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blanClass Anthology #3
on TPAM Fringe 2018

浅野 豪

そもそも blanClass を始めた当初、ドンドン分裂と増殖を繰り返すジャンル天国な状況を目の前に、増えすぎたジャン
ル同士が少しでも混ざったり、これまでにないようなつながりが生まれたら面白いと思っていた。しかし当たり前のこと
なのだが、ジャンル化が進むのにも訳があるようで、そう簡単にはつながってくれない。接続するためには、また別に
必然性が必要ということなのだろう。
それでも続けていくうちに、美術系ばかりに偏っていた出演者の中にダンス系、演劇系がちらほらと増えて、その比率
も年々変化している。その流れの中で、ジャンルを飛び越えて、交流するアーティスト同士の実験もいろいろと起こって
きたように思う。今回の 3 組がトライしているコラボレーションを見ても、単なる役割分担ではない、それぞれのアーティ
ストがベースにしてきたジャンルや形式を踏まえての実験なので、アーティストサイドには、つながっていく必然性も生
まれているはず。
あとは観客サイドの認識からも、ジャンルとか形式のような箍（たが）が、もっともっと外れて欲しいと願っている。

小林晴夫

アクセス

今年 2 月は、TPAM フリンジに参加することになった。TPAM フリンジとは TPAM（国際舞台芸術ミーティング）の
公式な公演とは別に、東京や横浜にあるスペースや活動を紹介するというプログラム。以前、TPAM ショーケースだっ
たころに 2 回ほど参加したことがあり、2 年ぶりの参加になる。
そして今回の内容は、日頃から blanClass を実験場として、思考と試行を展開している高山玲子、Whales + けのび、
前後（高嶋晋一＋ No Collective ＋神村恵）、3 組のアーティスト、をお招きし、TPAM 開催期間中の 10 日間にギュッ
と押し込む形になっている。
TPAM フリンジに参加するにあたって、どのチームもそれぞれにさらなる実験、また新たなコラボレーションにも挑戦
しているので、これまでにないなにかが見られる機会になるはず。

京浜急行 [ 井土ケ谷駅 ] 下車。エアポート急行も止まります !
〈品川から京急〉京急蒲田で下りエアポート急行に乗り換えて井土ヶ谷駅下車。（約 30 分）
〈横浜から京急〉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

ブランクラス Live Art & Archive
〒 232-0006

横浜市南区南太田 4-12-16-2F info@blanclass.com
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￥1,500（ドリ
ンクド別） 13:00
13:00
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op. 14:30 / st.op.
15:00
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19:30 / st.op.

19:30 - 21:3019:30 - 21:30
op. 18:30 / st.op.
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TPAM 特典 ￥2,000
TPAM 特典 ￥2,000
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イベントst.19:30
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￥1,500（ドリンク別）

op. 19:00 / st.op.
19:30
19:00 / st. 19:30
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ドリンクオーダー）
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￥2,000
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☆特別セッション ☆特別セッション
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#7
#7
19:00 - 21:0019:00 - 21:00
￥1,500（要応募）
￥1,500（要応募）

☆特別セッション ☆特別セッション

水田紗弥子
水田紗弥子

藤原ちから藤原ちから
港の探偵団港の探偵団
#8
#8

op. 14:30/ st. op.
15:00
14:30/ st. 15:00
￥1,500（ドリンク別）
￥1,500（ドリンク別）

19:00 - 21:0019:00 - 21:00
￥1,500（要応募）
￥1,500（要応募）

ASSEMBLIES
ASSEMBLIE
中川 周 中川 周

op. 18:30 / st.op.
19:30
18:30 /後藤桜子／吉田和貴／村上滋郎
st. 19:30 後藤桜子／吉田和貴／村上
￥1,500（ドリンク別）
￥1,500（ドリ
ンク別）
ほか
ほか
13:00

入場無料

★月イチ ★月イチ

★月イチ ★月イチ

omos-tv
comos-tv

comos-tv
comos-tv

開ミーティング
公開ミーティング

公開ミーティング
公開ミーティング

00 - 22:0019:00 - 22:00
加費 ¥1,000参加費 ¥1,000

19:00 - 22:0019:00 - 22:00
参加費 ¥1,000参加費 ¥1,000

blanClass membership

Rental Space

blanClass の活動を応援、ご支援していただけるメンバーを募集しています。

blanClass のスペースを一般貸出します。映画撮影、CM 撮影、スタジオ、

★お試しメンバー 年会費 ￥10,000 NEW !!（年間 10 回分の Live Art ＆月イチセッション無料）

スタンダードメンバー

プレミアムメンバー

サポートメンバー

ステューデント 年会費 ￥10,000
シングル 年会費 ￥20,000
ペア年会費 ￥30,000

フレンド年会費 ￥50,000
フェロー 年会費 ￥100,000

ベネファクター 年会費 ￥250,000
パトロン 年会費 ￥1,000,000

作品制作のアトリエ、会議室、セミナールームなどのスペース利用、また
表現活動の発表の場として、幅広い用途にご利用いただけます。
＊イベントがある日程はサイト内のカレンダーにてご確認ください。
＊長期、定期的な貸出などを希望される場合はご相談ください。

お休み

お休み

13:00

入場無料

blanClass Anthology #3
on TPAM Fringe 2018

Live Art
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。

blanClass は TPAMフリンジ 2018 に参加します。今回は blanClassを実験場として、思考と試行を展開している3 組のアーティスト、
高山玲子、Whales + けのび、前後（高嶋晋一＋ No Collective ＋神村恵）をお招きして、さらなる実験を繰り広げます。
▶予約方法

blanClass Anthology は予約が必要です。以下の内容でイベント前日までにメールにてご予約ください。

2.4［日］上映会とディスカッション

藤井 光＋安岐理加 「暗唱の家」上映会

〈メールアドレス〉info@blanclass,com〈件名〉各イベント名〈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

「暗唱の家」（藤井 光／ 2016 年制作）は、瀬戸内海の香川県豊島（てしま）において
1970 年代より不法に投棄された（2017 年 3 月に処理が終了）産業廃棄物の処理現場

※ TPAM 公式サイトからも予約ができます。また TPAM に参加登録すると、TPAM のほかの公演などでも特典があります。

を 2015 年に撮影をした映像を中心に構成された作品です。

2.10［土］・11［日］演劇＋ワークショップ（自由参加）

今回は映像作品を鑑賞し、作者である藤井が云う「人間の未来への責任（応答可能性）

藤井 光 《暗唱の家》 映像・2016 年制作より

を果たそうとする高度な理性（生態の倫理）を認識させてくれる〈希望の場所〉
」について

高山玲子 ゴーストライター

想起し皆でディスカッションする場をもうけます。（全文は web に掲載しています）

2017 年の初旬からもう居ない人に向けての演劇を作ろうと制作を始めました。
しかし年の瀬にはすっかりわたしが消えてなくなっていました。もう消えてしまっ

※豊島から持ってきた飲み物やお菓子（無料）もご用意しています。

open 14:30

たわたしはそれでも元気に演劇制作を続けています。ここで上演される演目は

start 15:00 ￥2,000（ドリンク別）

" わたしが消えた時のこと " それと " あなたが消えた時のこと " です。もうここに
居ない人たちそしてまだここに居る人たち。どなたも等しく歓迎します！
構成 高山玲子／出演 高山玲子 荒木 悠＋参加者／撮影 福井琢也／衣装 高橋 愛
（suzuki takayuki）

2017.6.17 高山玲子
［強い思い込みより形成される世界その居心地について］

あの小説のなかで集まろう

文章、小説、詩の創作に興味がある方、物語の意味や言語に興味がある方に参加してい
ただきたいです。作成した物語をどのように発信するかについても議論したいと考えています。

open 14:30

2.13［火］・14［水］演劇／ヴィジュアル・アーツ
Whales + けのび 予兆 名絵画探偵 3

open 19:30 start 20:30
￥2,000 TPAM 特典 無料（要ワンドリンクオーダー）

start 15:00 ￥1,500（ドリンク別）

「入る旅人、出る旅人 vol.3 マイナー部屋ヘ」展示風景
企画：水田紗弥子・会場：路地と人・2012

3.3［土］農作業／パーティー

絵がやってくる –––– 私に。たとえグルタミン酸過剰で ALS（筋萎縮性側索硬化症）
となり眼球も動かなくても、できる劇。しかしある瞬間に絵が到来してしまう。

CAMP
Kenobi - Photo by Satoshi Nishizawa

blanClass 農園化計画 #3

blanClass を数年かけて農園にする計画の第 3 弾。
味噌づくり、ビールづくり、服の交換とお直し、農地開拓をします。

13:00 ー 22:00（open 12:30）
寄付制（予約不要・出入自由）

2.17［土］演劇／ヴィジュアル・アーツ

前後（高嶋晋一＋ No Collective ＋神村恵）

尾崎 藍

告知とは現在の延長上に未来を打ち立てるためにある。しかし「未来完了以後」とは現在
の延長上にある未来が完了した後の時制である。「未来完了以後」が完了した翌々日から
私たちは城崎にて「過去未来完了」と題された滞在制作を行なう。したがって「未来完了
［Post Future Perfect（未来完了以後）
］イメージ

￥2,000

はなす方法をかえてみる

人間以外の動物はさえずったり、毛づくろいをしたり、体を揺らしたり、お尻の匂いを嗅いだり
と、いろいろな方法で何かを伝え、受け取っている。
私たちも、いつもと違う方法で会話をしてみる。

以後」では、この告知が打ち立てようとする未来が完了した後に行われる制作を井土ヶ谷に
て事前に再演する。

2017.7.9［農園クラブ］

3.10［土］ワークショップ／★シリーズ 〇〇のかたちを探す #10 ｜テーマ：会話

Post Future Perfect（未来完了以後）

start 19:30

水田紗弥子

好きな単語をシャッフルして、あるいは言葉の断片を切り刻んで、それぞれの、あるいはみん
なで一緒に物語を作ります。

10 日（土）open 19:00 start 19:30
11 日（日）open 15:30 start 16:00
￥2,500 TPAM 特典 ￥2,000

open 19:00

2.24［土］ワークショップ

TPAM 登録 特典 ￥1,500

出演 尾崎 藍／企画 野本直輝

open 18:30

start 19:30

尾崎 藍 《会話》 2017・映像

20:30 ディスカッション 会話について

￥1,500（ワンドリンク付）

TPAM 2018 ｜国際舞台芸術ミーティング in 横浜
同時代の舞台芸術に取り組む国内外のプロフェッショナルが、公演プログラムやミーティングを通じて交流し、舞台芸術の創造・普及・活性化のため
の情報・インスピレーション・ネットワークを得る場です。1995 年に「芸術見本市」として東京で開始し、2011 年より「創造都市」横浜で開催。
近年はアジア・フォーカスを強化し、アジアとの共同製作にも参画。20 年以上の歴史を経て、アジアで最も影響力のある舞台芸術プラットフォームの
ひとつとして国際的に認知されています。

3.17［土］展覧会／イベント
末永史尚

名をつくる

「アーティストが作品をつくる」という回路をひっくりかえし、「作品がアーティストをつくる」
可能性について考えます。それぞれが今持っている名前をいったん無くし、作られた作品に
ふさわしい名前を与え、それと同時に作品を見ようと思います。

exhibition 13:30 ー 19:00

特別セッション

入場無料

event start 19:30 ￥1,500（ドリンク別）

2 月、3 月の特別セッションは、久々の笠原恵実子のアートでナイト、藤原ちから（BricolaQ）の港の探偵団に加え、「覇権主義と美学」というタ
イトルで、笠原恵実子、中村寛、それぞれの視点で行われている共同研究の検証とディスカッションを開催します。
▶予約方法

特別セッションは予約が必要です。メールにてご予約ください。港の探知団はさらに条件がありますので、記事内の詳細をお読みください。

〈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

笠原恵実子 アートでナイト

末永史尚 《CD ケース》
MDF にアクリル・12.5 × 14.5 × 43cm・2016

2.24［土］ワークショップ
中川 周

CHASE THE TAIL / pre-effects and after-

shots（前編集、そして後撮り）
アートを共に語る会

2.2［金］#4 The personal is political, The political is personal, and that is aesthetical

以下を踏まえて製作したカメラを使って、参加者と共同で撮影をします。
1. これまで知られなかった動物の様々な行動が発見されるようになったのは、世界中で撮影さ
れる動画数が爆発的に増加したからだ。
2. レンズそれ自体には向きはない、だからその後方（撮影者側）だけでなく、前方（被写体

日常的にそして真剣にアートを、文化を、政治を、シャッフルして語り合う場、アートでナイトを 2 年ぶりに開催します。今回は皆さんと
The personal is political という言葉について考え、The political is personal である私の今の状況やそこから始まるアートについて

側）にも像が結ばれるはずだ。
3.「人間は机の上にはものを置くのに、なぜ屋根の上にはものを置かないのか？」と、飼い
犬は自分の主人がいつも使っている机や椅子の裏側を見上げて言った。

個人的なことは政治的なこと、政治的なことは個人的なこと、そしてそれらは美的なこと

お話しできたらと思っています。私は今回のアートでナイトでは、誰にでもあるそれぞれの政治的状況を共有し、今後その状況をどのよう
に変えていきたいと思っているのかを語り合いたいと思っています。（全文は web に掲載しております）

open 18:30

［CHASE THE TAIL］イメージ

start 19:30 ￥1,500（ドリンク別）

19:30 ー 21:30 ￥1,600（ワンドリンク付）学生 ￥800

笠原恵実子＋中村 寛 覇権主義と美学｜インディアン同化政策とアメリカ現代美術 / 2017

トークセッション

3.2［金］ #1 中村 寛｜アメリカ周縁への旅の報告
3.9［金］ #2 笠原恵実子｜ 2017 年フィールドワーク報告

近代における覇権主義と美学の発生の関係を検証する笠原恵実子（アーティスト）は、ネイティブアメリカン文化がアメリカ現代美術の
美学に含有されていると考察し、現在アメリカ各地でフィールドワークを行なっている。一方で、以前よりアメリカ周縁を旅し、暴力‐社会
的痛苦‐文化表現（運動）の関係を調査してきた中村寛（文化人類学者）は、笠原とは違った視点でフィールドワークを行なっており、
アメリカ先住民と非先住民との関係に注目している。2015 年より双方の考えを共有する研究プラットフォームを持つ二人が 2017 年のリサー
チの概要を二日に分けて紹介します。ディスカッションの時間も設けみなさんとの意見の共有を試みます。

19:30 ー 21:30

¥1,500（要予約・ドリンク別）学生 ¥700

藤原ちから（BricolaQ）港の探偵団

トークセッション

2.21［水］ #7 東京を遊んでみる・1
3.21［水・祝］ #8 東京を遊んでみる・2

都市に潜伏し、秘密を探り、水面下のネットワークを築きあげ、この世界のバランスへの関与を試みる「港の探偵団」。その掟はただひとつ
……「その中で起きたことはけっして口外してはならない」ということ。SNS や他の場所ではなかなかできない話を、
ひとつの場に集って共有・
交換します。今回からは新シリーズ「東京を遊んでみる」。2020 年にオリンピック・パラリンピックを控えた東京ですが、その運営もそして都
政も混乱が続き、順調とは言い難い状況です。東京を離れて別の場所に拠点を求めるアーティストも増えてきました。かく言うわたしもそのひ
とりであり、「脱・東京」を率先して訴えてきました。しかし、では東京が滅びればいいかというとそれは微妙です。なんせ 20 年も住んだ都
市なので、愛着がないと言えば嘘になります。東京は魅力的な都市であってほしい。遊びたくなるような……。まずは、参加者それぞれの頭
に思い描く「東京」のイメージを持ち寄ってみます。さて、何が見えてくるでしょうか。
▶参加条件 原則として 40 歳未満
▶予約方法 〈件名〉港の探偵団 #7 or #8〈本文〉1）日にち 2）氏名 3）郵便番号 4）住所 5）メールアドレス 6）参加人数
7）
「東京、と聞いて思い浮かぶイメージ」
（200-400 字。#7 #8 両日参加される方は 1 通で結構です。）以上、info@blanclass.comまで送信してください。

19:00 ー 21:00（open 18:30） ¥1,500（要応募・終了後懇親会あり）

3.25［日］ASSEMBLIES（アッセンブリーズ）

ASSEMBLIES
（アッセンブリーズ）
は、参加者が各々の関心やアイディアを持ち寄る不定期の集まりです。参加するアーティストやキュレーター
は、興味のあるトピックや作品、調査資料について、展示、パフォーマンス、対話など参加者自身がふさわしいと思う形式で来場者にプレゼ
ンテーションします。ASSEMBLIES では、発想そのものを汎用に開いていくためのいとぐちとして実践し、対話や協働をとおした意図の転換
や外部との連動によって与えられるその新しいファンクションを模索します。
出品 後藤桜子／吉田和貴／村上滋郎 ほか

13:00 ー 19:00

入場無料

月イチセッション

月
イ
チ
・

月イチセッションは、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。
▶予約方法 月イチセッションは予約が必要です。以下の内容でイベント前日までにメールにてご予約ください。
〈メールアドレス〉info@blanclass,com〈件名〉comos-tv 公開ディスカッション〈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

comos-tv 公開ミーティング

トークセッション

2.26［月］ #2
3.26［月］ #3

同時代のアートに関わるさまざまな人々が番組の内容や構成を手がけるアート専門のインターネット放送局［comos-tv］のシリーズ。
「先月のニュース」を中心にディレクターによる情報・意見交換をおこない、配信コンテンツに向けての企画会議を公開します。
comos-tv ディレクター：青山真也／粟田大輔／井上文雄／原田 晋／藤井 光／水田紗弥子（skype での参加有）

19:00 ー 22:00

￥1,000（要予約）

