blanClass 2013 April − May

ろと周 辺 の 嵐 に 巻 き

込まれてしまった感 のある
blanClass。嵐の後に気を取り直し

に
アン ソ ロ ジ ー

て初心に戻り、またノージャンルでさまざまなアーティストをおよびしたい。
そこで今年度、特に力を入れようと思っているのが、結構身近に多いのに、なか
なか来ていただけなかった絵を描く人々。画家によるワンナイトイベントは、画業に

向き合う作業になるか？ 絵画とは別のアプローチになるのか？ 何人呼べるのか今
のところは見当もつかないが、その内容には今から興味津々だ。
そのほかにもいろいろと挑戦していきたいのだが、
まずは、たまってきたアーカイブのな

かから、2人の写真家、鷹野隆大と秦雅則が3回におよんで展開した対談をまとめた本と、

多田正美（音楽家）
、鈴木理策（写真家）を中心に何人かのアーティストが恊働して制作

したパフォーマンスをおさめたDVDを発行する。そしてそれらの発表を兼ねてBankART

Miniに2週間の出張をすることにした。
BankART Mini では 鷹野隆大＋秦雅則2人展を開催。関連のトークイベントや多

田正美、中川敏光 のパフォーマンスイベント、昨年末 からはじめた拡張計画も
一緒に出張（その間は井土ケ谷は完全休業）するので、出張全体がアンソロ
ジー（撰集）になっている。

拡 張 計 画 でも 毎 週 刺 激 的 なお 話 しがそれ ぞ れ に 展 開 していて 、
今 後 はこれらトーク＆レクチャーシリーズも 随 時、文 字 化してい
けたらなぁと、思案している。

小林 晴夫

ブランクラス
Live Art & Archive
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休み
ＢＣ写真大学

真夜中の
CAMP #5

st.23:30
¥1,200・学¥1,000

休み

松原 壮志朗

op.18:00/st.19:30
¥1,200・学¥1,000

休み
吉川 陽一郎

op.18:00/st.19:30
¥1,200・学¥1,000

Anthology #1 at BankArt Mini
杉田 敦

［写真か？］
nano school #6 出版記念トーク
st.19:30
鷹野 隆大
¥1,200・学¥1,000
秦 雅則

眞島 竜男
DSN #5

st.19:30
¥1,200・学¥1,000

杉田 敦

nano school #7

st.19:30
¥1,200・学¥1,000

河口 遥

op.19:00/st.19:30
¥1,000・学¥800

荻野 僚介

op.18:00/st.19:30
¥1,200・学¥1,000

st.19:30
¥1,200・
対談集つき¥2,500

鷹野 隆大＋秦 雅則［写真か？］展

同時開催：BC写真大学修了展

11:00－19:00 入場無料

CAMP

眞島 竜男

st.19:30
¥1,200・学¥1,000

st.19:30
¥1,200・学¥1,000

translations #5

DSN #4

［２つの祭りをめぐって］
発行記念パフォーマンス
多田 正美
中川 敏光

飯島 剛哉 展覧会

12:00－19:00 無料

CAMP

translations #6
st. 19:30
¥1,200・学¥1,000

飯島 剛哉
パフォーマンス

st.19:30
¥1,000・学¥800

st.19:30
¥1,200・
DVDつき¥2,500

休み
真夜中の
BC写真大学
修了展
公開講評会

CAMP #6

st. 23:30
¥1,200・学¥1,000

13:30 ‒
入場無料

USTREAM にてイベント + 公開インタビュー絶賛生放送中 !!
放送の有無は blanClass の公式サイトでご確認ください

Illustration ＝ 安部 祥子 ｜ Photo ＝ 波多野 康介 ｜ Design ＝ 浅野 豪

嵐の後

昨年度はいろい

#1 at BankART Mini
毎週土曜日 は 、Live Art ＋ 公開 インタビュー 。ワンナイト
完結 の 、どんなことでもありのアートイベント。
おいしい軽食（無料）、飲物（有料）をご用意しております。

金 曜 日 の 拡 張 計 画 は 眞 島 竜 男、杉 田 敦、CAMP に よる、
トーク & レクチャーシリーズ 。月1回 のペースで 連続しつつ
も 1回1回 が 読切りの 面白さ、毎回刺激的 な内容で 展開中!
どこを切っても違った面白さがあるので、途中参加も気にせず、
ドシドシ参加してください。

対談集『写真 か ?』、DVD『2 つの 祭りをめぐって 』の 発行 を
記念して BankART Mini に 2週間完全出張します。
会期中は 鷹野隆大＋秦雅則『写真 か？』展、Live Art、拡張
計画もすべてBankART Mini にて行います。

※4/19［ナノ・スクール］
、4/25 CAMP［translations］
、4 / 2 6 眞 島 竜 男［DSN］は BankART で 行 います

4.6［土］
｜人形劇（仮）

4.5［金］
｜真夜中の CAMP

松原 壮志朗［人形劇（仮）
］
open 18:00

start 19:30

［これからのなにか ? #5］

¥1,200・学生¥1,000

23:30− ¥1,200・学生¥1,000（要予約）

2009年より、松原壮志朗が毎回編成の変わるライブ演奏とともに上演してきた人形劇。 気になっていることやモヤモヤしていることについて、ゆっくりと時間をかけて考えるた
めのイベント、明るくなるまで議論します。テーマや詳細は blanClass やCAMP のサイトで。
ブランクラスでは数年ぶりに新作を発表しようと考えております。
http://ca-mp.blogspot.jp/
4.13［土］
｜アクション

open 18:00

start 19:30

¥1,200・学生¥1,000

ストーリーはなく、身体そのものを見せるのでもなく、短い言葉を身体でなぞる。そのアク
ションが次のアクションをひきだす。アクションは言葉となって私に帰ってくる。初めて出

会うように。言葉は繋がり、そしてまた次のアクションへと繋がる。
私が、よく見える、見える、よく見えない、少しだけ見える、見えない、といった様々な状態
で、テーブル上にある100個くらい（未定）の金属のサイコロを動かし続けます。私の手と
サイコロの関係が見えていること、見えていないことによってどの様に変化するのか? 見る
こと以外で、物事を発見することはできるのか? 挑戦してみたいです。

会場：BankART Mini

吉川 陽一郎［卓上ピラミッドの造り方］

4.19［金］
｜杉田 敦 ナノ・スクール

［ナノ・スクール《nano school》#6］
start 19:30

¥1,200 ／学生¥1,000

疑ったことを、いろいろと実験してみること。例えば、blanClass のある井土ケ谷
で 起こった歴史的事件を実際 に体験して、知識と実際との 違 いを体験してみ
るということ。つまりそれは、理性の新しい在り方そのものの実験でもあるはず。
facebook で伝えられる、体験型の宿題もあるよ！（facebook：nanoschool）
2012.6.16

4.25［木］
｜CAMP translations

定価: ¥1,500（予定）

¥1,200・学生¥1,000（要予約）

日本語以外を話す人とも通訳を介しながら、
「戦争について」複数の言語で話し
合います。詳細は blanClass やCAMP のサイトで。http://ca-mp.blogspot.jp/

［DSN #4｜フィールドからオブジェクトへ：近代美術館］
¥1,200・学生¥1,000

戦前・戦中の日本における近代美術の主要なフィールドだった諸公募展覧会が、
神奈川県立近代美術館（1951年開館）や東京国立近代美術館（1952年開館）に
代表される戦後の美術行政によってどのように変化したのかを論じます。

2010.8.21

吉川 陽一郎 ［Relief in me,Relief in you］

5.11［土］
｜ワークショップ

河口 遥［あなた］
open 19:00

start 19:30

¥1,000・学生¥800

相手の首に手をかけるというセクシャルであり暴力的でもある行為を通じて、相手を観
察し、感じ、そして言語化する。そのようなやり取り（対話）のあとで、その相手のために
料理（サンドイッチ）を作って振る舞い、食べる。食べるとき、終始感じるのは料理の味
ではなく、相手への感情を剥き出しにした自分。

5.18［土］
｜絵画

荻野 僚介［観念しました、何かやります（仮）
］
open 18:00

start 19:30

¥1,200・学生¥1,000

今年度のブランクラスは画家を多く呼びたいそうです。わかりました。絵描きなら誰もが
避けたいであろうあの場、まずは私が乗り込みましょう。人柱になりましょう。
（しかし何
をやったものか。絵画の、いや抽象絵画を…、いやはや困った困った）

飯島 剛哉［マレビッチがオリジナルからバリエーションを作る。
私がそのバリエーションをオリジナルに戻す。
］
5.23［木］
−5.25［土］
｜展覧会

12:00−19:00

5.25［土］
｜パフォーマンス start 19:30 ¥1,000・学生¥800

マレビッチは「0.10

Last Futurist Exhibition（1915）
」においてブラックスクエアとその
バリエーション、計20枚のペインティングを展示しました。私は、カメラ（レンズ）
、プリ
ントの技術を用いて、マレビッチが行った「オリジナルからバリエーションへ」の作業を
なぞります。次に「バリエーションからオリジナルへ」と元に戻す作業を、新たに行いま
す。一連の作業の中で、拡散した全てのバリエーションを公正に扱い、それらの視点か
らオリジナルへの距離、時間を考えます

発行日: 2013年4月18日

2011−2012年、blanClass で、気鋭 の 写真家、鷹野隆大、秦雅則による2人展と対談
が 3回におよんで行われた。2人の言葉は、異なる世代のせいか？ 違う位相の価値観が、
あくまでもパラレルに「写真」をめぐる。しかし結果的に現在の日本の状況そのものを

4.26［金］
｜眞島 竜男レクチャーシリーズ
start 19:30

あぶり出している。そこで 3回分を丸ごとおさめた、写真を拠点にした希有な対話集を

発行する。

4.18［木］─29［月・祝］
｜写真展

鷹野 隆大＋秦 雅則［写真か ?］展
11:00−19:00

入場無料

※DSNとは「どうして、そんなにも、ナショナルなのか？」の略、ナショナルなものの
視点から近・現代美術を問う連続レクチャー。

同時開催: BC写真大学修了展／加田 メグミ／宮澤 響

4.29［月・祝］

4.20［土］
｜対談集『写真か ?』出版記念トーク

BC写真大学修了展公開講評会
講師：秦 雅則、調 文明（写真史研究／写真批評）、
村越 としや（写真家） 出品者：加田 メグミ、宮澤 響

start 13:30

展示とトーク vol.3［写真の］

対 談 集｜鷹 野 隆 大＋秦 雅 則［ 写 真 か ? ］出版

［戦争について #5］
start 19:30

鷹野 隆大 × 秦 雅則

鷹野 隆大＋秦 雅則［写真か ?］
start 19:30

入場料¥1,200・対談集つき特価￥2,500

入場無料

5.10［金］
｜眞島 竜男レクチャーシリーズ

［DSN #5｜新しき土: 満州というフィールド］
start 19:30 ¥1,200・学生¥1,000

アーノルド・ファンク／伊丹万作による国策映画『新しき土』
（1937年）を参照しながら、

＝
「満州」が1930〜1950年代の日本近代美術に与えたインパクトと、それに
「新しき土」
よって形づくられた「ナショナル」なものについて考察します。
※DSNとは「どうして、そんなにも、ナショナルなのか？」の略、ナショナルなものの視点
から近・現代美術を問う連続レクチャー。

5.17［金］
｜杉田 敦 ナノ・スクール

［ナノ・スクール《nano school》#7］
start 19:30

¥1,200・学生¥1,000

疑ったことを、いろいろと実験してみること。例えば、blanClassのある井土ケ谷で起こった
歴史的事件を実際に体験して、知識と実際との違いを体験してみるということ。つまりそ
れは、理性の新しい在り方そのものの実験でもあるはず。facebook で伝えられる、体
験型の宿題もあるよ！（facebook: nanoschool）

多田 正美 ＋ 鈴木 理策［西浦の田楽］

DVD｜多田 正美＋鈴木 理策［２つの祭りをめぐって］発行
定価：¥1,500（予定）

発行日：2013年4月18日

多田正美、鈴木理策、それぞれの表現に大きな意味を持つ 2 つの奇祭、
「西浦の観音様

5.24［金］
｜CAMP translations

のお祭り」
（静岡県西浦地区）、
「お燈祭り」
（和歌山県新宮市）を地続きの文化として

［戦争について #6］
start 19:30

2011.10.29

交換してみようという企画の第1弾。2011年「新・港村」にて、中川敏光、伊藤啓太、柿

¥1,200・学生¥1,000（要予約）

ハンドルドライブと舞いびと達とともにコラボレートされたパフォーマンスと2 つのお祭り

日本語以外を話す人とも通訳を介しながら、
「戦争について」複数の言語で話し合います。
詳細は blanClass やCAMP のサイトで。http://ca-mp.blogspot.jp/

をめぐる道中のインタビューをおさめたDVD。

4.27［土］
｜DVD［２つの祭りをめぐって］発行記念パフォーマンス

多田 正美［お燈祭り］
、中川 敏光［Benefit/Cost/Electronics｜
ビー バー シー バー エレクトロニクスの音楽］
アフタートークゲスト：鈴木理策（予定）
start 19:30

2013.2.28 CAMP

入場料 ¥1,200・DVD つき特価¥2,500

translations［戦争について#3］

5.31［金］
｜真夜中の CAMP

［これからのなにか？ #6］

23:30− ¥1,200・学生¥1,000（要予約）

気になっていることやモヤモヤしていることについて、ゆっくりと時間をかけて考えるた
めのイベント、明るくなるまで議論します。テーマや詳細はblanClass やCAMP のサイトで。

http://ca-mp.blogspot.jp/

アクセス：京浜急行線ー品川駅から約35分,横浜駅から約15分

京浜急行［井土ケ谷駅］
（横浜駅から普通下り5駅）改札出て正面の信号をわ
たりすぐを左折、1つ目の交差点を右折、2つ目の角を左折、三井のリパーク後ろ、

blanClass看板がある細い段々を上がって右の建物2階

出張会場 4.18−4.29：
BankART Studio NYK 1F / BankART Mini
6出口［赤レンガ倉庫口] 徒歩4分
アクセス：横浜みなとみらい線「馬車道駅」
〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 BankART Studio NYK
TEL: 045-663-2812 FAX : 045-663-2813
主催：blanClass

協力：Yumiko Chiba Associates、Zeit-Foto Salon

内容に関するお問い合わせはメールにてblanClassまでお願いします。
blanClass Mail: info@blanclass.com

