加者数：143人） 

開催日 事業名称 講師等 会場 人数 
7月23,29,30, 
8月5,6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 20人 

7月29,30, 
8月5,6日 

夏休み 
邦舞体験教室 篠塚瑞穂、篠塚梅晃、篠塚梅峯、篠塚瑞桜 フリースペース 19人 

7月25,26,27, 
8月1,2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 74人 

1月5,6日 
冬休み 

芸術体験教室 

楽しくとって、よく見て考えて、話し
てみる！ 写真の教室 
（写真）小林達也、木村充宏 

フリースペース 30人 

＜成果発表＞                              （参加者数：340人） 

開催日 事業名 会場 人数 

8月3日 夏休み能楽体験教室 発表会 大江能楽堂 209人 

8月11日 夏休み邦楽･邦舞体験教室 合同発表会 講堂 131人 

1月13～31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（新規）                     （参加者数：28人） 

開催日 内容、講師等 会場 人数 

3月3日 
日本画 絵具であそぶ 
講師：村居正之 ／ 料金：1,000円 ミーティングルーム2 11人 

3月4,10,18,21日 
連句 言葉を連ねる、想いを連ねる 
講師：京都府連句協会 ／ 料金：無料 ミーティングルーム2 17人 

 

４ 芸術家等の育成及び顕彰 

（１）芸術家等の育成                        （参加者数：3,831人） 

開催日 事業名称 内容･出演等 会場 人数 

6月3～4日 
京都いけばなプレ 
ゼンテーション2017 

<自然と造形〉 

華道分野会員によるいけばな展示と体
験教室、アーティスト・トーク（※） 

講堂、大広間ほか 1,682人 

1月13日 

～2月12日 
第4回 藝文京展 

テーマを「フォームとフィギュア」
と設定し、立体造形を扱う芸術全
般の作品を全国から募集。審査委
員会で選抜した23点を展示 

ギャラリー北・南 2,149人 

※「東アジア文化都市2017京都」の特別企画として、市民や中韓の留学生を対象とした体験プログラムや、
中国・長沙市、韓国・大邱広域市の季節の花を使用した作品も発表。 
 

（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29年度は、石原完二（洋舞）、白井進（書道）、衛藤照夫（建築）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29年度は、ことりみゆき（工芸）1名を表彰しました。 
  

５ 総会･懇親会 

平成 29 年 7 月 5 日（水）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 125 人） 
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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「京都文化芸術都市創生計画」や「京都文化芸術プログラ

ム2020⁺」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：1,523人） 

開催回 
開催日 

演目･出演等 会場 人数 

第246回 

6月9日 

演目：昆布売、蛸、左近三郎、狐塚/出演：茂山七五三、茂山

あきら、茂山千三郎、茂山千五郎他 

京都観世会館 

390人 

第247回 

8月6日 

演目：蝸牛、棒縛、竹生島詣、鶏聟/出演：茂山千作、茂山七

五三、茂山あきら、茂山千五郎他 
374人 

第248回 

12月8日 

演目：延命袋、文荷、呂蓮、室町歌謡組曲/出演：茂山千作、

茂山あきら、茂山千三郎、茂山千五郎、茂山忠三郎他 
437人 

第249回 

3月2日 

演目：松楪、鐘の音、箕被、重喜/出演：茂山千作、茂山七五

三、茂山千三郎、茂山千五郎、茂山宗彦、茂山茂、茂山童司他 
322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247回のみ高校生以下500円  

 

２ 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29年度は、伝統芸能、伝統文化の分野を中心に40箇所で実施しました。 

実施実績（40箇所、69回、合計2,844人） 

実施日 分野 講師 
実施校 

（行政区） 
対象 

人数
(人) 

6月5日 狂言 
松本 薫・鈴木 実・山下 守之 
（茂山狂言会） 

仁和小 
（上京） 

小学6年生 57 

6月15日 
邦楽 

（箏） 
大木 冨志・丸毛 順子・西澤 美樹・深井 游山 
（（一社）京都當道会 他） 

安朱小 
（山科） 

小学6年生 33 

6月16日 
邦楽 

（箏） 
大木 冨志・丸毛 順子・西澤 美樹・小山 菁山 
（（一社）京都當道会 他） 

竹の里小
（西京） 小学6年生 21 

6月23日 邦舞 
坂東 温子・坂東 沙美恵・坂東 龍延 
（坂東流「温美会」） 

朱雀第三小
（中京） 小学6年生 49 

6月28日 落語 
桂 花團治 
（（公社）上方落語協会） 

百々小 
（山科） 

小学5年生 126 

6月30日 狂言 
茂山 千五郎・島田 洋海・井口 竜也 
（茂山狂言会） 

嵐山東小
（西京） 小学5年生 61 

7月10日 
演劇 

（身体表現） 

高杉 征司・野村 明里 
（京都舞台芸術協会） 

大宅中 
（山科） 中学3年生 115 

7月20日 落語 
桂 二乗・桂 二葉・岡野 鏡 
（（公社）上方落語協会） 

樫原小 
（西京） 

小学6年生 135 

8月29日 
演劇 

（テクニカル） 

北方 こだち・中谷 和代・渡邉 裕史 
（京都舞台芸術協会） 

高雄中 
（右京） 

中学 
1～3年生 

41 

9月4日 
能楽 

（ワキ方） 
原 大・岡 充・宇髙 徳成 
（（公社）能楽協会京都支部） 

鳳徳小 
（北） 小学6年生 58 

9月13日 陶芸 
谷口 良孝  
（清水焼団地協同組合） 

第三錦林小
（左京） 

小学6年生 39 
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9月15日 華道 
花崎 陽文 他 
（京都いけばな協会） 

桂小 
（西京） 小学6年生 51 

9月19日 
ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ

ﾀﾞﾝｽ 
砂連尾 理 他 
（京都市芸術文化特別奨励者） 

西総合支援 
 学校（西京） 

小学部 
3～4年生 

23 

10月2日 香道 
山田 洋平 他 
（山田松香木店） 

南太秦小
（右京） 小学6年生 36 

10月5日 
能楽 

（シテ方） 
田茂井 廣道・宮本 茂樹・鷲尾 世志子 
（（公社）能楽協会京都支部） 

藤ノ森小
（伏見） 小学6年生 93 

10月6日 狂言 
茂山 千五郎・島田 洋海・井口 竜也 
（茂山狂言会） 

唐橋小 
（南） 

小学6年生 76 

10月12日 
洋舞 

（バレエ） 
原 美香 他 
（原美香ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ） 

西福寺幼
（伏見） 5歳児 46 

10月16日 
洋舞（ﾓﾀﾞﾝ

ﾀﾞﾝｽ） 
石原 完二 他 
（石原完二ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴ･ｽﾀｼﾞｵ） 

元町小 
（北） 

小学 
1～6年生 

105 

10月19日 邦舞 
音羽 菊寿寿 他 
（音羽流滋賀邦舞研究会） 

太秦小 
（右京） 

小学6年生 146 

10月24日 
能楽 

（囃子方） 
左鴻 泰弘・林 大輝・渡部 諭・井上 敬介 
（（公社）能楽協会京都支部） 

新林小 
（西京） 小学6年生 58 

10月25日 華道 
笹岡 隆甫 他 
（京都いけばな協会） 

風の子保育園
（左京） 5歳児 16 

11月2日 狂言 
茂山 忠三郎・山口 耕道・岡村 宏懇・山本 善之 
（茂山忠三郎家） 

周山中 
（右京） 

中学 
1～3年生 

114 

11月6日 
茶道 

（煎茶） 
野口 久楽 他 
（小川流 煎茶 三清会） 

池田小 
（伏見） 小学5年生 54 

11月7日 声楽 
上野 洋子 他 
（真声会） 

楽只小 
（北） 

小学 
4～6年生 

24 

11月8日 
邦楽 

（常磐津） 
常磐津 都㐂蔵・常磐津 都史 
（関西常磐津協会） 

花園小 
（右京） 

小学6年生 38 

11月10日 
能楽 

（シテ方） 
片山 伸吾・深野 貴彦・大江 広祐 
（（公社）能楽協会京都支部） 

翔鸞小 
（上京） 小学6年生 47 

11月17日 
邦楽 

（長唄） 
杵屋 浩基・杵屋 勝進良 
（杵勝会） 

新町小 
（上京） 小学6年生 80 

11月20日 
能楽 

（囃子方） 
森田 保美・林 大和・井林 久登・井上 敬介 
（（公社）能楽協会京都支部） 

大原野小
（西京） 

小学6年生 33 

11月20日 短歌 
江坂 美知子、八田 暁子、畑谷隆子 
（京都歌人協会） 

石田小 
（伏見） 

小学 
5～6年生 

48 

11月21日 
茶道 

（抹茶） 
米澤 宗昭 他 
（裏千家） 

梅津北小
（右京） 小学5年生 57 

11月27日 現代美術 
人長 果月 他 
（京都市芸術新人賞 受賞者） 

静原小 
（左京） 

小学 
2～6年生 

19 

11月28日 華道 
中村 展山 他 
（京都いけばな協会） 

川岡東小
（西京） 小学6年生 74 

12月1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） 

醍醐西小
（伏見） 小学6年生 38 

12月12日 
能楽 

（囃子方） 
杉信太朗・林大輝・谷口正壽・前川光範 
（（公社）能楽協会京都支部） 

竹田小 
（伏見） 

小学6年生 62 

12月13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） 

神川保育園
（伏見） 4･5歳児 97 

12月20日 
邦楽 

（長唄） 
杵屋 浩基・杵屋 寿哉 
（杵勝会） 

南大内小
（南） 

小学 
5～6年生 

53 

1月17日 書 
白井 進 
（（公財）京都市芸術文化協会 書道分野会員） 

大宮小 
（北） 

小学6年生 140 

1月18日 
茶道 

（抹茶） 
米澤 宗昭 他 
（裏千家） 

鏡山小 
（山科） 小学6年生 84 

1月25日 現代美術 
ベリー マキコ 他 
（藝文京展 入賞者） 

改進保育所
（伏見） 5歳児 37 

3月7日 落語 
桂 よね吉・桂 二乗・桂 二葉・豊田 公美子 他 
（（公社）上方落語協会） 

樫原中 
（西京） 

中学 
1～2年生 

360 

＊ゴシックは芸術文化協会会員 
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（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場所（能楽堂や歌舞練場等）において、伝

統芸能を鑑賞する事業を実施しました。(午前と午後の2回公演) 

開催日 
分野 

演目及び出演 
会場 鑑賞人数 

1 月 23 日 

能「船弁慶」（午前：金剛流、午後：観世流） 
狂言「柿山伏」（午前：茂山忠三郎家、午後：茂山狂言会） 
 能楽協会京都支部 
 
常磐津舞踊「菊の栄」 
邦舞（午前：藤蔭静樹社中、午後：猿若英晃社中） 
邦楽（午前・午後とも常磐津都㐂蔵連中） 

金剛能楽
堂 

849 人 

＊ゴシックは芸術文化協会会員 

                                     （合計 849 人） 

＜参加校及び人数内訳＞                           午前の部：412 人 

参加校 行政区 学年 人数 

七条 下京 2 年 134 人 

大宅 山科 1 年 91 人 

西賀茂 北 1 年、育成学級 187 人 

 

午後の部：362 人 

参加校等 行政区 学年 人数 
双ヶ丘 右京 1 年、育成学級 147 人 
下京 下京 1 年、育成学級 178 人 
洛風 中京 1 年、2 年 10 人 
京都インターナショナルスクール 上京 7 年、8 年（中学 1,2 年相当） 8 人 
京都国際フランス学園 下京 3 年、4 年（中学 2,3 年相当） 19 人 

  

（参考） 午前の部・午後の部：引率教職員 63 人、視察 12 人 

 

（３）アーティスト・イン・レジデンス連携拠点事業 

   京都市からの受託事業として、京都市内及び国内外のアーティスト・イン・レジデンスとのネ

ットワーク構築のための事業を実施し、ラウンドテーブルを開催しました。また、日独仏3ヶ国の

建築家によるプロジェクトを開催しました。 

 

ア アーティスト・イン・レジデンス ラウンドテーブル                 

開催日 内容 テーマ 会場 人数 

2月21日 

「アートを支える現場 －アーティスト・イ

ン・レジデンスを中心に－」 

 近年，多層的な広がりを見せているアーテ

ィスト・イン・レジデンス（以下「AIR」とい

う。）について，実際にAIRの現場に関わり，

国内外でアクティブに活動するスピーカーを

招き，６つの異なるテーマを設けたラウンド

テーブル（分科会）を実施。お互いの想いや

知識，AIRを取り巻く課題等の共有や，その解

決策について議論した。 

１ 「セルフビルドの場づくり」 

２ 「学術×アート，産業×アート」 

３ 「アーティストとAIRプログラム

のマッチング」 

４ 「心魅かれるレジデンス環境とは？

－アーティストの視点から－」 

５ 「国際アートプロジェクトを企画する」 

６ 「アジアのオルタナティブ」 

フリース

ペース 
98人 

 ※上記のほか、懇親会（参加者57人）、KYOTO ART TOUR（参加者22人）を実施 
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イ 建築Symposion ―日独仏の若手建築家による―  

  日本、ドイツ、フランスの建築家と共同で、東アジア文化都市2017京都の開催時期に併せて、

グラウンドに「かげろう集落〜日独仏の建築家が提案する小さな公共空間群」をテーマに仮設の

建築物を創出しました。 

開催日 内容 会場 人数 

8月26日 

～9月3日 

ドットアーキテクツ：「町家の滑り屋根」「散水塔」、加藤比

呂史：「人々をこの場所を織りこむ、落書き」、島田陽：「屋

根すべり廊下で昼寝」、スヴェン・プファイファー：「危ない

遊び場」、ルードヴィヒ・ハイムバッハ：「形のない悦楽のフ

ロート」、セバスチャン・マルティネス・バラ／バンジャマ

ン・ラフォール：「フォリー、ウェルカミング・ルーフ」 

グラウンド 3,413人 

主催： 京都市、京都芸術センター、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川、アンスティチュ・

フランセ関西、ヴィラ九条山 

協力：明倫自治連合会、株式会社平沼孝啓建築研究所、ベタンクール・シューラー財団 

監修：五十嵐太郎 

 

【関連企画】                                 （参加者数：365 人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

6月23日 キックオフシンポジウム 講堂 152人 

8月26日 トークイベント ゲスト：高橋悟 グラウンド 39人 

8月27日 オープニング・パーティー グラウンド 139人 

8月28日 トークイベント グラウンド 35人 

 

３ 東アジア文化都市 2017 京都 

（１）フェルトシュテルケ・インターナショナル －東アジア文化都市 2017－   

東アジア文化都市 2017に併せ、中国・長沙市、韓国・大邱広域市の教育機関・施設と連携し、学生や

若手アーティストを対象とした滞在型の共同制作プロジェクトを実施しました。 

プログラム 日程 会場 ゲスト 

長沙市編 6 月 17 日～22 日 湖南大学（湖南省長沙市）等 長坂有希 

大邱広域市編 6 月 23 日～27 日 テグ・アートファクトリー（大邱広域市）等 東方悠平 

京都市編 7 月 2 日～9 日 京都芸術センター等 タオ・フイ、橋爪皓佐、吉岡恵美子 

参加人数：15 名（日中韓各国 5 名ずつ選抜された若手アーティスト・クリエイター） 

主  催：東アジア文化都市2017京都実行委員会、京都市、文化庁 

 企画制作：京都芸術センター 

 

  京都市編：概要（移動日等除く） 

日時 内容 場所 入場者数 

7 月 3 日 京都ツアーⅠ 
京都生活工藝館・無名舎～柳原銀行記念資料館～
KYOTO ART HOSTEL Kumagusuku 

― 

7 月 4 日 京都ツアーⅡ 
京都市長表敬訪問～手織ミュージアム 織成舘～
京町家加藤家～瑞雲庵～祇園祭船鉾保存会 

― 

7 月 5 日 グループ編成＋リサーチ 京都芸術センター 大広間、京都市内 ― 

7 月 6 日 中間プレゼンテーション 京都芸術センター 大広間 ― 

7 月 7 日 グループリサーチ 京都市内 ― 

7 月 8 日 パブリックプレゼンテーション 京都芸術センター 講堂 67人 
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（２）京都の文化力事業 

東アジア文化都市 2017「京都の文化力事業」として、市民や観光客がより身近に京都の伝統文

化や伝統芸能に触れ、その魅力を再発見する機会となるよう、いけばなの展覧会と邦楽の演奏会、

それぞれ体験講座を実施しました。                  （参加者数：1,790 人） 

開催日 事業名称 内容･出演等 会場 人数 

6月3日 

～4日 

京都いけばなプレ 

ゼンテーション2017 

＜自然と造形＞（再

掲） 

華道分野会員によるいけばな展

示と体験教室、アーティスト・ト

ーク（※） (再掲） 

京都芸術センター 

講堂、大広間ほか 
1,682人 

9月8日 

日本の音入門 

邦楽分野会員による体験プログ
ラム 京都芸術センター 

フリースペース 

38人 

9月17日 
邦楽分野会員による参加型公演プ
ログラム 

70人 

※「東アジア文化都市 2017 京都」の特別企画として、市民や中韓の留学生を対象とした体験プログラムや、中国・

長沙市、韓国・大邱広域市の季節の花を使用した作品も発表。 

 

（３）東アジア文化都市 2017 開閉幕式典  

 東アジア文化都市 2017 の中国・長沙市、韓国・大邱広域市における開幕および閉幕式典にて、京都

のアーティストの作品を披露しました。アーティストのコーディネートを京都芸術センターが担いま

した。 

プログラム 開催日 会場 内 容 

長沙市 

開幕式典 
4 月 19 日 長沙市人民大会堂 

「祇園小唄」富久春、雛祐（祇園東） 

「翼にのって」横山佳世子 ＊日中韓合同箏演奏もあり 

「Kaguya」中西浄華、中西優華（華～puspa～） 

大邱広域市

開幕式典 
5 月 8 日 大邱オペラハウス 

「祇園小唄」市こま、梅叶菜（上七軒） 

「寝音曲」茂山七五三、山下守之 

「回 KAI」藤井 b 泉 映像：宮永亮 

大邱広域市

閉幕式典 
12 月 2 日 啓明アートセンター 

「柿山伏」茂山逸平、島田洋海 

「枯野砧」林美音子、福田輝久、藤井真 

「物語る機能Ⅲ―告白」中村圭介、田中遊 作曲：増田真結 

＊日中韓演奏あり、尺八入り 

長沙市 

閉幕式典 
12 月 21 日 

長沙梅渓湖国際 

文化芸術センター 

「柿山伏」茂山忠三郎、山本善之 

「藤娘」花柳双子 

「石橋」中村かなめ、中村扇十郎 

日中韓のうた：北村敏則 

主  催：東アジア文化都市 2017 京都実行委員会、京都市、文化庁 

企画制作：京都芸術センター 

 

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 

芸術家の資金面の負担を軽減することにより、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。

当協会は、融資に係る事務を受託しました。 

 (延べ17団体・個人1人に対し合計37,396千円を融資) 

 
 
 



 

 

- 8 - 

 

（２）京都市芸術文化特別奨励制度 募集受付業務 

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。当協会では、募集等に関する事

務を受託しました。 

募集期間 応募件数 奨励者 

5月1日～7月31日 62件 久保ガエタン（現代美術）、hyslom（現代美術、パフォーマンスアート） 

 

（３）文化芸術顕彰制度 表彰業務 

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人を文化功労者に、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。 

 当協会では、表彰に関する事務を受託しました。 

顕彰種別 受賞者 

文化功労者 
生田丹代子（ガラス）、北野治男（日本画）、久保田繁雄（ファイバーアート）、 
河野文昭（音楽[洋楽]）、香山壽夫（建築）、永井規男（学術〔建築史〕）、吉川 蕉仙（書） 

芸術新人賞 
あごうさとし（演劇）、上田順平（陶芸）、笹岡由梨子（現代美術）、谷原菜摘子（洋画）、 
田村響（音楽［洋楽］）、三橋卓（日本画）、樂雅臣（彫刻） 

芸術振興賞 
有馬えり子（洋舞）、木村英輝（絵画）、竹宮惠子（漫画）、森悠子（音楽［洋楽］）、 
細見美術館（芸術振興） 

 

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11日 

～12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 222人 

 

（２）伝統芸能文化創生プロジェクト 能楽公演 

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、札幌市教育文化会館 40 周年を記念した

能楽公演を実施しました。 

開催日 演目 出演 会場 人数 

11月8日 金剛流能「松風 見留」 

豊嶋晃嗣、宇髙徳成、江崎欽次郎、

茂山茂、竹市学、成田達志、亀井

広忠、廣田幸稔、豊嶋幸洋、今井

克紀、今井清隆、種田道一、宇髙

竜成、山田伊純、惣明貞助 

札幌市教育文化

会館大ホール 
703人 

企画制作：伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス 

 

（３）札幌コミュニティダンスＷＳ発表公演 

札幌市教育文化会館主催のダンス事業の企画協力を行いました。平成 29 年度は 28 年度の成果を活か

し、新たに札幌オリンピックに係るリサーチも行い、砂連尾理の振付による新作公演を行いました。  

開催日 演目 出演等 会場 人数 

2月25日 
しっぷまいろー 

ＣＩＰＭＹＬＯ 

砂連尾理、櫻井ヒロ、河野千晶、

小山彰太、石田幹雄、横山祐太、

木木木人ほか 参加者17人 

札幌市教育文化会

館小ホール 
145人 
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（４）京都市自治記念式典オープニングセレモニー 

開催日 内容等 会場 

10月15日 

いけばなと邦楽の共演 

いけばな実演：京都未生流家元 松本司 

長    唄： 唄 （今藤政之祐、杵屋喜太郎） 

       三味線（杵屋浩基、杵屋寿哉） 

演 奏 曲：長唄「松の翁」 

ロームシアター京都 

メインホール 

 

（５）狂言を取り入れた消費者啓発事業 

   京都市及び京都府では，文化庁の移転の機運を踏まえ，文化の力で多種多様な事業を展開して

おり、府市協調の取組の一環として，京都の伝統的な文化芸術に触れていただきながら，消費者

問題への関心を高めてもらうことを目的として，「狂言」を採り入れた消費者啓発イベントを開催

しました。 

開催日 内容 出演等 会場 人数 

3月17日 

＜第一部＞ 

狂言／演目：トーク、口

真似、長光 

トーク：島田洋海／「口真似」茂山千三郎、

山下守之、松本薫／「長光」茂山童司、丸石

やすし、網谷正美 
金剛能楽堂 364人 

＜第二部＞ 

座談会／寸劇、対談 

茂山千三郎、京都市消費生活総合センター職

員、京都府消費生活安全センター職員 

司会：山﨑弥生 

   制作協力: 伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス 

 

（６）文化芸術で輝く社会づくりモデル事業「こどもプロジェクト」 

   文化芸術の力を活用し、社会的課題を抱えた方も含めた様々な人々の社会参加の機会を増やし、

その困難の緩和や解決につなげるための取組を京都市が実施しています。 

   そのうち、児童養護施設「和敬学園」に入所している子どもを対象に、音楽のワークショップ等を6

回実施し、最終回は学園内の卒業イベントに合わせて練習の成果を発表しました。  （参加者数：188人） 

開催日 内容 講師、登壇者 会場 人数 

12月3日 

12月22日 

1月31日 

2月21日 

3月13日 

3月16日 

ワークショップ 
講師：小久見佳代（フルート奏者）、福島あき（声

楽）、村山知美（ピアノ） 

児童養護施設

「和敬学園」 

20人 

20人 

20人 

15人 

13人 

50人 

計138人 

2月16日 成果発表会 

登壇者：あごうさとし（劇作家・演出家・（一社）

アーツシード京都代表理事）、遠藤水城（ＨＡＰＳ

実行委員長）、須川渡（大阪大学招聘研究員）、竹

内香（芸文協事業課長）、中川眞（大阪市立大学特

任教授）、山田創平（京都精華大学准教授） 

大広間 50人 
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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

ターの運営を行っており、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

管理運営を行っています。 

 

【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  

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：208人） 

開催日 内容 席主 会場 人数 

4月30日 「共通感覚論」：煎茶 
吉岡洋（京都大学こころの未来研究セン

ター特定教授）、末冨綾子（画家） 

ミーティン

グルーム2 
60人 

5月28日 
「将軍慶喜と外交官たちのデ
ザート」：珈琲とお菓子 

佐野真由子（国際日本文化研究センター

准教授） 
大広間 83人 

3月21日 
「赤いいろいろ」：お水と角砂

糖（お土産付き） 
国谷隆志（現代美術家） 大広間 65人 

※料金：1,000円 

【関連企画】                              （参加者数：321人） 

開催日 内容 登壇、ゲスト等 会場 人数 

4月20日

～29日 
「共通感覚論」末冨綾子公開制作 制作：末冨綾子 

ミーティン

グルーム2 

－ 

4月20日 「共通感覚論」トークイベント① 登壇：吉岡洋、末冨綾子 13人 

4月22日 「共通感覚論」トークイベント② 
ゲスト：吉川左紀子（認知心理学者、京都

大学こころの未来研究センター長） 
13人 

4月25日 「共通感覚論」トークイベント③ ゲスト：中原豊（中原中也記念館館長） 15人 

3月22日

～30日 

「赤いいろいろ」展覧会 

Something Red 

明倫茶会のしつらいを公開して行う

国谷隆志の作品展示 
大広間 280人 

 

（２）伝統芸能文化創生プロジェクト 

国内の貴重な伝統芸能・文化を発信し、将来に継承する拠点施設となる「国立京都伝統芸能文

化センター（仮称）」の誘致を目指すモデル事業として、「五感で感じる和の文化事業」では、流

派を超えて伝統芸能の持つ力を引き出す創作・公演や、国内外への発信・交流、一般市民への普

及等に取り組んできました。その成果を引継ぎ、平成29年度からは「伝統芸能文化創生プロジェ

クト」として、①伝統芸能に関する学術研究、②伝統芸能に関する創造・普及、③楽器・用具用

品に関する相談・支援、④ネットワーク・コーディネート、⑤全国発信・地域間交流、⑥海外発

信・国際交流の6つの機能を更に強化するための活動を実施しました。 

   

  （プロジェクト推進主体） 

「伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス」（ＴＡＲＯ）（京都市と京都芸術センターで構成） 
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 ア ネットワーク構築に向けたヒアリングとアーカイブ調査 

保存、継承、普及等に取り組む施設・機関とネットワークを形成するため現地を訪問し、伝統

芸能文化の創生のために連携して取り組むべき課題を明確にすることを試みました。また、学術

研究機関のアーカイブの方法とその内容を調査しました。 

場所 関係施設・機関（五十音順） 施設･機関数 

東京 

株式会社宮本卯之助商店、（公財）日本伝統文化振興財団、 
（公財）ポーラ伝統文化振興財団、 
国立能楽堂（（独法）日本芸術文化振興会）、伝統芸能道具ラボ、 
（独法）国立文化財機構東京文化財研究所無形文化遺産部、 
文化庁文化財部文化伝統文化課 

7箇所 

京都市、京都府 

京都市産業観光局伝統産業課、京都市文化市民局文化財保護課、 
京都市歴史資料館、京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター、 
京都伝統産業ふれあい館（（公財）京都伝統産業交流センター）、 
国際日本文化研究センター、（地独）京都市産業技術研究所、 
福知山伝統文化を守る会（ＮＰＯ法人丹波漆、福知山藍同好会（由良川藍）、 
丹波二俣紙保存会（丹波和紙））、文化庁地域文化創生本部 

11箇所 

その他 
（公財）鼓童文化財団、（公財）札幌市芸術文化財団、 
（独法）国立文化財機構アジア太平洋無形文化遺産研究センター 

3箇所 

 

イ 保存修復に関するリサーチ（先覚に聴く） 

アーカイブやデータとして残りにくい個人の経験・記憶に焦点を当てたインタビューを実施し

ました。 

実施日 内容 会場 人 数 

3月10日 

各時代の染織品及び石垣をどのように現代に復元させているか等に

ついてのトーク。 

ゲスト：梶谷宣子（染織修復家/メトロポリタン美術館終身名誉館員）、

栗田純司（穴太衆積み石匠/栗田建設取締役会長） 

進行：小林昌廣（情報科学芸術大学大学院大学教授） 

フリースペース 63人 

※参加費：1,000円 

 

  ウ 古典芸能に新たな光をあてたシンポジウム（落語 The シンポジウム） 

   古典芸能の分野外から研究者・識者を招き、現代における継承・創造の可能性を探りました。 

実施日 内容 会場 人 数 

2月3日 

講師：藤山直樹（上智大学総合人間科学部心理学科教授／精神分析家） 

大田純寛（ＮＨＫ「超入門！落語 The MOVIE」エグゼクティブプロデューサー） 

進行：小林昌廣（情報科学芸術大学大学院大学教授） 

大広間 102人 

 

エ 古典芸能の創生のための総合イベント（三味線三昧） 

   三味線に関して、道具・楽器製作から音楽の種類まで総合的に市民の皆様に紹介しました。道

具・楽器製作者が原糸製造、糸制作、棹製作修理の解説・実演を行った後で、長唄三味線、柳川三味

線、新内節三味線、義太夫三味線、津軽三味線といったそれぞれの音楽の種類について、演奏者が実

演を交えながら紹介しました。 

実施日 内容 会場 人 数 

2月4日 

＜第一部＞道具製作の紹介 

 原糸製造：佃三恵子、糸制作：小篠敏之、棹製作修理：今井伸治 
 
＜第二部＞演奏＆トーク 

 長唄三味線：杵屋勝七郎、柳川三味線：林美音子、 

新内節三味線：新内枝幸太夫、義太夫三味線：鶴澤清志郎、 

津軽三味線  柴田雅人 

司会：久保田敏子 

講堂 246人 
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オ 市民向け講座（講座シリーズ） 

伝統芸能に対する市民の関心を高めるため、専門家を講師に招いた講座を開催しました。（参加者数：181人） 

開催日 内容 講師 会場 人数 

7月29日 
フリースタイルな僧侶

たちの聲明 

竹林真悟（フリースタイルな僧侶たちメンバ
ー／浄土真宗本願寺派僧侶） 
若林唯人（フリースタイルな僧侶たち代表／
浄土真宗本願寺派僧侶） 

一念寺 34人 

11月4日 無形文化遺産ってなに？ 俵木悟（成城大学文芸学部准教授） フリースペース 58人 

2月17日 女流義太夫を知る 

出演：太夫  竹本雛子 
   三味線 豊澤雛文 
司会：小林昌廣（情報科学芸術大学大学院大学教授） 
対談：畑津江（毎日新聞学芸部専門編集委員） 

大広間 89人 

 

  カ 受託事業（再掲） 

（ア）伝統芸能文化創生プロジェクト 能楽公演（再掲） 

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、札幌市教育文化会館40周年を記念した能

楽公演を実施しました。(企画制作：「伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス」)  

 

（イ）狂言を取り入れた消費者啓発事業（再掲） 

   京都市及び京都府では，文化庁の移転の機運を踏まえ，文化の力で多種多様な事業を展開して

おり、府市協調の取組の一環として，京都の伝統的な文化芸術に触れていただきながら，消費者

問題への関心を高めてもらうことを目的として，「狂言」を採り入れた消費者啓発イベントを開催

しました。(制作協力：「伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス」)  

 

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 2017   

   昨年に引き続き、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、

ダンスワークショップを実施しました。 

開催時期 講師 会場 人数 

4月14日～5月7日 
＊ショーイングなどの特
別プログラムやオーディ
ションも重ねて開催 

アビゲイル・イェーガー、フランチェスコ・スカベッタ、
カティア・ムストネン、坂本公成、森裕子、イスマエラ
（石井丈雄）、チョン・ヨンドゥ、パウラ・ロソレン、   
エリック・ラムルー、森井淳、秋津さやか 

講堂、フリース

ペース、制作室7 
2,454人 

※受講料 Ａ～Eクラスまで。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 

 

特別プログラム                             （参加者数：220人） 

開催日 講師 内容 会場 人数 

4月27日 チョン・ヨンドゥ ショーイング フリースペース 60人 

5月3日 パウラ・ロソレン セミナーショー フリースペース 40人 

5月7日 パウラ・ロソレン オープンクラス フリースペース 30人 

5月7日 エリック・ラムルー ショーイング 講堂 90人 
 

 Youth Tank Project オーディション 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 選考 受け入れ先（受入人数） 

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→京都（6人） 
京都→ノースキャロライナ芸術大学（1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 京都→Vitlycke-Center for performing arts（1人） 

京都×フランスブリッ
ジプログラム 

エリック・ラムルー 
京都→VIADANSE -Centre Chorégraphique Nationalde 
Franche-Comté à Belfort（1人） 



 

 

- 13 - 

 

（２）トラディショナル・シアター・トレーニング（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 
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、丸石やすし、 

茂山童司 
日本舞踊：若柳弥生 
小鼓（オプション）：久田陽春子、 
高橋奈王子（大倉流） 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 

大広間 

ほか 

20人 

（受講者） 

 

うち、海外から15人 

7月19日 
～8月7日 

トレーニング 

8月8日 成果発表会 受講者の発表会 大江能楽堂 124人 

※プログラム･ディレクター マシュー・ショアーズ 

※受講料 一般90,000円、学生85,000円(2回目以降はリピーター割引として一律：60,000円) 

※期間中、希望者はオプションとして小鼓ワークショップを受講可（稽古1時間×5回程度、受講料15,000円） 

 

（３）アートマネジメント研修プログラム2017～アートプロジェクト編～  

多領域にわたる文化・芸術の意義や必要性を理解し、多様な切り口で企画・運営するための人材を

育成することを目的としたプログラムを実施しました。平成29年度は、コミュニティとの連携が必

須となるアートプロジェクトに取り組むための基礎的な知識を身につけ、根本から課題を考え、

多角的に問題を把握し、地道に思考する力を培うことを目指しました。 

開催日 ゲスト講師 会場 
受講者 

延人数 

1月15日 

～20日 

長津結一郎（九州大学大学院芸術工学研究院助教）、藤田直哉（批
評家）、上田假奈代（詩人・詩業家、NPO法人こえとことばとこ
ころの部屋（ココルーム）代表）、林曉甫（NPO法人インビジブ
ル 理事長／マネージング・ディレクター）、陸奥賢（観光家／
コモンズ・デザイナー／社会実験者）、深澤孝史（美術家） 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ、大広間 

ゲストハウスと

カフェと庭 ココ

ルーム 

130人 

 

（４）KAC Performing Arts Program 2017 

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 国際共同製作 『RE/PLAY Dance Edit』 

多田淳之介の演劇作品『再/生』をもとに、カンボジア、日本、シンガポール 3 ヶ国のアーティ

ストがダンス作品として共同創作、発表しました。ワークショップ・オーディションでは、京都

国際ダンスワークショップフェスティバルと連携し周知を図りました。 

開催日 講師・演出等 会場 人数 

オーディションWS 

5月8日～10日 

講師：多田淳之介、きたまり 
※京都国際ダンスワークショップフェスティバル終了後に開催 講堂  

本番 

11月25日～26日 

演出：多田淳之介  
振付・出演：きたまり、今村達紀、Sheriden Newman、Narim Nam、
Chanborey Soy、Aokid、斉藤綾子、吉田燦 

講堂 216人 

 

【関連企画】                                （参加者数：56 人） 

開催日 内容 会場 人数 

11月19日 
ウェルカムパーティー＆ディスカッション「あなたのまちの

踊りを教えて！」 
フリースペース 33人 

11月26日 批評プログラム「＜批評＞をRE/PLAYする」 和室「明倫」 23人 
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イ Music『音楽を着る』 

音楽と着物から想起される四季の情景を描いた新作を、若手音楽家による演奏で上演しました。 

開催日 作曲・出演等 会場 人数 

3月11日 

作曲：ニコラ・ルリブ 

出演：中川日出鷹（ファゴット）、ニコラ・ルリブ（ピア

ノ）、大西泰徳（チェロ） 

着物製作：奥野むつみ 

講堂 161人 

 

ウ Traditional Performance 継ぐこと・伝えること 60「沓占式－下駄占い－」 

茂山童司監修のもと、伝統の創作・継承・評価を通し、伝統芸能を再考するプロジェクトを実施し

ました。22日間、プロジェクトメンバーで考案した「沓占式」を継承する実験を行った後、公演の第

一部で「沓占式」を披露し、第二部でそのプロセスを明示し、伝統芸能について考察しました。 

開催日 出演等 会場 人数 

3月4日 

出演：竹橋団（俳優）、茂山童司（大蔵流狂言師）、井上治（京都造

形芸術大学准教授）、村川拓也（演出家）、長澤慶太（京都造形芸術

大学 舞台芸術研究センター研究補助職員）司会：小林昌廣（情報科

学芸術大学院大学教授） 

講堂 73人 

※継承実験：1月10日～1月31日の間、一般公募、及び参加を依頼した10人の参加者と、初代と公演当日の家
元を合わせ12名で、連続する4日間のうち、前半の2日間で習い、後半の2日間で教えることを繰り返した。 

 

エ Cotemporary Theater「演劇計画Ⅱ～戯曲創作～」  

松原俊太郎、山本健介（The end of company ジエン社）の 2 人の劇作家を選出し、「S/F～到来し

ない未来」というテーマに沿って戯曲創作を行い、3 年間での完成を目指します。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.」を立ち上げ定期的にオープンラボ

を行いました。またその成果はウェイブサイトにてアーカイブとして随時公開しました。 

 

KAC S/F Lab.オープンラボ                         （参加者数：51 人） 

開催日 テーマ ゲスト講師 会場 人数 

6月16日 vol.1 「相互作用」 
蔵本由紀（物理学者）、 
松葉祥一（哲学者） フリースペース 18 人 

6月17日 vol.2 「計画と構想 ―山本健介」 松葉祥一（哲学者） フリースペース 6 人 

11月3日 vol.3 「現実と時間」 入不二基義（哲学者） ミーティングルーム 2 12 人 

12月15日 vol.4 「計画と構想－松原俊太郎」 滝口悠生（小説家） フリースペース 3 人 

2月6日 Vol.5 「習俗と寓意」 畑中章宏（民俗学者・編集者） ミーティングルーム 2  12 人 

 

（５）KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017   

平成27年度からロームシアター京都を会場に加えて開催。京都芸術センターでは次のプログラ

ムを開催しました。 

 【公式プログラム（京都芸術センター内実施プログラム）】          （入場者数：714人） 

開催日 事業名称 アーティスト名 会場 人数 

10月20日、
21日、22日、
27日、28日、
29日 

歌曲（ガゴク）失格：部屋5 パク・ミンヒ 講堂 262人 

11月3日 
～5日 

バルパライソの長い坂をくだる話 神里雄大／岡崎藝術座 講堂 452人 
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＜関連企画（京都芸術センター内実施プログラム）＞           

開催日 事業名称 アーティスト名 会場 人数 

11月6日、
7日 

エドゥアルド・フクシマ ダンスワー
クショップ「How to move and breath 
together?」 

エドゥアルド・フクシマ（神里
雄大／岡崎藝術座『バルパライ
ソの長い坂をくだる話』に出演
するダンサー・振付家） 

講堂 25人 

 

（６）展覧会『The Point in Front Is Not the Point in Front Is Not』 

HAPS（東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス）と連携し、谷中佑輔とドイツ人アーテ

ィストのユーディット・ゼングによるパフォーマンスと彫刻の関係性を巡る展覧会を実施しまし

た。 

会期 事業名称 出展作家 会場 人数 

7月13日 

～8月13日 

The Point in Front Is Not the Point in 

Front Is Not 

谷中佑輔、ユーディ

ット・ゼング 

ギャラリー

北・南 
4,932人 

企画監修：東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス（HAPS） 

助成：ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 

協力：Kvadrat 

 

【関連企画】                                （参加者数：74 人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

7月13日 レセプション・パーティー ミーティングルーム2 25人 

7月13日、23日、30日、

8月6日、13日 
谷中佑輔パフォーマンス（※） ギャラリー南 － 

7月14日 
アクティベーション①Ｍai Uedaによる実験的

なお茶会 
ギャラリー北 24人 

7月17日、23日 アクティベーション②サウンドセレモニー（※） ギャラリー 北 － 

7月23日 アーティスト・トーク 和室「明倫」 25人 

※出入自由の企画であったため、参加者数は展覧会参加者数合計に含めている。 

 

（７）展覧会『生業・ふるまい・チューニング 小出麻代－越野潤』    

関西を中心に活動をする小出麻代と越野潤による2人展を開催しました。 

会期 事業名称 出展作家 会場 人数 

2月22日 

～4月8日 

生業・ふるまい・チューニング 小出

麻代－越野潤 
小出麻代、越野潤 

ギャラリー北・南、

図書室、和室「明倫」 
2,595人 

 

【関連企画】                                （参加者数：216 人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

2月24日 レセプション・パーティー 前田珈琲 27人 

2月24日 アーティスト・トーク ギャラリー北・南、和室「明倫」 34人 

3月3日 「暗がりの散策」お菓子：杉山早陽子 ギャラリー南 17人 

3月17日 「早春夜話」 ゲスト：梅田哲也 ギャラリー南 65人 

3月18日 「粛々音楽祭―Ａ面」 ギャラリー北 26人 

3月23日 「粛々音楽祭―Ｂ面」 和室「明倫」 7人 

4月7日 
クロージング・パフォーマンス  
出演：カール・ストン 

ギャラリー北 40人 
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３ 先駆的・実験的事業 

（１）東アジア文化都市2017京都 アジア回廊現代美術展  

元離宮二条城、京都芸術センター全館を使用し、展覧会を開催しました。また展示期間中、パ

フォーマンスやトーク等も実施しました。 

開催期間 出展作家 展示会場 人数 

8月19日～10月15日 

内覧会：8月18日 

西京人、草間彌生、堀尾貞治＋現場芸術集団
「空気」、今村源、中原浩大、三嶋りつ惠、や
なぎみわ、伊藤存、宮永愛子、花岡伸宏、久
門剛史、谷澤紗和子、ヒスロム、中村裕太＋
谷本研、キムスージャ、チェ・ジョンファ、
オ・インファン、ハム・キョンア、ミックス
ライス、ヒョンギョン、蔡國強、ヤン・フー
ドン、ルーヤン、ヘ・シャンユ、タオ・フイ 

元離宮二条

城、京都芸

術センター 

391,000人 

（うち、京都芸術

センター入場者

数：54,300人） 

 

＊ゴシックは京都芸術センター出展作家 

主催：東アジア文化都市2017京都実行委員会、京都市、文化庁 

共同企画：京都芸術センター 

運営：東アジア文化都市2017京都現代美術部門運営委員会 

 

（２）受託事業（再掲） 

ア フェルトシュテルケ・インターナショナル－東アジア文化都市2017－（再掲）  

東アジア文化都市 2017に合わせ、中国・長沙市、韓国・大邱広域市の教育機関・施設と連携し、学生

や若手アーティストを対象とした滞在型の共同制作プロジェクトを実施しました。 
 

イ 建築Symposion ―日独仏の若手建築家による―（再掲） 

  日本、ドイツ、フランスの建築家と共同で、東アジア文化都市2017京都の開催時期に併せて、

グラウンドに「かげろう集落〜日独仏の建築家が提案する小さな公共空間群」をテーマに仮設の

建築物を創出しました。 

 

（３）ニュイ・ブランシュ KYOTO 2017   

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6日 

「プロムナード・ブランシュ・キョウト」 

アラン・ミシャール、マティアス・ポワソンによる観客参

加型のユニークな街の散策のプログラム。 

京都芸術センター、 

京都市内 
49 人 

 ※そのほか、「東アジア文化都市2017京都-アジア回廊-現代美術展」の開廊時間を22時まで延長 

 

【関連企画】                                （参加者数：577 人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

9月21日 

～29日 

ワークショップ「あたらしい地図をつくる 」 

 街を歩き、文章や地図、写真などで体験を再現し、都市や建築

と身体の関係性を探るワークショップ 

京都芸術センター、 

京都市内 35人 

10月6日 

～11日 

展覧会「ヒッポカムポス・オブ・キョウト」 

京都滞在中に制作した作品とワークショップ参加者の作品を展示 

制作室11、インフォメー

ション 
484人 

10月7日 展覧会「ヒッポカムポス・オブ・キョウト」関連企画 

レセプションパーティー 

前田珈琲 
34人 

10月7日 展覧会「ヒッポカムポス・オブ・キョウト」関連企画 

アーティスト・トーク 

制作室11、インフォメー

ション 
24人 
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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

査のうえで1申請につき最長3ヶ月間無料で提供しています。 

平成29年度は、延べ91組の団体・個人が制作室を使用しました。 
 

（２）KAC Trial Project/Co-program 2017   

  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）             （4件、参加者数：634人） 

実施時期 事業名 団体名 内容 会場 人数 

7 月 17 日 日輪の翼 

一般社団法人
YANAGI MIWA 
OFFICE 

中上健次の小説を元にした祝祭
劇の新作部分の創作 

講堂 90人 

12 月 8 日、
10 日 

小さなオペラ【木の匙】 乃村健一 
寺山修司の詩を元にした歌曲集と
他の曲を組み合わせたミニオペラ 

講堂 193人 

2 月 12 日 
ロゼッタ結成公演「未

知の空間」 

Rosetta 
Contemporary 
Ensamble  

国内外から作曲作品を公募し主
催団体が初演した。 

講堂 97人 

3 月 17 日 
～18 日 

鹿を殺すと残る雪 
コンタクトコンゾ
×ホンマタカシ 

狩猟をテーマに創作した作品の
続編の創作・上演 

講堂 254人 

 

イ カテゴリーB：「共同開催」（展覧会事業）            （1件、参加者数:3,649人） 

実施時期 事業名 団体名 内容 会場 人数 

5 月 25 日 

～7 月 2 日 
のっぴきならない遊動 

黒宮菜菜・仁藤健

人・若木くるみ 

3人のアーティストに

よるグループ展 

ギャラリー北・南、
和室「明倫」、北館
スロープ・廊下 

3,544人 

 

【関連企画】                                 （参加者数：105 人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

5月25日 レセプション・パーティー フリースペース 27人 

5月25日 アーティスト・トーク 
ギャラリー北・南、和室「明倫」、
北館スロープ・廊下 32人 

6月17日 レクチャー ミーティングルーム2 46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 (6件、参加者数：2,180人) 

実施時期 事業名 団体名 内容 会場 人数 

6月9日 

～11日 

カポエィラ・アンゴーラ 
－身体・音楽・精神のト
ランス－ 

カポエィラグルー

プ インジンガ 

ブラジルの伝統芸能カポエィ
ラ・アンゴーラのワークショップ
とトーク、パフォーマンス 

フリースペー
ス、ミーティ
ングルーム2 

212人 

6月25日 

京都市立芸術大学美術教

育研究会公開研究発表「伝

統がもたらすもの－美術

でつなぐ…？」 

京都市立芸術大学

美術教育研究会 

美術教育の現状やあり方につい

ての公開研究発表、講演 
講堂 77人 

7月13日 

～16日 

ニュー・ファンタスマゴ
リア－スライドショー
－新世紀 

ニュー・ファンタ
スマゴリア実行委
員会 

表現形式としてのスライドショ
ーに注目したプレゼンテーショ
ンとトーク 

フリース

ペース 
1,724人 

11月14日、 

16日、18日 
内臓語にもぐる旅 

西尾佳織（鳥公演主

宰、劇作家、演出家） 

「言葉」と「身体」の関係性をリ

サーチする勉強会と報告会 

ミーティン

グルーム2 
15人 

1月7日、8

日 

森悠子のプロペラプロジェ

クト～子ども音楽道場～ 

認定NPO法人音楽

への道CEM 

小中学生を対象とした弦楽器のワー

クショップと公開リハーサル 
講堂 120人 

3月31日 

「アジア顔が巡る、アジ

アの無自覚」リサーチ報

告会 

村上慎太郎（夕暮

れ社 弱男ユニッ

ト） 

東南アジアに属する異なる宗教
圏の5都市を巡りながら、「東アジ
ア人としての顔」を現代へ 
問いかけるリサーチプロジェク
トの報告会 

フリース

ペース 
32人 
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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を行います。）                       （11件、参加者数：2,154人） 

実施時期 事業名 団体名 内容 会場 人数 

4月8日 

談スシリーズvol.2『忘
れろ／ボレロ』を噛み砕
く音楽とダンスの関係
性の考察 

C/Ompany 

大植真太郎による言葉とダンス
が融合された新感覚なスタイル
での『ボレロ』の上演 

講堂 131人 

5月12日 

～20日 

イメージフォーラム・フ

ェスティバル2017 

イメージフォー

ラム 

映像作品の上映会。国内外からの
話題作、国内未発表作等を多数上
映 

フリース
ぺース 

567人 

5月19日 

～21日 
家族写真 Akakilike 

演出家・倉田翠と写真家・前谷開
による舞台公演。新作部分を創作
し上演。 

講堂 250人 

5月26日 

12月1日 

3月31日 

ペトロフ・ピアノコンサ

ート 

明倫ペトロフの

会 

ペトロフピアノを使ったコンサ
ート（第34回～36回） 

講堂 

80人 

120人 

82人 

12月2日 

～3日 

ANTIBOOIES 

collective『EMPTY 

TERRITORIES』 

ANTIBODIES 

Collective 

多ジャンルのアーティストによ
る新作公演。岡山県・犬島全体を
使用した回遊型公園に向けたワ
ークインプログレス公演（新作京
都公演） 

フリース
ペース 

207人 

12月12日 

～14日 
対蹠地 中川裕貴、バンド 

テクノとタンゴをひとつの集合
体（バンド）から生み出し新しい
舞台音楽を創出。聴くということ
は此処ではない場所にいける、そ
の可能性について考えるワンマ
ンコンサート 

講堂 120人 

1月13日 

～14日 
ユバチ＃3『未明』 NPO劇研 

明治から昭和を生きた自動文学
者、小川未明の童話を元にした演
劇作品。アトリエ劇研の人材育成
事業の成果発表 

講堂 105人 

1月26日 

～28日 

粘土の味『オフリミッ

ト』 

粘土の味(合田団

地、和田ながら) 

普段は別の団体を主宰する同年
代の演出家と劇作家による新作
上演 

フリース
ペース 

191人 

2月1日 

重要無形文化財常磐津

節第3回伝承事業成果発

表会 

常磐津保存会 
伝承者の継承を目指した、常磐津
節の演奏と解説 

講堂 40人 

2月22日 

～25日 

N₂「Tab.3‐書き言葉と話
し言葉の物性を表在化す
る試み『雲路と氷床』‐
Lightning Talk is 
working in silence.‐
Fig.1‐処女戯曲の翻訳
と複製『赤裸々』ととも
に‐」 

N₂ 杉本奈月 若手劇団N₂による新作公演 講堂 130人 

2月12日、 

28日 

アンサンブル九条山コ
ンサートvol.5 
『波形 スペクトクル楽
派－新音響言語の誕生』 

アンサンブル九

条山 

現代音楽とフランス人作曲家の
曲を演奏するコンサート 

ミーティ
ングルー
ム2、講堂 

131人 
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【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。 

蔵書のうち、目的に見合う図書等約5,000冊、ビデオ等約500本を選択のうえ、閲覧に供し、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】                               （入場者数8,079人） 
会期 事業名称 

6月1日～9月28日 「あの人の、おすすめ本」 安河内宏法 

6月3日～29日 特集 いけばなの本 

9月1日～10月15日 東アジア文化都市2017 京都「アジア回廊 現代美術展」関連資料の展示 

9月30日～3月29日 「あの人の、おすすめ本」 槇田盤 

 
  

（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、年間約1,500種類を掲出しました。また、収集した情

報を元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、図書室、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。 
 

（５）京都文化芸術オフィシャルサイト ＜Kyoto Art Box＞  

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

ジを運営しました。（国民文化祭・京都2011を契機に実施） 

 

２ 教育普及事業（インターンシップ・プログラム） 

東アジア文化都市2017京都「アジア回廊現代美術展」において、中国、韓国からの留学生を含む16

人を受入れました。 

 

３ その他  

   京都芸術センターでは希望があれば視察・見学を極力受け入れています。 

   平成29年度は602人（40件）(うち、海外から96人（8件、5ヶ国）)の視察・見学を受け入れま 

した。 
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【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29年度は、応募173件(40ヶ国)の中から、1組のアーティストを受け入れたほか、GRANER（ス

ペイン・バルセロナ）との連携で1組（2人）のアーティストを受け入れ、Seoul Dance Center（韓

国・ソウル）、A4  Art Museum（中国・成都）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2組（3人）、継続で1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：9 人） 

滞在期間 参加者名（連携先） 居住国/ジャンル 形態 

7 月 2 日 
～8 月 31 日 

Tao Hui（A4 Arts Museum） 中国／美術 エクスチェンジ 

9 月 18 日 
～10 月 15 日 

Alain Michard, 
Mathias Poisson（ｱﾝｽﾃｨﾁｭ･ﾌﾗﾝｾ） 

フランス／美術 
連携 
（ニュイ・ブランシュ） 

10 月 22 日 
～11 月 2 日 

Manuel Rodriguez,  
Sarah Jassin（GRANER） 

スペイン／ダンス・美術 エクスチェンジ 

1 月 5 日 
～3 月 5 日 

Kim Jeawon 韓国／美術 公募 

1 月 11 日 
～2 月 6 日 

Yoon Hansol 韓国／演劇 公募（継続） 

2 月 1 日 
～3 月 30 日 

Lee Jeun（ソウルダンスセンター） 韓国／ダンス エクスチェンジ 

2 月 11 日 
～3 月 5 日 

João Laia ポルトガル／美術 
（受託）ｱｰﾃｨｽﾄ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞ
ﾝｽ連携拠点事業との連携 

 

【海外での滞在制作等】                                                    （参加者数：2 人） 

滞在期間 参加者名（連携先、分野） 形態 

5 月 22 日 
～6 月 30 日 京極朋彦（韓国／ソウルダンスセンター、ダンス） エクスチェンジ 

7 月 6 日 
～8 月 13 日 パラモデル・ハヤシヤスヒコ（中国／A4 Art Museum、美術） エクスチェンジ 

 

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

実施時期 訪問先 訪問理由 ジャンル 

10 月 1 日 
～11 日 

サンパウロ 
（ブラジル） 

Video Brazil（フェスティバル）、ResArtis（レ
ジデンスネットワーク）との連携 美術 

5 月 29 日 
～6 月 5 日 

コペンハーゲン 
（デンマーク） Nikolaj Kunsthal（アートセンター）との連携 美術 

 ※勝冶プログラムディレクター（京都芸術センター）が訪問 

【成果発表等】                              （参加者数：814人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

9月21日、22日、 
24日～29日 

Alain Michard ＆ Mathias Poisson 
ワークショップ 

制作室11 35 人 

10月6日 
Alain Michard ＆ Mathias Poisson 
「プロムナード・ブランシュ・キョウト」（再掲）（ニュイ・ブランシュ） 

京都芸術セン
ター、京都市内 

49 人 

9月21日 
～29日 

Alain Michard ＆ Mathias Poisson 
ワークショップ「あたらしい地図をつくる 」（再掲）（ニュイ・ブランシュ） 

京都芸術セン
ター、京都市内 

35人 

10月6日 
～11日 

Alain Michard ＆ Mathias Poisson 
展覧会「ヒッポカムポス・オブ・キョウト」（再掲）（ニュイ・ブランシュ） 

制作室11、イン
フォメーション 

484人 

10月7日 

Alain Michard ＆ Mathias Poisson 
展覧会「ヒッポカムポス・オブ・キョウト」関連企画 レセプショ
ンパーティー（再掲）（ニュイ・ブランシュ） 

前田珈琲 34人 

10月7日 

Alain Michard ＆ Mathias Poisson 
展覧会「ヒッポカムポス・オブ・キョウト」関連企画 アーティス
ト・トーク（再掲）（ニュイ・ブランシュ） 

制作室11、イン

フォメーション 
24人 
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10月26日 Manuel Rodriguezワークショップ 制作室10 14 人 

1月8日 Kim Jeawon アーティスト・トーク ミーティングルーム2 23 人 

2月4日 Yoon Hansol ラウンドテーブル フリースペース 非公開 

3月1日～4日 Kim Jeawon オープンスタジオ 制作室8 60 人 

3月25日、 
27日～29日 

Lee Jeun パフォーマンス「空間をつくり時間をのこす」、
同展示 制作室7 

16 人 

40 人 
 

（２）Kyoto A.I.R. Alliance Program   

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試行しま

した。平成29年度は、ANEWAL GALLERY とAustralia Arts Councilと連携したプログラム実施に向

けたアーティストの選考を行いました。 

対象プログラム  アーティスト名  関係施設・団体名  

エクスチェンジ／ARTSPACE 
（平成30年度にプログラム実施） 

佃七緒／ 
Gerwyn Davias 

ANEWAL GALLERY（日本）、 
Australia Arts Council（オーストラリア） 

 

（３）アーティスト・イン・レジデンス連携拠点事業（再掲） 

京都市からの受託事業として、京都市内及び国内外のアーティスト・イン・レジデンスとのネ

ットワーク構築のための事業を実施し、ラウンドテーブルなどを開催しました。 
 

ア アーティスト・イン・レジデンス ラウンドテーブル（再掲） 

近年、多層的な広がりを見せているアーティスト･イン･レジデンス（以下「AIR」という。）に

ついて、実際にAIRの現場に関わり、国内外でアクティブに活動するスピーカーを招き、６つの異

なるテーマを設けたラウンドテーブル(分科会)を実施しました。 

 

イ 建築Symposion ―日独仏の若手建築家による―（再掲） 

日本、ドイツ、フランスの建築家と共同で、東アジア文化都市2017京都の開催時期に併せて、

グラウンドに「かげろう集落〜日独仏の建築家が提案する小さな公共空間群」をテーマに仮設の

建築物を創出しました。 
 

（４）デンマーク交流展「LEAN ISSUES」展  

デンマーク国交樹立150周年を記念して行うデンマークの若手・中堅作家によるグループ展を開

催しました。また、Nicorj Kunsthal（コペンハーゲン）で開催された「Japanese Connection」

展に、京都を拠点に活動する2組（4人）のアーティストを推薦し、派遣しました。 

会期 事業名称 出展作家等 会場 人数 

4月15日 

～5月14日 
「LEAN ISSUES」展 

出品作家：Pernille Kapper Williams、
Mads Lindberg、Bank and Rau、Torben 
Ribe 、 Tumi Magnusson 、 Jacob 
Kirkegaard、Molly Haslund、Thorbjørn 
Bechmann、Henrik Menné、Tove Storch 
 
キュレーター： Thomas Anderson、
Thorbjørn Bechmann 

ギャラリー北・

南、和室「明倫」、

インフォメーシ

ョン、北館スロ

ープ 

2,572人 

 

【関連企画】                                 （参加者数：89 人） 

開催日 事業名称 会場 人数 

4月15日 オープニングパフォーマンスパーティー 講堂 55人 

4月16日 アーティスト＆キュレータートーク ミーティングルーム2 14人 

4月29日 レクチャー 談話室 20人 
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【デンマークでの開催展】 

会期 事業名称 出展作家等 会場 

6 月 1 日 
～8 月 6 日 

Japanese 
Connection 

Hyslom（京都芸術センターから推薦）、
Yukawa Nakayasu（京都芸術センターから
推薦）、ニシジマアツシ、加藤泉、池田亮司 

Nikoraj Kunsthal（デン
マーク・コペンハーゲン） 

 

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  

共通のテーマは「冬」。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3つの

イベントをシリーズとしました。 
 

ア 明倫レコード倶楽部 

SP・LPレコードを使用するレコード音楽鑑賞会を開催しました。     

開催日  講師 曲目 会場 人数 

12月16日 いしいしんじ（作家） 

エルヴィス・プレスリー「ラブ・ミー・テンダー」、
クロード・ソーンヒル楽団「雪のかけら」、ディ
ヌ・リパッティ「主よ、人の望みの喜びよ」 

講堂 78人 

※料金：500円  

イ 素謡の会 

能楽に気軽に触れてもらうために、素謡の上演、曲の解説を行いました。 

開催日 演目  出演者  会場  人数  

1月25日 鉢木 

出演：林宗一郎、味方團、河村晴道、田茂井廣道、茂山逸平、島
田洋海、曽和鼓堂 
待合演出：川﨑仁美（盆栽研究家） 
企画・ナビゲーター：田茂井廣道（能楽師・観世流シテ方） 

大広間 104人 

※料金：前売1,500円、当日1,800円 
 

ウ Kyo×Kyo Today「ウィンター＆アレンジ・セレクション！」 

京都芸術センターの会場の雰囲気を活かし，演奏者と聴衆が近い距離で音楽を楽しむ演奏会を、

京都市交響楽団との共同主催事業として開催しました。 

開催日 事業名称 出演者 会場 人数 

1月31日 

Kyo×Kyo Today
「ウインター
＆アレンジ・セ
レクション！」 

中野志麻（ヴァイオリン）、片山千津子（ヴァイオリン）、小田拓也
（ヴィオラ）、渡邉正和（チェロ）、出原修司（コントラバス）、筒
井祥夫（クラリネット）、中野陽一朗（ファゴット）、ハラルド・ナ
エス（トランペット）、中山航介（パーカッション） 

講堂 191人 

※料金：一般前売1,800円/当日2,000円/学生1,000円（前売・当日共） 
※3セット券：一般3,300円、学生2,500円（前売のみ） 

   ※半 券 割 引：チケット購入時、または電話等で予約し、公演当日清算の際に他の公演の半券 
を提示した場合、200円割引。（1回のみ有効） 

 

（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。 
 

（３）明倫アワー  

   建畠館長がゲストを迎え、旬なトピックで話をいただくトーク企画を実施しました。 

開催日 出演者等  会場  人数  

3月6日 津田大介（ジャーナリスト） フリースペース 45人 

※料金：1,000円 
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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さまざま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勉強会、

茶の湯サロンいっぷくなどの実施を通じて、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：426名（平成30年3月末時点） 

（２）地域との連携事業                             （参加者数：735人） 

開催日 事業名 会場 人数 

5月26日 

12月1日 

3月31日 

ペトロフ・ピアノコンサート（再掲） 

(主催)明倫ぺトロフの会、明倫自治連合会 
講堂 

80 人 

120人 

82人 

11月11日 

～12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 
334人 

1月29日 祗園祭・山鉾金工品調査報告講演会Ⅲ～山鉾の飾り～ 講堂 119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 事業名 会場 人数 

1月 21日  
京都文化芸術コア・ネットワーク例会 

「虹の36年—アートスペース虹の活動を振り返る」 
講堂 104人 

※ その他、AGKサロンは各月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を強化し、幅広いネットワークを構築することを目指し、共同で

実施しました。                              （参加者数：278 人） 

開催日 事業名 連携先 会場 人数 

7 月 22 日 
國府理「水中エンジン」redux 関連
イベント 

東山アーティスツ・プレイ
スメントサービス 

ミーティングルーム 2 55 人 

10月 19日 
トークイベント「魅力あふれる二十
四節気の京都」 

京都市 ミーティングルーム 2 50 人 

12月 15日 
「状況のアーキテクチャー〈不意の茶
会〜哲学カフェ〉」（席主：鷲田清一） 

京都市立芸術大学 和室「明倫」 43 人 

2 月 3 日  
飯田志保子「オーストラリアに端を発す
る二つの転換期―作品をとりまく文脈
の移植可能性と不可能性について」 

東山アーティスツ・プレイ
スメントサービス 

ミーティングルーム 2 31 人 

3 月 27 日
～29 日 

京都フランス音楽アカデミー「現代
音楽特別公開講座」（講師：イヴ・
ショリス） 

アンスティチュ・フランセ
関西（京都フランス音楽ア
カデミー実行委員会） 

講堂 99 人 
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庶務の概要 

 

１ 役員等に関する事項                         （平成30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 

〃 白石真古人 〃 株式会社京都新聞COM事業局長 

〃 関根 秀治 〃 第4･5部門（茶道･芸術企画）から選出された会員 

〃 寺井 友秀 〃 NHK京都放送局長 

〃 中村 展山 〃 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・情報部長 

〃 平竹 耕三 27.6.23 京都市文化芸術政策監 

〃 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 

〃 北村 信幸 〃 京都市文化市民局文化担当局長 

〃 白井 進 〃 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副代表幹事 

〃 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 

〃 船木 康司 29.6.29 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  
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２ 会議に関する事項  

（１）評議員会・理事会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

第1回理事会 

平成29年4月1日(土) 

（書面表決） 

・代表理事（専務理事）の選定 原案どおり可決 

第2回理事会 

平成29年6月13日(火) 

京都芸術センター 

講堂 

・平成28年度事業実績報告 

・平成28年度決算 

・平成29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処務規程の改正 

・公益財団法人京都市芸術文化協会経理規程の改正 

・平成29年度京都市芸術文化協会賞及び新人賞の決定 

原案どおり可決 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

4人決定 

第1回評議員会 

平成29年6月29日(木) 

京都芸術センター 

ミーティングルーム2 

・平成28年度事業実績報告 

・平成28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29年6月29日(木) 

（書面表決） 

・代表理事（理事長）の選定  

・代表理事（専務理事）の選定 

・業務執行理事の選定  

・副理事長の選定  

原案どおり可決 

〃 

〃 

〃 

第4回理事会 

平成30年3月19日(月) 

京都芸術センター 

ミーティングルーム2 

・平成29年度補正予算 

・平成30年度事業計画 

・平成30年度予算 

・公益財団法人京都市芸術文化協会職員経理規程の改正 

・公益財団法人京都市芸術文化協会職員就業規程の改正 

・公益財団法人京都市芸術文化協会特定費用準備資金等取扱規程の制定  

・新規会員の入会 

原案どおり可決 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

（２）総会･懇親会  

平成29年7月5日(水) 京都ホテルオークラ  出席者：125人 


