るし、「リレーショナルな感じ」みたいに流行ってしまうのもどうかと思う。
「アート」の立ち位置が安定していると
思い込んで、自身の領域への批判が足りなければ、なにを問題にしたところで、結局は「アート」を装うモチーフに
しか見えない。個々の問題を自分が拠点にしている専門から眺めた上で、切り分けてしまったら、結局はゲームに偏っ
てしまうだろう。一番切実な問題とは、簡単には分けることができないような事柄のはずなのだ。

Live Art on Every Saturday and more

東京都現代美術館の「MOT アニュアル 2016 キセイノセイキ」を見て、またその展覧会をめぐって物議を醸している
ことについて、改めて「アート」の立ち位置が悩ましいものに思えてきたので、ついこんなことを書いてしまった。

に考えている。だいぶ前から、海外との比較があっての発言なのだろう、東京で活動しているアーティストたちが「こ

かといって、「アート」を投げ出してしまったら元も子もない気がするので、
「アート」を拠点に考えるのだけれど、

見てもわかることだが、個人からの真摯な態度ほど、権威からも市民からもなぜか忌み嫌われるところがある。発信

誰も「アート」の上に立っているわけでもないことを改めて確認したい。タイトルには仮に「art‒life balance」とし

者である個人もまた、自身の中に保守や幼稚さを抱えていて、しっかりとした態度に踏み切れないのかもしれない。

てみたが、「work-life balance」が示す意味以上に、いろいろな難問を地続きなこととして、生きていく方法を考えて

そんな態度は、大勢を占めるムードに簡単に回収されてしまい、大抵はへこたれてしまう。

いくべきだと思うのだ。

その上「アート」なるものが、とても曖昧な概念なので、世の中に厳然と存在している問題を触れようとしても、今

6 月、7 月には、その「キセイノセイキ」にも出品しているアーティストから藤井光、
橋本聡が出演してくれることになっ

度はその曖昧な「アート」のなかに回収され、評価のなかに埋没してしまうから、とうとう届くべきところに届かない。

ている。それほどの意図があるわけでもないが、モヤモヤしているだけでもいけないので、もう少し先に歩みを進め

そればかりか、
「アート」は、それを好む人にとっても、好まぬ人にとっても、特別なものとして祭り上げられてしま

てみたい。

んだけれど、アートのためだけに生きるぐらいなら死んだ方がましというものだ。

いがちだから、なおのことたちが悪い。大昔であれば、そういう高みがあってこそ、権威とも対等の位置から物申す
小林晴夫

ことが可能だったのだろうが、そういう古い図式を反省もせずに引き継いでいることこそが保守の姿勢に違いない。

アクセス

ブランクラス Live Art & Archive
〒 232-0006

井土ヶ谷駅はエアポート急行も止まります。

〈品川から京急の場合〉京急蒲田でエアポート急行（横浜方面）に乗り換えて井土ヶ谷駅下車。約 30 分
〈横浜から京急の場合〉下りエアポート急行で 2 つ目（約 8 分）
、普通で 5 つ目（約 11 分）
、
井土ヶ谷駅下車。

横浜市南区南太田 4-12-16-2F info@blanclass.com

http://blanclass.com Twitter ／ facebook：blanclass

スタッフ：小林晴夫（ディレクター） 安部祥子（+product）野本直輝（ウラブラ） 宮澤 響（ウラブラ）

京浜急行 [ 井土ケ谷駅 ] 改札出て正面の信号を渡ってすぐ左折、
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、白い blanClass 看板がある細い段々を上がって右の建物 2 階。

奥 誠之

渡辺美帆子

企画 野本直輝

コーディネーター
河口 遥

op. 18:30 / st. 19:30
￥1,500（ワンドリンク）

op. 19:00 / st. 19:30
￥1,600（ワンドリンク）

★月イチ

杉田 敦

★月イチ

藤井 光

杉田 敦

st. 18:30
￥1,200 / 学￥1,000
（要予約）

百瀬 文

nano school #41 施術者：藤田純子

nano school #40 集合場所 / 時間 / 料金
未定

st. 18:30
￥1,200 / 学￥1,000
（要予約）

op. 18:30 / st. 19:00
￥2,000（ドリンク別）
定員15名（要予約）

CAMP

うつくしい雪

テーマ・料金・時間
未定

18:30 ー 20:30
18:30 ー 20:30
1 回 ￥1,500 / 2 回通 ¥2,500（要予約）

隔月 CAMP

ワークショップ 1

高橋耕平
op. 18:00 / st. 19:00
￥1,500（ワンドリンク）

ワークショップ 2

橋本 聡
公開制作
13:00 ー ¥500

op. 18:30 / st. 19:30
￥1,600（ワンドリンク）

公開稽古＋パーティー
18:00-20:00
¥1,800（ワンドリンク）

★月イチ

★月イチ

CAMP

CAMP

ゲスト：粟田大輔

ゲスト：粟田大輔

st. 20:00
予約 ￥1,000
当日 ￥1,200

st. 20:00
予約 ￥1,000
当日 ￥1,200

先月の話 2016.05

南雲由子／
野本翔平／
清野和彦

先月の話 2016.06

op. 18:30 / st. 19:30
￥1,200（ワンドリンク）

blanClass ステューデントアートマラソン vol.12 参加者募集

日程：2016 年 11 月 26 日（土）13:00 ～ 20:00（予定）

今年の春に名前を改めリニューアルしたステューデントアートマラソン。11 月 26 日（土）に開催する vol.12 の参加者を募集します。
現役学生であれば、専攻も問いませんが、マラソン形式なので、各組 10 ～ 20 分程度の発表時間を考えて、作品や行為のプランを練っ
てください。定員に達した場合は、次回のステューデントアートマラソン（開催日未定）へ振り分けることも考えています。学生のみ
なさん奮ってご応募ください。

応募資格：個人でもグループでも可。現役の大学、大学院、専門学校などに通う現役学生（専攻は問いません）。

会場：blanClass

定員：10 組

応募概要：必ずしもパフォーマンスである必要はなく、作品のフォーマットは自由ですが、各組 10 ～ 20 分程度の発表形式です。
それを踏まえてプランを出してください。また必要な機材は基本持ち込み、交通費・制作費は自己負担でお願いします。
応募方法：blanClass の公式サイトから応募用紙をダウンロード、必要事項を記入の上、メールまたは郵送にて企画プランを提出してください。
書類の形式、会場の使い方、注意事項など詳しい内容も公式サイトをご覧ください。
応募〆切：2016 年 9 月 25 日（日）必着（9 月末に参加者発表予定）

浅野 豪

芸術と、社会、歴史、政治を結びつけて活動していくことは、とても難しい。それは戦前戦中の芸術家たちの動向を

抜くと、雑務に追い立てられるようになってしまうというのだ。お金や生活のためだけに生きるのは、まっぴらごめ

ロゴ

art–life balance

の国で仕事や生活をしていると、なんでこんなにせわしなくなるんだ」と嘆くのをよく耳にする。ちょっとでも気を

安部祥子

話が横道に反れるようだが、最近はちょっと気が利いている大学生なら、自分の将来の「work-life balance」を真剣

blanClass 2016 June - July イラスト

芸術と、社会、歴史、政治を結びつけるといっても、絵に描いたようなステレオタイプのポリティカルアートでは困

Live Art

7.23［土］抽象直接行動

橋本 聡 《抽象直接行動 198 の方法（仮）》より 6 つの実施

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。
6 月、7 月の Live Art は、藤井光、うつくしい雪（河村美雪）が初登場。髙橋耕平は前回よりさらに改良したディベート方法を展開。百瀬文は
鍼師を招いて治療をする。橋本聡は現在進行中のプロジェクト《抽象直接行動 198 の方法》から幾つかの実践。4 度目の出演になる南雲由子は
政治家としては初出演。また通年のプロジェクト、河口遥企画のシリーズゲストは渡辺美帆子、シリーズ「◯◯のかたちを探す」ゲストは奥誠之。

「非暴力行動 198 の方法」（ジーン・シャープ『独裁体制から民主主義へ―権力に対
抗するための教科書』収録）を契機に、その「非暴力行動 198 の方法」
、自身の活動、
他者の活動から編集し、さらに新たな方法を加えるかたちで作成する《抽象直接行動
198 の方法（仮）》より 6 つ程の実施を予定しています。

open 18:30

6.4［土］トーク／ディスカッション／チャット
奥 誠之

★〇〇のかたちを探す｜ #2 ものがたり

7.30［土］トーク

ものがたりのために、生活したいな。

南雲由子／野本翔平／清野和彦

出演：奥 誠之／企画：野本直輝
作品の話をすることも、アート談義に花を咲かすことも、なんかしっくりこないここ
最近。ほんの 1、2 年前までは友達と互いの作品の話をしたくてうずうずしてたよう
な自分がなんでこうなったんだろう。このイベントでは「物語」をテーマにその理由
を探ろうと思います。
★ 〇〇のかたちを探す｜ #2

start 19:30 ￥1,600（ワンドリンク付）

橋本 聡《抽象直接行動 198 の方法（仮）》による展示
（M0T アニュアル 2016 キセイノセイキ , 東京都現代美術館）

政治となにかの間の

アーティスト等から選挙に立候補し、現在政治家として活動する 3 名が、なぜ政治家
になったのかや実際に活動して感じることを語ります。そこからアートと政治につい
て、その間にあるなにかについて blanClass と参加者のみなさんと考えます。
奥 誠之《Three Tracks（1964–2014）》展示風景
（MAKII MASARU FINE ARTS, 東京 , 2016）

open 18:30

start 19:30 ￥1,200（ワンドリンク付）
左から：清野和彦、南雲由子、野本翔平

ものがたり（隔月で 2 年間の予定）

いつの間にか理想像になっている言葉やイメージに、本当に必要とするかたちは見つけられるか？
このシリーズは、各回ごとに別のテーマでゲストをお呼びし、作品発表とトークを行い、さまざまな
概念に対する頑ななイメージについて参加者たちと一緒に考えたいと思います。

月イチ セッション

open 18:30 start 19:30 ディスカッション 20:30 〜
￥1,500（ワンドリンク付）

月
イ
チ
・

連続しつつも、1 回 1 回が読切りのトークセッション。毎回刺激的な内容なので、どこを切っても違った面白さがあります。
途中参加も気にせず、ドシドシ参加してください。

月イチセッション 予約方法

6.11［土］移動と観測
藤井 光

月イチセッションは予約が必要です。以下の内容をイベント前日までにメールにて送信してください。こちらからの返信を持って予約完了とさ
せていただきます。当日の場合でも準備がありますのでご予約をお願いします。なお定員に達した場合などお断りすることもございますので、

ロケーション・ハンティング

あらかじめご了承ください。
〈メールアドレス〉info@blanclass.com〈件名〉イベント名〈本文〉1）日にち 2）氏名 3）住所 4) メールアドレス 5）参加人数

ロケハンします。場所は常に未定です。記録の意思を持ってある特定の場所を観測に
行きます。

集合場所／時間／参加費：未定（要予約）
※集合時刻などが決まり次第、web などで告知します。

藤井 光《爆撃の記録》展示風景（M0T アニュアル
2016 キセイノセイキ , 東京都現代美術館）

6.18［土］
CAMP

杉田 敦

タイトル未定

2015.2.7
CAMP［代理トーク］佐々瞬個展会場にて
（Alainistheonlyone, 東京）

6.25［土］参加型パフォーマンス

水と油と人と物。相容れないモノたちのオピニオン。

「水と油」
、相容れない状態を表す際に用いる言葉。水と油、どちらが人間社会の中で
重要なポジションを築いているのかを互いが主張し対決する。相容れないものが接す
る際に引き起こされるエネルギーと、非人間的な物から人間へと向けられる主張を記
録する。
参加者は自分にとって重要とされる水と油の両方を持参し、そのどちらかを手に取り
イベントに参加。手にする物の人格となりテーマに沿ったディベートを行う。参加者
全てが声を上げディベートしないといけない訳ではない。水、油を持ったままそこに
居るだけでも参加は成立する。参加の途中、水から油へ、油から水へ、立場を変える
こともよしとする。

open 18:00

ぱぱぱ ぱぱぱ
ぱぱぱっぱっぱ

2014.12.13
髙橋耕平［発話する主体と転移をめぐって］

2016.4.15
nanoschool #38

井土ケ谷事件の当事者になってみるというスタートから、「協調／反駁／誤解」、「そ
こにそれはない、あるのかもしれないけれど」
、
「裸になること、左になること」とテー
マを替えて開催してきたナノスクール第 4 期は、
「ブッダに会ったらブッダを殺せ」
のタイトルのもと、権威から自由になり、自律性を保つための精神そのものについて
考えます。五日市憲法、文化学院、ホモ・ソーシャル連続体、イスラ・クラブ、グル
ジェフ、ゾロアスター教、シュタイナー、大逆事件、人間原理、安藤昌益、ブランショ、
セリーヌなどがテーマとなります。指摘しやすい権威のみならず、ときにそれを糾弾
するものの中にさえはびこっているはずの権威の本質を凝視め、考え、試み、挑みます。

start 18:30

￥1,200

学生 ￥1,000

6.30［木］トークセッション
7.28［木］トークセッション
CAMP

2016.05
2016.06

先月の話

前の月に起こった出来事について、ゲストを招いて考えます。詳細は blanClass や
CAMP のサイトで。

魔笛、的、テキーラ！
ぱぱぱぱぱぱぱぱ
ぱぱぱぱぱぱぱげーの

ゲスト：粟田大輔（美術批評）ほか
※ CAMP のサイトからでも予約できます。http://goo.gl/forms/SNvcllscqB

コーディネート：河口 遥

open 19:00

ナノスクール 第 4 期

※ナノスクールは完全予約制となります。 参加資格は、アート、あるいはそれに関連する分野
の専門家、あるいは専門家を目指す人とさせていただきます。

start 19:00 ￥1,500（ワンドリンク付）

ぱぱぱぱ ぱぱぱぱ ぱぱぱぱぱぱぱぱ
ぱぱぱっぱっぱ ぱぱぱぱぱぱぱげーな

ブッダに会ったらブッダを殺せ #4

また、現在開催中の《第 3 回イドガヤ・ビエンナーレ》
（2017 年 12 月 12 日まで開催中）
は随時振り返りながら、今後のあり方について考察していけたらと考えています。

7.2［土］カラオケスナック・TRPG・物語の上演
渡辺美帆子

ブッダに会ったらブッダを殺せ #3

極小の学校、《nano school》。知っていると思い込んでいることを可能な限り小さく
して、再び、本当の意味で知るために努力してみること。アートにとって重要だと思
われるそうした姿勢を、これからもいろいろ試していければと思います。

隔月 1 回のペースで Live Art に参戦している CAMP。これまでに「真夜中の CAMP」
を含めた３つの独立したイベントを同日に行なったり「30 時間 CAMP」や 5 泊 6 日
の「ホテル CAMP」など、回を増すごとに難易度が増す感もありますが、今回はど
んな企画がとび出すでしょう？ 詳細は時間、料金なども含めて追って blanClass や
CAMP のサイトなどで告知します。

髙橋耕平

6.10［金］スクールセッション
7.8 ［金］ スクールセッション

start 20:00

start 19:30 ￥1,600（ワンドリンク付）

予約 ￥1,000

当日 ￥1,200

2016.4.21
CAMP［先月の話 2016.03］

定員 30 名

※本イベントはオールナイトで行われますが、途中でのご入場・ご退場は自由です。
［魔笛、的、テキーラ！］ロゴ

blanClass membership

7.9［土］鍼治療
百瀬 文

blanClass では membership を募集しています。アーカイブを含めた blanClass の今後の活動、ひいてはアーティストの活動の下支え、
応援、ご支援、ご協力をお願いします。

鍼を打つ

あなたのからだをより善くするための鍼治療を行います。

このほど、これまでのメンバー制度に加え、お試しメンバーをつくりました。お試しメンバーは、これまで、何度も blanClass に来て
いる方から、あまり来たことがないけれど、お得に参加したいという方まで、幅広いニーズに向けて、お試しができるメンバーです。

施術者：藤田純子（鍼灸師）

open 18:30

start 19:00 ￥2,000（ドリンク別）定員 15 名（要予約）

※ベッドの用意が 5 台のため、治療は入れ替え制になります。

［鍼を打つ］イメージ

7.16［土］- 18［月・祝］レクチャーパフォーマンスのための公開制作とワークショップ

お試し メンバー
お試し

うつくしい雪（河村美雪） 学校が編んでいる（仮）

★ NEW

年会費

￥10,000

・メンバーカードを発行（1 年間有効）
・メールニュース配信
・Live Art ＆月イチセッションから 10 回分無料

「正規のメンバーではない私」がここで生き残ろうとしている。その時に編み上げら
れる心の構造を見る。ワークショップでは、インタビュー・ショウの手法を通して、
語りが物語に固められる過程の言葉から逃げたり構築したりする予定。
ゲスト：松田弘子（俳優）
16 日（土）18:30-20:30 ワークショップ 1［ルートから逃げながら道を作る］

入会方法
公式サイトの申込フォームからお申込みください。メールを受け取りましたら、こちらから振込先などお返事いたします。
blanClass にお越しの際に受付でも、現金のみでの対応になりますがお申込みいただけます。

《Migrating Books ｜移民する本》より
（B&B Book Store, 東京 , 2014）

17 日（日） 18:30-20:30 ワークショップ 2［過去が要請する手順と戦う］
1 回 ¥1,500 ／ 2 回通し ¥2,500（要予約）
18 日（月・祝）13:00 〜［公開制作］（入退場可） ¥500（日中の見学のみ）

スタンダード メンバー
ステューデント
シングル
ペア

年会費
年会費
年会費

￥10,000
￥20,000
￥30,000

・メンバーカードを発行（1 年間有効）
・2 ヶ月毎にチラシの郵送
・Live Art 入場無料（ワンドリンクつき）※ペアメンバーはお 1 人
ずつの入場も可
・月イチセッション メンバー割引
・blanClass の発行するレポートやグッズなどをメンバー価格

プレミアム メンバー
フレンド
フェロー

年会費 ￥50,000
年会費 ￥100,000

・スタンダード特典のすべて
・Live Art ご同伴者 1 名様もご招待
・blanClass の発行するレポートやグッズなどをプレゼント
・blanClass サイトに名前を掲載
・年 2 回のお茶会（ゲストあり）にご招待
・年 1 回のプライベートパーティーにご招待（フェローシップのみ）
サポート メンバー
ベネファクター
パトロン

年会費
￥250,000
年会費 ￥1,000,000

・スタンダード、プレミアム特典のすべて
・blanClass サイト、チラシなどに個人名および企業名を掲載
・blanClass に備品を購入、メンバーのネームプレートを取付ける。
・パトロンシップメンバーのみの特典は現在思案中

18:00-20:00［公開通し稽古＋フィードバックパーティー］ ¥1,800（ワンドリンク +α・要予約）

藤井光、百瀬 文、うつくしい雪、各イベントは予約が必要です !!
予約方法
以下の内容をイベント前日までにメールにて送信してください。こちらからの返信を持って予約完了とさせていただきます。当日の場合でも
準備がありますのでご予約をお願いします。なお定員に達した場合などお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。
〈メールアドレス〉info@blanclass.com 〈件名〉イベント名 〈本文〉1）日にち 2）氏名 3）住所 4) メールアドレス 5）参加人数

DVD ｜多田正美 w/ 鈴木理策［西浦の田楽］
オープン価格｜ blanClass ストアページ bproduct.thebase.in からもご購入できます。
音楽家、多田正美の表現に大きな意味を持つ奇祭、「西浦の観音様のお祭り」（静岡県西浦地区）を地続きの文化として
交換してみようという企画。2011 年 10 月 29 日「新・港村」にて、中川敏光、伊藤啓太、柿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「西浦の観音様のお祭り」の映像＆多田正美インタビューを収録。

