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any（エニー）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。

C O N T E N T S

特集

03  YCAMで生まれた学び場

  コロガル公園、準備中。
「コロガル公園」シリーズ

08  any通信
◎アーティストボイス 中井智彦 （表現者・歌手・俳優）
◎お先に試写しました 「ザ・スクエア 思いやりの聖域」（リューベン・オストルンド監督）
◎わたしも観ました 「オン・ザ・ミルキー・ロード」 村田 敦（ベジタブル喫茶ToyToy店主）

◎読書の窓 皆川博子  『炎のように 鳥のように』
◎この日の出来事  5月29日
◎MY TOOL  「手帳」 藤井正彦（山口市民会館 館長）

ピックアップイベント

10  山口情報芸術センター
 YCAM Film Factory vol.4

 三宅唱+YCAM 新作インスタレーション展
  「ワールドツアー」
 日常から「映画」の存在をあぶり出す!

 「YCAMスポーツハッカソン2018」+
  「第3回 未来の山口の運動会」
 まだ見ぬスポーツとの遭遇の瞬間を!

 中原中也記念館
企画展Ⅰ 「中也この一篇──「帰郷」」
中也の「帰郷」から読み解く「ふるさと」とは?

山口市民会館
影絵音楽団くぷくぷ「きんぎょがにげた」
ガムランの音色に合わせて、歌いながらきんぎょをさがそう!

ベルリン交響楽団  山口公演
日本でも親しまれるオーケストラ、山口初公演 !

13  山口・島根連携プロジェクト 
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すべり台やジャングルジムなどの遊具が揃った遊び場はどこにでもある

かもしれないけど、発見した遊びをみんなで共有することができる、自分

たちで遊び場を変えることができる、そんな楽しくてわくわくする遊び場は

“コロガル公園”だけ。子どもたちが夢中になって遊んだあの大人気企画

「コロガル公園」シリーズが、この夏YCAMに戻ってきます!! まだまだ準

備中と知りつつも、はやる気持ちを抑えきれず、企画に携わる教育普及担

当の菅沼聖さん、山岡大地さん、田吹東悠さんにお話を聞いてきました。
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 YC A M で生まれた学 び 場

コ ロガ ル 公 園 、
準 備 中。



「 コ ロ ガ ル 公 園 」 シ リ ー ズ  2 0 1 2
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く。コロガル公園ではむしろそのルールは
変えられるんだということをしっかり子ど
もたちに感じてもらいたいと思います。

遊びの中で 
小さな失敗や 
経験ができる場所

参照された「プレーパーク」と「コロガル

公園」はどこが違うのでしょう?

菅沼　最大の違いは照明や音響、セン
サーといった“メディアテクノロジー”を
そのなかに埋め込んだ遊び場だというこ
とです。プログラム一つでたとえば照明
をパッと変えたり、センサーに反応して音
を鳴らしたり、子どもたちの要望に柔軟に
即座に応えることができます。この公園
をもっと楽しい遊び場にするにはどうし
たらいいか、そのアイディアを子どもたち
から出してもらう「子ども遊び場ミーティ
ング」を会期中に行っています。そこで出
たアイディアがすぐに実現される、その様
子を観た子どもたちは、社会に自分が働
きかけているんだという実感がわいてく
る。実際に子どもたちを観察すると、その
感覚が伝播して、学びの実践共同体のよ

「コロガル公園」シリーズは、どのような

経緯で誕生したのでしょう?

菅沼　YCAMの教育普及では、開館当
初から身体を通じた学びの場としてオリ
ジナルのワークショップを作り、実施して
きました。ですが1回の体験時間は3～4

時間ぐらいで、参加できる人数も基本15

人で終わってしまう。そこをもっと拡張し
て3カ月間開く学びの場を作るとしたら
どういうものになるだろうと考えて作った
のが「コロガル公園」シリーズです。2012

年に初めて発表して以降2016年までに5

シリーズを作りました。
遊び場である“公園”をモチーフにすると
決まったとき、教育普及メンバーで現状
の公園をリサーチしに、近所の公園から
もっと広いアスレチックがあるところまで
色んな場所を見に行きました。規制がガ

チガチのところもあれば、子どもたちの主
体性を大事にしているところもある。公園
にも色々グラデーションがあることが分
かりました。その対極の一つにあるのが
「プレーパーク」というデンマークから始
まった公園です。そこでは穴を掘って火
をおこしてもいいし、ガレキ置き場から木
の板を持ってきてすべり台を作ってもい
い。そこは自分たちで管理をして安全を
判断して運営していく場所。コロガル公
園はまさにこの「プレーパーク」の思想を
土台にしています。もう一方の対極にあ
るのが、赤い文字で注意書きがびっしり
書かれた看板のある公園で…。
田吹　「騒がない」「ボール遊びしない」と
かですよね。

菅沼　無茶言うなよ、全然遊べないじゃ
ないか、と思いましたね（笑）。公（おおや
け）の園（その）と書いて「公園」なんですけ
ど、誰のものでもないし誰も触れない空間
が都市の中にできあがってしまっている。
場としては何をやっても良さそうなのに、
実は制度とか社会的な圧力がそこにはあ
るんじゃないか。この原因は何なんだろう
と。規制やルールがない=無法地帯なの
ではなく、何が危険でどこまでが安全な
のかを自分たちで考えルールを作ってい
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うなものがコロガル公園のなかに広がっ
ていくのを感じました。つまり一つの模擬
社会がそこに現れる。コロガル公園は、社
会を模した小さな実験・訓練ができる場
所であり、遊びの中で小さな失敗や経験
ができる場所だといえます。

「コロガル公園」シリーズは順番待ちに

なるほど人気があります。なぜこんなに

も人気が?

菅沼　1回目の2012年は、まだ認知され
ていなかったのもあり、とくに平日はガラ
ガラな日も多くありましたよ。でも夏休み
くらいからですかね。徐々に増えてきて。
田吹　認知度が高まったのもあるけど、
単純に子どもたちは力いっぱい体を動か
したくて、それができるのがコロガル公園
だったのかも。近くの公園では遊具がな
かったり、あっても十分に力を出し切れな
いこともある。コロガル公園は小さい子な
ら小さい子なりの、大きい子なら大きい子
なりの力をしっかり出せるようにきちんと
設計されているのだと思います。
山岡　近所の子たちのたまり場になって
いたのもありますね（笑）。「YCAMのコロ

ガルに何時に来てみんなで遊ぼう!」と言
い合える場所にもなっていった。

【プレーリーダー】　子どもたちが遊び場で生き生きと遊ぶことを補助し、そのための環境を作る人を指す。子どもの興味や関心を引き出すよう、いつも遊び場を整備し、
つねに変化する遊び場の状況に応じて安全管理に注意を払いながら、子どもが遊びを通して成長できるように促す役割を担う。

わかる！
キーワード

プレーリーダーは 
記録・観察をしている人 
でもあり、人と人とを 
つなぐ人でもある

山岡さんや田吹さんが担われていた「プ

レーリーダー」とは、どんな存在なので

しょう?

田吹　もちろん安全管理も担っています
が、子どもたちがどういう遊びをしている
のかをよく観察し記録します。プレーリー
ダーはコンピューターと似たような働きを
する人たちなのではないかと思っていて、
その人に何か聞けば返ってくる、またその
人が核になり色んな人とのコミュニケー
ションが生まれていく。たとえば、昨日
自分が発明した遊びを、次の日来たら、ほ
かの子がやっている様子を目撃する。プ
レーリーダーが記録した遊びをほかの子
へ広げていくことで、その子は自分が起こ
した行動が社会に影響を与えたと実感す
ることができる。そこでもプレーリーダー

の存在は大きいです。
山岡　プレーリーダーは記録・観察をし
ている人でもあり、人と人とをつなぐ人で
もある。

理想どおりにはいかず、大変なこともあっ

たのではないですか?

田吹　子どもたちは順序だって話さない
し、昨日やりたいと言っていたことを次の
日にはやりたくないと言い出したり、喧嘩
もよくあって、幼稚園の先生のような気分
になるときも（笑）。でも、そういったやり
取りをとおして、彼らは自分たちで動こう
とする力を得てくれていたんだろうなと
も思います。そんな子どもたちとどう向き
合っていけばいいのか、全然答えがでず、
毎日遅くまでプレーリーダーとスタッフ
とで話し合っていました。
山岡　一部の子どもたちのやりたい遊び
をほかの人もたくさんいる場でどう成立さ
せていくか。子どもたちのなかでも僕たち
のなかでもどう折り合いをつけていけばい
いか悩みました。対話で解決するものでも
ないし、一体どうしたらいいかと。大変で
したけど、張り合いはありました。

7月から再び「コロガル公園」が始まり

ますが、プランは固まっていますか?

菅沼　まだまだ準備中で、教育普及メン
バーはもちろん、ほかの企画担当者や技
術スタッフ、外部の建築家など様々な人
たちとアイディアを練りながら進めている

コロガルパビリオン
会期： 2013 年 7月26日～12月1日
　　   2014 年 8 月1日～8月31日 
会場： 山口市中央公園

大小2つの円筒形の建築から構成された空間を屋
外に設置。設計は、建築ユニット「assistant（アシス
タント）」。2013年は約4カ月の会期中に、4万7千
人ほどの子どもたちが訪れ、大盛況を博す。会期終
了直前に、子どもたちの署名活動が発生し、翌年、
2014年にも1カ月の期間限定で再開する。2014年、
第8回キッズデザイン賞の審査委員特別賞を受賞。

コロガル公園 in ネイチャー
会期： 2014 年 7月19日～9月28日
会場： 札幌市資料館

音楽家・坂本龍一がアートディレクターを務めた札幌
国際芸術祭にて発表。建築家の五十嵐淳とYCAM
との共同制作によって発表。札幌資料館前の森のな
かに設置された屋外公園として行った。

コロガルガーデン for LIL KIDS
会期： 2015 年 4月29日～5月3日
会場： 東京・伊勢丹新宿本店本館 6 階催事場

株式会社三越伊勢丹が展開する子ども向け教育プロ
ジェクト「cocoiku（ココイク）」のために共同開発を行
う。未就学児童でも体験できるようにアレンジし、伊勢
丹新宿店の催事場にて発表。

コロガルガーデン
会期： 2016 年 6月18日～9月4日
会場： 山口情報芸術センター　
　　   スタジオB、ホワイエ

2015年に東京で発表した「コロガルガーデン 
for LIL KIDS」を大幅に改良し、様々な機能
を追加したYCAMバージョンとして発表。スタ
ジオBには、大小異なるサイズのブロック群が、
ホワイエには緩やかな流線形を描く巨大なすべ
り台が出現。夏休み期間中は、毎日長蛇の列
ができるほどの好評を博した。

コロガル公園
会期： 2012 年 5月19日～8月12日
会場： 山口情報芸術センター　スタジオB

YCAMの教育普及の活動を俯瞰的に紹介する展覧会
「glitchGROUND、メディアアートセンターから提案
する新しい学び場環境」のなかのプログラムの一つとし
て発表。約3カ月の会期中7千人以上の人々が訪れ
大盛況となった。不定形な床面、照明や音響、ネットワー
クなどのメディアテクノロジーが埋め込まれた環境、子
どもたちがアイディアを提案する「子ども遊び場ミーティ
ング」の開催など、次のシリーズにも引き継がれていく。
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◎YCAMが各々のプロジェクトに取り組んでいる意図・狙いが分かり、良かった。 （50代女性　「HELLO,YCAM!」より）

◎それぞれの「中也の詩」との出会いに触れられて温かい気持ちになりました。 （20代女性　「私が選ぶ中也の詩」より）

◎印象として、会場のノリのようなものは、Human DJがAIを誘導しているようにも感じた。 （30代男性　「AIDJ vs HumanDJ」より）

◎テクノロジーで肉体表現の幅が広がるのはワクワクしますね!  （20代女性　「The Other in You─わたしの中の他者」より）



ところです。しかも同時期にアーティストの
“exonemo（エキソニモ）”をキュレーターに
迎えた展覧会がオープンします。アート好
きだけが観る展覧会ではなく、コロガル公
園の子どもたちが回遊してくるような空間
をexonemoは考えてくるかもしれないし、
僕たちはコロガル公園を作りながらその
横にはアート作品の展覧会があるというこ
とを意識して計画を考えないといけない。
2つを融合させるのか、分断させるのか。

分断もありですか?

菅沼　あえて分断するという手もありま
す。融合であれば、コロガル公園と展覧

会をつなぐ道のようなものを僕たちがデ
ザインすることになるだろうし、逆に分断
させ距離を置くことで、勝手にコロガル
公園に来た子どもたちが融合させてしま
うかもしれない。予測不可能な行動をす
るのが子どもたちなので（笑）。これまでに
もYCAMの展覧会で、子どもたちが作品
に対して予想しなかった見方をすること
がありました。そういったことが実は作家
の次の創作につながることがある。
山岡　exonemoの展覧会では、作品の一
つに「古墳」を作るという話があります。
コロガル公園で遊んでいた子たちがその
作品を観て「お墓」だと分かったとき、そ
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P R E S E N T
YCAMオリジナルグッズを
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（●A の
場合はサイズも）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、
4月30日（月・休）までにハガキ（当日消印有効）・FAX・
e-mailでご応募ください。

●A  YCAMオリジナル
 Tシャツ（3名）

  サイズをS、M、Lからお選びください。
※色はお選びいただけません。

●B  YCAMオリジナル
　 てぬぐい（3名）

  ※色はお選びいただけません。

【あて先】 〒753-0075  山口市中園町7-7

（公財）山口市文化振興財団
「any vol.104 特集プレゼント」係
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。

 「コロガル公園コモンズ」
2018年7月21日（土）～10月28日（日）
会場：山口情報芸術センター　スタジオB
［料金］無料

exonemo×YCAMキュレーション
「メディアアートの輪廻転生」
コロガル公園と同時期に開催する展覧会。こちらもお楽しみに!

2018年7月21日（土）～10月28日（日）
会場：山口情報芸術センター　ホワイエ ほか
［料金］無料

こでいきなり祈り始めるかも。
田吹　やりそうです（笑）。お祈りごっこと
か、お祈り祭りとか。
菅沼　祈るという行為が遊びになり、そ
こに大人が引きずり込まれるかもしれな
い。合理的な積み立て式の考え方ではな
かなか発生しないようなことが起こるこ
とで、そこから大人も学ぶことがあるん
じゃないかと思います。
田吹　遊びって全然合理的じゃないん
ですよ。やり方に正解がないからこそ頭
と身体をフルに使って試行錯誤する。コ
ロガル公園ではそんな子どもたちの様子
を間近に感じられて、心地よかったです。

◎布の概念を超えるもので面白かったです。 （30代女性　「布のデミウルゴス─人類にとって布とは何か?」より）

◎色々な写真を組み合わせた「どうにも僕の意思とは…」が特に気に入った。 （30代女性　「山口盆地考2018.....吹き来る風が .....」より）

◎友達の大切さが子どもでも分かるような内容で、とても楽しめました。 （劇団うりんこ「ともだちや あいつもともだち」より）

◎色々なジャンルの素晴らしい曲が聴けて本当に幸せなひとときでした。 （20代女性　「山口きずな音楽祭vol.9」より）

アート作品を観るとき、大人は「誰が作っ
て、どういう意味があって」と順序立てて
考えてしまうけど、コロガル公園のような
非合理的で混沌とした場を体験した後
は、そうじゃない見方ができるかもしれな
い。新しいものの見方を身体から得ると
いう経験を、もっと大人にもしてもらいた
いと感じていたので、exonemoの展覧会
とコロガル公園の間に、その混じり合い
が出てくるのではと、わくわくしています。

大切なのは 
どうやって続けていくか

「コロガル公園」以外にも様々な事業を

されていますが、どんなことを大切にさ

れていますか?

山岡　これまで1年に1・2回しかできてい
なかったワークショップを定期的に行おう
と、昨年から始めた「未来の山口の授業」
では、“味覚”をテーマにしたものや、バイ
オテクノロジーを扱った新作ワークショッ
プに加えて、「感覚アスレチック」「コトバ身
体」などおなじみのワークショップも実施
します。ほかにはYCAMをツアー形式で
見ていただく企画も考えています。施設見

学をしながらYCAMが開発したツールを
色々体験できる仕組みになっています。こ
れらの体験を通じて、YCAMの考えや理
念を感じてほしいと思います。
菅沼　いま大切なのはどうやって続けて
いくか。YCAMでは常に学校のような学
びと創造性が体験できるような状況を作
りたいと思っています。コロガル公園もそ
の一つで、ずっと続けることで何かおもし
ろい人材が生まれる土壌を作ることがで
きる。文化を作るというのはおそらくそう
いうことを指すのだと思います。100年計
画でしっかりと考えていかないと意味が
なく、単発のイベントだけを助成金だの
みで、そのときだけのお金の回りかたで
やっていくと、長いスパンでみたときに何
も形成していないことになってしまう。よ
く考えられずに作られた規制やルールに
従うのではなく、規制する方もされる方も
しっかりと考え、状況によっては自分たち
で変えてしまえるような社会のほうが豊
かです。コロガル公園がずっとあること
で、その理念が子どもたちから、そしてそ
の親たちから社会全体まで共有できるよ
うになる。山口で50年以上コロガル公園
を続けていくためにはどうすればいいの
か、考えていかなければいけません。

［中央］ 菅沼 聖　SUGANUMA Kiyoshi
1982年生まれ。愛知県出身。岐阜県立国際情報科学芸術ア
カデミー（IAMAS）卒業後、2009年にYCAMのスタッフに着任。
オリジナル・ワークショップの開発やファシリテーション、「コロガル
公園」シリーズの制作など、教育普及事業全般および地域資
源の活用に関する研究開発プロジェクトの企画を担当。

［右］ 山岡大地　YAMAOKA Daichi
1987年生まれ。島根県出身。山口大学在学中よりYCAMに

サポートスタッフとして関わる。2013年の企画「コロガルパビリ
オン」でプレーリーダーを経験。2014年YCAMスタッフに着任。
オリジナル・ワークショップのファシリテーションや、「コロガル公
園」シリーズの制作などを中心に、教育普及事業全般を担当。

［左］ 田吹東悠　TABUKI Ayu
1991年生まれ。山口県出身。山口大学在学中よりYCAMのサ

ポートスタッフとして、「コロガル公園」シリーズをはじめとする教
育普及プログラムの補助に従事。2017年YCAMスタッフに着
任。小中学校での取り組みのコーディネートや、サポートスタッフ
の指導／育成などの教育普及事業全般を担当。
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山口きずな音楽祭 vol.9「中也をうたう」
2017年12月25日
会場：山口市民会館　大ホール

毎年クリスマス時期に山
口市民会館で行われてい
る「山口きずな音楽祭」。9
回目となったコンサート
では、4度の出演を果たし
いまやこのコンサートに

欠かせない存在となっている男性ボーカル・ユニット
LE VELEVETSのほかに、ソプラノ歌手・辰巳真理恵、
元劇団四季のメンバーであり歌手の中井智彦が初登
場。「中也をうたう」をテーマに山口のクリスマスを華
やかに盛り立てた。なかでも、中也を題材に各地でパ
フォーマンスを行っている中井はダンサーとともに
出演し、中也の詩がもつ魅力を音楽とダンスで表現。
その新鮮な感覚に、多くの聴衆が魅了された。

中井智彦 （表現者・歌手・俳優）

きっと中也も笑いながら観てくれたと思います。

中井智彦　NAKAI Tomohiko

神奈川県出身。東京藝術大学卒。元劇団四季。2007年「レ・ミ
ゼラブル」でデビュー。圧倒的な表現力と歌唱力で舞台やラ
イブを中心に活動中。16年に企画構成・演出・作曲を手がける
独り舞台「詩人・中原中也の世界」を発表。主な舞台に「オペラ
座の怪人」（ラウル）、「美女と野獣」（野獣）、「ひめゆり」等。

詩人・中原中也に魅了され、中也を題材にしたパフォーマンスを各地で行っている歌手の中井智彦さ
ん。昨年12月25日、山口市民会館で開催された「山口きずな音楽祭」にLE VELEVETSや辰巳真
理恵さんとともに出演し、「中也をうたう」をテーマに素晴らしいステージを披露されました。中也生誕の
地である山口でのコンサートは中井さんにとってどのような経験となったのでしょう。
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中也の詩が 
色とりどりの声にのせて蘇る。

詩の朗読を好み、よく人前

で披露していたという中原

中也。そんな中也の誕生日

を祝う、毎年恒例のイベント

「空の下の朗読会」を中原

中也記念館の前庭で開催

します。第1部は自由参加

の朗読会。好きな詩・オリジ

ナルの詩などお気に入りの

詩を携え、集った仲間たちと

朗読をとおして中也に親しみ

ましょう。第2部はゲストミュー

ジシャンによるミニライブ。今

年は、詩と音楽のコラボ集団

“VOICE SPACE”から4名

が登場します。うららかな春

突然のアメリカ駐日大使の訪問
いまから2年前の2016年5月29日、突如YCAM

に現れた当時のアメリカ駐日大使キャロライン・ケネ
ディさんとご主人。オバマ前大統領の歴史的な広
島訪問の直後に、お忍びで山口を旅行されたよう
で、この日レストランスペースで行われていたプロジェ
クト「YAMA KITCHEN」でほかのお客様と一緒に
お茶やお菓子を召し上がっていました。そのあとでス
タッフがお声かけして、館内をご案内することに。子
どもたちを対象に開催していたワークショップや半月
後にオープンを控えていた子どもたちに大人気の公
園「コロガルガーデン」の準備の様子などをご覧い
ただきました。YCAMのことはアメリカの友人を通じ
て知っていたとのこと。スペシャルなお客様のサプラ
イズ訪問にYCAMスタッフはドキドキの1日でした。

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!

観た作品 「オン・ザ・ミルキー・ロード」

（2016年／セルビア=イギリス=アメリカ／125分）
［監督・脚本・出演］エミール・クストリッツァ

©2016 LOVE AND WAR LLC

観た人 村田 敦（ベジタブル喫茶ToyToy店主）

観た日 2018年1月21日、27日

監督自ら演じるコスタが巨大かぼちゃを2個抱えて踊るシーンが笑える。これ
だけで観る価値あり。意外と多い「映画の変なダンス」に着目して観ると映
画がもっと面白くなる! そして笑ってばかりはいられない壮大な愛のストーリー。
ラストで叩きつけるように登場するタイトルには思わず涙が。

─藝術を衰褪させるものは、固定観念であ

る。中原中也の論文「藝術論覚え書」の

一節です。中也の詩はもちろんのこと、この

論文にある藝術への熱い想いに感化され

ました。「中也を演じたい」という想いから、こ

れはもう自分で創るしかないと劇団四季を退

◎AIDJがだんだん可愛らしく感じるのが不思議で楽しかったです。 （30代男性　「AIDJ vs HumanDJ」より）

◎ダンスを360°全方位から見てみたいと思うことはあったが、自分自身がその中心から見られるのは面白い。 （「The Other in You─わたしの中の他者」より）

◎順路の地図があるのが散歩しているようで面白かった。 （20代女性　「中原中也の散歩生活」より）

◎着眼、着想、展示が創造的で今後も期待します。 （70代以上男性　「布のデミウルゴス─人類にとって布とは何か?」より）

◎たくさんの作品の中也を見ることができ、感動です。 （30代女性　「コミックのなかの中也」より）

◎これから来年2月の本公演まで、舞台がどのように作られていくのか興味深いです。 （「イスラエル・ガルバン　オープンスタジオ」より）
◎取り組みが網羅的に分かる機会でよいと思いました。 （40代男性　「HELLO,YCAM!」より）

◎子どもが最初から最後までとても楽しそうな表情で観ていて、私も嬉しくなりました。 （劇団うりんこ「ともだちや あいつもともだち」より）

寒い冬があけ、
春一番のお便りは?

団し、作曲・構成・演出を手がけた独り舞台

を一昨年発表しました。中也の詩を読めば

読むほど、自然とメロディが湧き上がってくる

んです。中原中也記念館では貴重な資料

も見せてもらい、新たな刺激を受けました。

昨年は生誕110周年・没後80周年の節目。

亡くなった鎌倉での自主公演を決めた後に

「山口きずな音楽祭」のお話もいただき、念

願叶って中也の故郷・山口でも中也を演じ

ることができました。中也が暮らした故郷の

風を感じ、中也が歩いた道を歩き、中也とし

て舞台に立つ。とても幸せな時間でした。きっ

と中也も笑いながら観てくれたと思います。

また山口で舞台に立てるよう頑張ります。

 「ザ・スクエア 思いやりの聖域」
（2017年／スウェーデン=ドイツ=フランス=デンマーク／151分）
［監督・脚本］リューベン・オストルンド　［出演］クレス・バング、エリザベス・モス、ドミニク・ウェスト、テリー・ノタリー

YCAMを訪れた時のキャロライン・ケネディさん

壬申の乱を背景にした歴史児童文学。と
かく弟大津の引き立て役にされがちな草
壁王子と、奴の身分に落とされた孤高の
少年（架空の人物）の二人が主人公です。
生活の細部をリアルに描く筆力と人間観
が大好きで、図書館で借りて全文書き写
し、のちに偕成社文庫を買い、ついには神
田の古書店で単行本をゲットしました。
和木浩子 （山口市立中央図書館 職員）

  『炎のように 鳥のように』
作者名：皆川博子
発行年：1993年
出版社名：偕成社

こと。どちらも共感を呼ぶ感傷的な内容ではな

く、物議を醸すようなエッジの効いた内容にし

たことで、当事者たちの予想をはるかに超えて

世間の怒りを買うことになります。

他人に無関心でメディアに操作されがちな現

代社会に一石を投じる、傑作悲喜劇をお楽し

みください。

村岡由佳子 （YCAM シネマスタッフ）

タイトルの「ザ・スクエア」は地面に正方形を描

いた参加型アートで、その中ではすべての人が

平等に権利を持ち、公平に扱われる、「思いや

りの聖域」として登場します。本作は、スウェーデ

ンの現代美術館を舞台に、順風満帆に生きる

キュレーター、クリスティアンが、持ち前の正義

感によって自らの人生を狂わしていく様子をユー

モアたっぷりに描いた、第70回カンヌ国際映

画祭の最高賞・パルムドール受賞作品です。

物語の鍵となる出来事はふたつ。クリスティア

ンが盗まれた携帯と財布を取り戻すためにチ

ラシを配ったこと。そして、彼が企画中の展示

「ザ・スクエア」をPRするために動画を流した

photo: 畑谷友幸

5月29日

2018年6月22日（金）より上映
※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・特別割引・25歳以下 800円

私が手帳を持ち始めたのは、社会人になってから
のことでした。最初の頃の手帳がどんなものだった
か記憶が定かではありませんが、電子手帳を使っ
たときのことはよく覚えています。備え付けペンで
画面上に字を書くと、文字変換されるので、便利で
したが、瞬時に見たいところに行けないストレスと、
少し重かったことを記憶しています。それから山口
県民手帳に変え、統計資料編、名簿編、生活編と
あり、重宝し長年愛用し続けてきました。昨年から、
県民手帳の倍の大きさの手帳を書店で購入するよ
うになりました。若者のようなスマホ利用は自分に
は向かず、いまの手帳が一番ぴったりきます。

藤井正彦（山口市民会館 館長）

「手帳」

黄木 透（テノール）

中村裕美（作曲・ピアノ）

豊田耕三（アイリッシュフルート）

関口将史（チェロ）

YCAMが15周年を迎えます。
開館15年目を迎える今年は、子どもたちに大

人気だったコロガル公園や未来の運動会と

いったおなじみの企画から、新たな表現を探る

シネマや新作展覧会といったイベントが盛りだく

さん。お薦めは秋に行われる「国際ラボミーティ

ング」。国内外のラボからゲストを招くシンポジウ

ムを中心に、ワークショップ、パフォーマンス、映

画上映、さらには同時期に開催中の展示とも

連携する、まさにYCAMがギュギュっと凝縮さ

れた3日間なのです! 今年も要チェックですよ。

空のもと、中也の詩がどんな音楽にのって響き

渡るのか楽しみです。また、同日夕方からは、別

会場で中也賞の贈呈式や記念講演も行われ

ます。ぜひ、こちらもご参加ください。

中原中也生誕祭「空の下の朗読会」
2018年4月29日（日・祝）
12:30～15:00 （詩の朗読希望者は12:00より受付）

会場：中原中也記念館　前庭
          （雨天の場合、湯田温泉ユウベルホテル松政）
［ゲスト］VOICE SPACE
［料金］無料 （当日は、記念館への入館料も無料）

第23回中原中也賞贈呈式＆記念講演
2018年4月29日（日・祝）
16:00～16:30  贈呈式
17:30～18:30  記念講演
「中原中也の愛」（太田治子／作家）
会場：湯田温泉ユウベルホテル松政
［料金］無料 

昨年の「空の下の朗読会」の様子

©2017 Plattform Produktion AB / Société Parisienne de Production / 
Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS
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◎一人ひとりのキャラクターがとても魅力的で大人も惹き込まれました。 （劇団うりんこ「ともだちや あいつもともだち」より）

◎クワイアとして参加し、客席で見る以上に楽しませてもらいました。 （50代女性　「山口きずな音楽祭vol.9」より）

◎描きおろしイラストなどがあってとてもテンションが上がりました!  （20代女性　「コミックのなかの中也」より）

◎数日で作られたものとは思えない完成度で観ることができて光栄でした。 （40代女性　「イスラエル・ガルバン　オープンスタジオ」より）
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◎切手やパンフレットなど、具体的に当時の風物を知ることができた。 （20代女性　「中原中也の散歩生活」より）

◎トークセッションに参加し、ずっとやりたかった夢を思い出すことができ、久々にわくわくしました。 （20代女性　「HELLO,YCAM!」より）

◎出演者のみなさんが自分の演奏をとても丁寧に心を込めて届けようとしている想いに溢れていた。 （50代女性　「山口きずな音楽祭vol.9」より）

◎自分の体、身体感覚を一旦リセットされる圧倒的な内容でした。 （40代女性　「The Other in You─わたしの中の他者」より）




