2013 年 10 月 17 日 プレスリリース

山口情報芸術センター［YCAM］10 周年記念祭

「アートと環境の未来・山口 YCAM10 周年記念祭」第 2 期
2013 年 11月1日（金）―12 月1日（日）
山口情報芸術センター［YCAM］、山口市中央公園、山口市中心商店街ほか

YCAM10 周年記念祭の後半がいよいよスタート！
坂本龍一の展覧会を中心に、第 1期に好評を博した中心市街地での事業も展開
山口情報芸術センター［YCAM］では、
「アートと環境
の未来・山口 YCAM10 周年記念祭」の第 2 期を11月
1日から1ヶ月に渡って開催いたします。
第 2 期は 10 周年記念祭のアーティスティック・ディレ
クターを務める音楽家の坂本龍一が、新作を含め 3 つ
のインスタレーション 作品を発 表する大 規 模 展 覧会
「ART―ENVIRONMENT―LIFE（アート―エンバイロメント
―ライフ）
」を中心に、10 周年記念祭のテーマである
〈アー

ト〉
〈環境〉
〈ライフ〉の核心へと迫るとともに、21世
紀の芸術表現の在り方を未来に向けて提示する、先鋭

坂本龍一「ART―ENVIRONMENT―LIFE」の出展作品のひとつ
坂本龍一＋高谷史郎「LIFE – fluid, invisible, inaudible」（2007 年／ YCAM 委嘱作品）

的なラインナップとなります。
この展 覧 会 のほかにも、 オリジナルワークショップ
をもとにした 参 加 型 の 作 品 展 示「walking around
surround（ウォーキング・アラウンド・サラウンド）インスタレーショ
ン」のほか、第一期で好評を博した
「YCAMDOMMUNE
（ワイカムドミューン）
」や
「LIFE

by MEDIA（ライフ・バイ・メディア）
」

などの中心商店街での活動、中央公園で開催中の「コ
ロガルパビリオン」も引き続き展開します。
YCAM の〈これまで〉と〈これから〉が凝集する第 2 期
にぜひご参加ください。

「LIFE by MEDIA」の出展作品のひとつ、西尾美也「PUBROBE」（2013 年）

この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ
TEL：083-901-2222

山口情報芸術センター［YCAM］情報制作課 田中・澤田
FAX：083-901-2216

メールアドレス：press@ycam.jp

〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7

http://www.ycam.jp

取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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第 2 期は坂本龍一の展覧会を中心に展開！
坂本龍一「ART―ENVIRONMENT―LIFE（アート―エンバイロメント―ライフ）」
会期：11月1日（金）―2014 年 3 月2 日（日）
休館日：火曜（祝日の場合は翌日）、12 月29 日―1月 3 日
時間：10:00―19:00
会場：山口情報芸術センター［YCAM］スタジオA、B、ホワイエ
10 周年記念祭のアーティスティック・ディレクターを務める坂本
龍一が、アーティストの高谷史郎とともに、10 周年記念祭のテー
マに正面から取り組む大規模な展覧会。すでに先行して公開して
いる「Forest Symphony（フォレスト・シンフォニー）」のほか、2007 年
に YCAM で発 表した「LIFE―fluid, invisible, inaudible...（ ライフ
―フルーイド・インビジブル・インオーディブル）
」の新バージョン、そして最新作

「water state 1（ウォーター・ステート・ワン／水の様態 1）」を発表します。
また年明け 1月 5 日には、関連イベントとして批評家の浅田彰をモ
デレータに迎えてのアーティスト・トーク、笙奏者の宮田まゆみと坂
本龍一とのコンサートも開催。

「walking around surround（ウォーキング・アラウンド・サラウンド）インスタレーション」
会期：11月1日（金）―12 月1日（日） ※火曜休館
時間：13:00―18:00
会場：はりはり（山口県山口市道場門前 2-3-8）
YCAM のオリジナルワークショップ「walking around surround
（ウォーキング・アラウンド・サラウンド）
」をもとにした参加型サウンドインス

タレーションを、市内の民家で展示。
「音楽家が選ぶ、音楽映画」第 2 期
会期：11月 8 日（金）―18 日（月）
会場：山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ C
※上映プログラムはウェブサイトをご確認ください
映画音楽の世界的第一人者でもある坂本龍一が、
「映像と音／音楽
の関係性」に焦点を当て、選定した映画の上映プログラム。このほ
か、音楽家の岸野雄一のレクチャーも開催。
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第 1期で好評を博した事業も継続的に開催！
宇川直宏「YCAMDOMMUNE（ワイカムドミューン）」
会期：11月1日（金）―12 月1日（日） ※火曜休み
時間：月・水・木 13:00―22:00／金・土・日・祝 12:00―22:00
会場：DOMMUNEビル（山口県山口市道場門前 1-2-31）
宇川直宏が主宰するライブストリーミングチャンネル兼スタジオ
「DOMMUNE」が YCAMとタッグを組んで、商店街に降臨！山口
発のオリジナル番組も随時配信。
「LIFE by MEDIA（ライフ・バイ・メディア）」
会期：11月1日（金）―12 月1日（日） ※火曜休み
時間：10:00―19:00

会場：山口市中心商店街

参加作家：犬飼博士＋安藤僚子、西尾美也、深澤孝史
近年、大きく変わりつつある「生き方」
「暮らし方」にフォーカスを
当てた作品を募集したコンペティションの受賞プロジェクト３点を
商店街で展開。
「FILM by MUSIC（フィルム・バイ・ミュージック）」
会期：開催中―12 月1日（日） ※不定休
時間：12:00―17:00
会場：FRANK（山口県山口市道場門前 2- 4-19 2 階）ほか
実在しない映画のために制作された音楽に呼応する映 像を集め
たコンペティションの受賞作品による上映プログラム。このほかに
も、気鋭の映画作家のオリジナル作品の上映／展示も開催。
「コロガルパビリオン」
会期：開催中―12 月1日（日） ※火曜休み
時間：10:00―18:00

会場：山口市中央公園

メディアテクノロジーが埋め込まれた不定形な空間からなる、自然
の中のような、屋内のようなパビリオン。子どもたち自らが遊びを
生み出し、その様子は常に変化していく。設計は建築ユニットの
assistant（アシスタント）。
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開催概要

「アートと環境の未来・山口 YCAM10 周年記念祭」第 2 期
2013 年 11 月 1 日（金）―12 月 1 日（日）
※坂本龍一「ART―ENVIRONMENT―LIFE」は 2014 年 3 月 2 日まで開催します。
山口情報芸術センター［YCAM］、山口市中央公園、山口市中心商店街ほか
実施事業：
・坂本龍一「ART―ENVIRONMENT―LIFE」

・
「walking around surround インスタレーション」

・
「音楽家が選ぶ、音楽映画」第 2 期

・宇川直宏「YCAMDOMMUNE」

・
「FILM by MUSIC」

・
「コロガルパビリオン」

・
「LIFE by MEDIA」

※個別の事業の詳細については、10 周年記念祭の公式ウェブサイトをご確認ください。
※ 12 月 1 日に開催を予定しておりました国際シンポジウム「Localizing Media Practice」は延期し、2014 年夏頃に開催いたします。ご了
承ください。
主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団
平成 25 年文化庁地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
平成 25 年度文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業
助成：公益財団法人花王・科学財団
協賛：SHISEIDO
特別協賛：カラーキネティクス・ジャパン㈱ 、積水ハウス㈱ 、㈱豆子郎 、日本航空㈱（ JAL）、ヤマハサウンドシステム㈱ 大阪営業所、㈱エフエム山口、㈱サンデー山口、㈱地域情報新聞ほっぷ、
テレビ山口㈱ 、山口朝日放送㈱ 、山口ケーブルビジョン㈱
協賛：㈱オオバクリエイティブ、オーカ装置工業㈱ 、カヤバシステムマシナリー㈱ 、警備開発㈱ 、三建設備工業㈱ 、中国支店、㈱ JTB 中国四国山口支店、㈱中電工 、パナソニックシステムネッ
トワークス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー中国社、丸茂電機㈱ 、山口システム通信㈱ 、山口商工会議所、㈱リンクステーション、㈱技工団 、倉増電気管理事務所、㈱文
栄堂、㈱星電業社、防長交通㈱ 、㈱三宅商事、㈱モリイケ、山口大学生活協同組合、㈱山口明屋書店
後援：山口市教育委員会、山口観光コンベンション協会、山口市商店街連合会、山口青年会議所、湯田温泉旅館協同組合、山口県観光連盟、大阪ドイツ文化センター、朝日新聞社、NHK 山口放送
局 、共同通信社、産経新聞社、時事通信社山口支局 、中国新聞防長本社、日本経済新聞社山口支局 、毎日新聞社、山口新聞社、読売新聞社
協力：commons 、kab,Inc., 、一般社団法人モア・トゥリーズ
企画制作：山口情報芸術センター［YCAM］
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