本牧アートプロジェクト 2014
11.22-11.24 横浜・本牧エリア一帯にて開催

写真：本牧山頂公園から工場地帯を臨む（撮影：森日出夫）

参加メンバー｜⼤大⾕谷能⽣生／菊地成孔／NADJA／アモーレ＆ルル／REAL  BOPPERS  FROM  TOKYO：坪⼝口昌恭・永
⾒見見寿久・藤井信雄・津上研太・類家⼼心平／Rokapenis／吉⽥田アミ／鈴鈴⽊木ユキオ／吉⽥田ヨウヘイ Group／関⼭山雄太
／ジェコ・シオンポ（インドネシア）／武藤⼤大祐／BricolaQ：藤原ちから・落落雅季⼦子／⽯石神夏希／宮永琢⽣生／伊
藤有壱／池亜佐美／川⼝口恵⾥里里／村本   咲／村上寛光／テラミチ健⼀一郎郎／横浜市⽴立立間⾨門⼩小学校 3 年年⽣生の⼦子どもたち  

〈記事掲載のお願い〉
本牧の街、参加アーティスト、会場などの写真を用意しております。本プロジェクトのご紹介、出演者のご
取材など、以下までご連絡をください。どうかご協力をお願い申し上げます。
問合せ：本牧アートプロジェクト 2013 事務局（NPO 法人 Offsite Dance Project 内）
〒231-0834 横浜市中区池袋 10-1-202
Tel.090-6346-5820/Fax.045-228-9270/E-mail: info@honmoku-art.jp
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【企画主旨】
「本牧アートプロジェクト」は、独自の文化を育んできた横浜・本牧エリア一帯を舞台としたプロジェクトです。
戦後から37年間米軍のベースキャンプがあった頃、そしてベース跡地に大型複合ショッピングセンター「マイ
カル本牧」が注目を集めた90年代。多くの人々が強烈な記憶を今も抱き続けている本牧で、多様なアートを
通して新たな街の記憶を創り出す試みです。
2 回目となる「本牧アートプロジェクト 2014」は、マイカル時代に建てられ、本牧の人々に惜しまれながら閉場し
た旧・映画館をメイン会場に、横浜の都市機能を支える港湾エリアにも展開します。
プログラムは、音楽の発信地としての本牧をクローズアップする三夜連続ライブ「本牧の夜2014」、アジアを代
表する注目の振付家ジェコ・シオンポ（インドネシア）の新作、冒険の書を手に本牧の街を巡るBricolaQ（ぶり
こらきゅー）の「演劇クエスト・本牧ブルース編」など、音楽／ダンス／演劇を中心に舞台芸術のすぐれた批
評家である大谷能生・武藤大祐・藤原ちからが企画や作品づくりに関わり、本牧の街に新たな形式の
パフォーマンスを登場させます。
また、本牧在住で国際的に活躍するアニメーションディレクター伊藤有壱による映像企画では、自身の代表
作とともに、地元の子どもたちがワークショップで作成したクレイアニメの成果発表などを上映。街中では、若
手映像作家による屋外上映「アニメーション・イン・ザ・シティ」や、本牧生まれの移動式メリーゴーランドが見
慣れた街を変容させます。
「本牧アートプロジェクト2014」は、終日滞在し、さまざまなアートを体験できる回遊性のあるプログラムです。
鉄道のない街、本牧。バスで街をめぐり、歩くことで見えてくる日常／非日常の境界線を体験してください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿̲＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本牧の街
本牧は、横浜の観光名所である元町からわずか 3km の距離にある地域。戦後から 37 年間は米軍のベースキャンプが設
置されアメリカ文化をダイレクトに受けた文化発信地として知られ、1989 年の返還後にはベース跡地に大型複合ショッピ
ングセンター「マイカル本牧」が開場し注目を集めた。その約 10 年後には大資本が撤退。いまでは郊外地として定着し、
日本を代表する銘庭である三渓園、工場地帯、貨物線の駅舎など、さまざまな表情をもつ街並みが広がっている。公共
交通機関はバスのみ。横浜市の文化芸術による創造都市施策も届かないアート未開発地で、大都市の中の「陸の孤島」
と称される。

「本牧アートプロジェクト」とは
NPO 法人 Offsite Dance Project が、本牧内外の多分野のアーティストやクリエイター等と 2013 年から開始した本牧エリア
におけるプロジェクト。横浜を拠点に国内外の都市空間でアクセスビリティの高いパフォーマンスプロジェクトをプロデュー
スする同法人が初めて手がけた地域再生事業。本牧アートプロジェクトは、都市交通や景観、既存の施設や空き地等を
用いて新たな表現を発信し、この街の活力にすることをコンセプトに 5 年間の継続を念頭にスタート。2014 年で 2 回目を
迎える。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿̲＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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【開催概要】
タイトル

本牧アートプロジェクト 2014 ／ 英語表記：HONMOKU ART PROJECT 2014

日程

2014 年 11 月 22 日（土）−24 日（月・祝）

開催エリア

本牧エリア 一帯

会場

総合案内・メイン会場：旧マイカル松竹シネマズ本牧 *11/22-24 限定特設会場
住所：〒231-0821 横浜市中区本牧原 14-1 本牧 6 番街 2F／バス停留所「和田山口」下車 徒歩 1 分

本牧せせらぎ公園
住所：〒231-0804 中区本牧宮原 5-1 ／バス停留所「本牧宮原」下車 1 分

プログラム

❶大谷能生キュレーション「本牧の夜2014」／旧マイカル松竹シネマズ本牧
❷ジェコ・シオンポ（インドネシア）新作／港湾エリア
❸BricolaQ「演劇クエスト・本牧ブルース編」／本牧エリア一帯
❹伊藤有壱 アニメーション上映／旧マイカル松竹シネマズ本牧
❺アニメーション・イン・ザ・シティ／本牧まちなか
❻メリーゴーランドがやってきた！／本牧せせらぎ公園  

料金

無料〜4,000 円（各プログラムを参照）

チケット取扱

特設 web 予約 http:honmoku-art.jp
10 月 17 日（金）10:00〜 予約フォームからの申込

アクセス

会場へは、便利な市営バス一日乗車券をご利用ください。大人600円／小児300円
・ JR横浜駅東口ターミナルより…3番乗り場 105系統
・ JR石川町駅より…バス停留所「元町」乗り場 99、101、105、106系統
・ JR根岸駅より…１番乗り場 58、99、101系統
・ みなとみらい線 元町・中華街駅より…バス停留所「山下町」乗り場 8、58、148系統

問合せ

本牧アートプロジェクト 2014 事務局（NPO 法人 Offsite Dance Project 内）
〒231-0834 横浜市中区池袋 10-1-202
Tel.090-6346-5820／Fax.045-228-9270／E-mail:info@honmoku-art.jp

主催：
助成：
特別協賛：
後援：
共催：
企画協力：
撮影協力：
機材協力：
協賛：

協力：

NPO 法人Offsite Dance Project
横浜市地域文化サポート事業「ヨコハマアートサイト 2014」、国際交流基金アジアセンター
株式会社エスタディオホールディングス、国際埠頭株式会社
横浜市文化観光局
本牧地区センター
有限会社スタジオカルーセル、I.TOON Ltd.、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻
MOONEYES Area-1/MOON Cafe
LUFTZUG、DOTWORKS
イオン本牧店、おおたに家電、大谷不動産、カナリアカフェ、喜月堂本店、天然ダンス工房、フレッシュビ
ーンズ本牧珈琲、本牧葬儀社、香港路的！沙龍、本牧玉家、満寿屋、美濃屋あられ製造本舗、横浜君
嶋屋、横浜ビール、横浜本杢堂、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、横浜ロイヤルホテル、Hello!
cafe、kuusen、McCoy’s Country Store
横浜市交通局、横浜市立間門小学校、天然ダンス工房、フィールズ プランニング

■マイカル松竹シネマズ本牧
マイカル本牧に 1996 年に開場したシネマコンプレックス。2004 年に「MOVIX 本牧」としてリニューアルされ、2011
年に閉館。8 スクリーン、1,239 席を要する巨大スペースはスクリーンや客席は撤去されたものの、建築当時のままに残
っている。今回「本牧アートプロジェクト 2014」のために、特別に解放される。期間中は、特設の Café Bar もオープン。
地元のフード、ドリンクを提供します。
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本牧の夜 2014
大谷能生キュレーションによる三日間のライブ企画。初日は菊地成孔と大谷能生がプレゼンテーションを勤めるダ
ンス・パーティ「HOTHOUSE」が本牧に登場！日本を代表するリンディホップ・インストラクター、アモーレ＆ルルに
よるステップレッスンからはじまり、DJとビバップの生演奏でカップルダンス／ハマジルを、初心者もベテランも十二
分に楽しめる一夜です。二日目はすでにスクリーンも客席も取り外された上映場所に、映像と音楽とダンスがふた
たびあやしく立ち上がるライブ・セッション、三日目はアルバム「Smart Citizen」も好評な吉田ヨウヘイGroupと映像作
家・関山雄太によるスペシャルライブを行います。
11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝）19:00開演
会場：旧マイカル松竹シネマズ本牧 3Fホワイエ、他（バス停留所「和田山口」下車1分）
料金：各日のプログラム欄をご覧下さい（スタンディング）
【11月22日】 HOTHOUSE
料金：単券：前売3,500円／当日4,000円 +1drink（500円）｜ペア券：6,000円（前売のみ） +2drink（1,000円）
出 演 MC: 菊 地 成 孔 & 大 谷 能 生 (JAZZ DOMMUNISTERS) ／ DJ : NADJA ／ DANCERS;LINDY HOP
INSTRUCTOR : アモーレ＆ルル(Swing Gigoro)、BEBOP FUSION DANCE:IZM (STAX GROOVE)／BAND :
REAL BOPPERS FROM TOKYO［坪口昌恭(p)、永見寿久（b）、藤井信雄（ds）、津上研太（sax）、類家心平（tp）］
【11月23日】 ライブ・セッション
料金：前売2,500円／当日3,000円 +1drink（500円）
出演：Rokapenis(映像)×大谷能生（sax,CDJ,electoronics）×吉田アミ（voice）×鈴木ユキオ（Dance）
【11月24日】 吉田ヨウヘイgroup
料金：前売2,500円／当日3,000円 +1drink（500円）｜出演：吉田ヨウヘイGroup／映像：関山雄太
◎映像インスタレーション＋セッション（入場無料）：14:00/16:00
キュレーション：大谷能生／特別協賛：株式会社エスタディオホールディングス

写真：HOTHOUSEの菊地成孔と大谷能生／吉田ヨウヘイGroup

大谷能生 Yoshio Otani
音楽家・批評家：1972年生まれ。菊地成孔との共著『憂鬱と官能を教えた学校』や、単著『貧しい音楽』『散文世界の散漫
な散策 二〇世紀の批評を読む』を上梓するなど、積極的に執筆活動を行う。その傍ら、音楽家としても精力的に活動し、
sim、masなど多くのグループに参加。ソロ・アルバム『「河岸忘日抄」より』、『舞台のための音楽2』をHEADZから、『Jazz
Abstractions』をBlackSmokerからリリース。最新作は『マームとジプシーと大谷能生』（EWE）。演劇やコンテンポラリー・ダ
ンスの舞台などを含め、さまざまなセッションで演奏を行っている。
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ジェコ・シオンポ 新作
インドネシアの振付家・ダンサー、ジェコ・シオンポによる体験型のアートパフォーマンス。パプアのダンス文化とジ
ャカルタのサブカルチャーであるヒップホップを自身の振付の世界に持ち込み、アジアで最も注目されるアーティス
トのひとり。物流拠点が集まる港湾エリアを舞台に、重厚かつ壮大な光景の中で、人・モノ・情報の「動き」をテーマ
にしたダンスを繰り広げます。観客は、集合場所の「根岸駅」からマイクロバスに乗車。本牧の歴史を体感しながら、
街に存在するさまざまな要素に身体を重ね合わせ、観客の存在自体もパフォーマンスの一部として取り込むパフォ
ーマンスを予定。
11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝） 13:00/16:00開演
集合場所：JR根岸線「根岸駅」 ※詳細は、予約完了メールにてお知らせします。
参加費：2,500円（予約のみ） ※各回25名定員
コンセプト・振付：ジェコ・シオンポ［インドネシア］／ドラマトゥルク：武藤大祐
助成：国際交流基金アジアセンター／特別協賛：国際埠頭株式会社

写真：舞台となる港湾エリア

ジェコ・シオンポ Jecko Siompo
1975年ジャヤプラ生まれ。幼少よりインドネシアの伝統舞踊を学ぶ。1999年米国ポートランドにて
ヒップホップを学び、2002年ドイツのFolkwang Dance Studioに留学。パプア民族のダンスや日常
の身振り・動物の仕草を素材にしてヒップホップと融合させたアニマルポップという新しい振付言
語を作り出し、インドネシアを代表するダンサーとして活躍。マレーシア、デンマーク、オーストリア、
アメリカ、フランス、台湾、香港、韓国、ロシア、日本など世界各国で作品が上演されている。

武藤大祐 Daisuke Muto
1975 年生まれ。ダンス批評家。群馬県立女子大学文学部准教授（美学、ダンス史・理論）。現在の研究課題は、20 世紀
のアジアを軸とするダンスのグローバル・ヒストリー、および新しい振付の理論。共著 『バレエとダンスの歴史』（平凡社
/2012 年）など。韓国のダンス月刊誌『MOMM』で時評を連載。Indonesian Dance Festival（ジャカルタ）共同キュレーター。
振付作品に『来る、きっと来る』（2013）がある。

■滞在制作スケジュール
10 月 15 日〜18 日リサーチのため来日。11 月 15 日から、本牧にて滞在制作を行います。
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BricolaQ「演劇クエスト・本牧ブルース編」
「冒険の書」を片手に、市営バスを主な移動手段として本牧エリアをめぐる遊歩型ツアーパフォーマンス。何と出会
うかは、参加者である「あなた」の感性と運次第。海と丘にはさまれた横浜・本牧に眠るドラマを、あなた自身の手で
探してみてください。初めてこの町を訪れる人はもちろん、ここで生まれ育った人も未知の何かを発見する（かもし
れない）プロジェクトです。この町に息づいている空気を感じるためにも、単独でのプレイを推奨します。
あらかじめ、車内で販売されている市営バスの一日乗車券（600円／ファミリー乗車券1000円）をご購入のうえ、受
付時間内に集合場所にお越しください（小学生以下は要保護者同伴）。
11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝） 受付11:00-13:00（冒険終了 17:00）
集合場所：旧マイカル松竹シネマズ本牧 2F 総合案内
参加無料：参加のためのキット1,500円を当日お支払いください。
※別途、バスの一日乗車券（600円）を各自で購入
設計・編集：藤原ちから（BricolaQ）／テクスト：石神夏希（ペピン結構設計）／ドラマトゥルク：落雅季子（BricolaQ）
／プロデュース：宮永琢生（ZuQnZ）
共催：本牧地区センター

写真：本牧への入口、山手隧道（通称：麦田トンネル）を歩く藤原ちから

藤原ちから Chikara Fujiwara
編集者、批評家。BricolaQ主宰：1977年高知県生まれ、横浜在住。武蔵野美術大学広報誌「mauleaf」、
世田谷パブリックシアター「キャロマグ」などを編集。主に舞台芸術について様々な記事を執筆。共編
著に『〈建築〉としてのブックガイド』。共著に『演劇最強論』。2014年4月、演劇センターＦの立ち上げに
関わる。また、ゲームブックを手に都市や半島を遊歩する『演劇クエスト』を各地で創作している。

石神夏希 Natsuki Ishigami
劇作家： 1980年生まれ。1999年より演劇集団「ペピン結構設計」を中心に劇作家として活動。2002年
『東京の米』にて第2回かながわ戯曲賞最優秀賞受賞。近年はテナントビル、住宅、商店街などでの演
劇上演、地域を軸にしたアートプロジェクトの企画や滞在制作を行う。また住宅・建築を主なフィールド
に建物や場所に関するリサーチ・執筆・企画など、「場所」と「物語」を行き来しながら活動している。黄
金町バザール2013出展、本牧アートプロジェクト2013参加、北九州市小倉「Fantastic Arcade Project」
ディレクター（2014）など。
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伊藤有壱
●ネオクラフトアニメーション「HARBORTALE（ハーバーテイル）」上映
●「間門小学校アニメーションワークショップ成果発表」
●東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻有志「アニメーショ ン・イン・ザ・シティ」
アニメーションディレクター伊藤有壱の上映企画。拠点スタジオI.TOONが制作し、チェコZLIN国際映画祭 Best
Animation賞／観客賞はじめ、国内外で高く評価されたオリジナル短編アニメーション『HARBORTALE（ハーバー
テイル）』を上映。また、11月に伊藤の指導のもとで本牧・間門小学校の子どもたちが作成するショートアニメーショ
ン、本プロジェクト「アニメーション・イン・ザ・シティ」に参加する東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専
攻修了生など有志の出展作品をダイジェストで紹介します。
11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝） 11:00／13:00／15:00／17:00 ※上映時間：約30分
会場：旧マイカル松竹シネマズ本牧 3Fシアター
〈入場無料〉
企画協力：I.TOON Ltd.
協力：横浜市立間門小学校、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻

写真：「HARBORTALE」の一場面／伊藤有壱と間門小学校3 年生の子どもたち

伊藤有壱 Yuichi Ito
アニメーションディレクター。NHK Eテレ「ニャッキ！」はじめ、クレイを中心にあらゆる技法を駆使してTV、ミュージックビデ
オ、劇場映画、等多方面で活動。横浜をモデルにしたネオクラフトアニメーショ ン「HARBORTALE」はチェコZLIN FILM
FESTIVAL最優秀アニメーション&観客賞受 賞。ほかにミスタードーナツ「ポンデライオン」、宇多田ヒカル「TRAVELING」
MVアニメーションパート、みんなのうた「グラスホッパー物語」等。日本アニ メーション協会理事。東京藝術大学大学院映
像研究科 教授。

■間門小学校におけるワークショップ
日時：11 月 6 日・7 日・12 日 9:25-11:25／講師：伊藤有壱／対象： 3 年生 3 クラス（104 名）
主催：横浜市芸術文化教育プラットフォーム／コーディネート：NPO 法人 Offsite Dance Project
※このワークショップで子どもたちが作成したクレイアニメを、「本牧アートプロジェクト 201４」で発表します。
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アニメーション・イン・ザ・シティ
本牧の街の様々な場所に、様々なアニメーションの作品を展示します。普段、見慣れた風景に現れるアニメーショ
ンにより、別の風景へと変容させます。
11月22日（土）・23日（日）・24日（月・祝） 会場：本牧通り各所
〈入場無料〉
※上映会場及び時間はwebsiteにて告知します。
参加作家：池亜佐美、川口恵里、村本 咲、村上寛光
企画協力：東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻

写真：池亜佐美 作品

池亜佐美 Asami Ike
アニメーションとともなう音楽を制作。劇場上映をはじめ、インスタレーションや舞台、映画照等、様々な
上映形態にあわせアニメーションをデザインする。2011 年東京藝術大学美術学部デザイン科卒業、
2013 年同学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。

川口恵里 Eri Kawaguchi
1989 年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。横浜を拠点に活
動。イラストレーター、アニメーション作家として活動中。

村本 咲 Saki Muramoto
1988 年静岡生まれ。2011 年名古屋学芸大学メディア造形学部映像メディア学科卒業。2013 年東京藝
術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。夜ごはんの時刻(2013) が国内外の映画祭に入選。

村上寛光 Hiromitsu Murakami
1975 年横浜生まれ。東京工芸大学芸術学部映像学科卒。国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)卒。
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（イギリス）アニメーションコース修了。デジタルの手法を用いたアニメー
ション制作を行う。
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メリーゴーランドがやってきた！
本牧で生まれ世界へ発信する移動式メリーゴーランドが、メインストリート沿いに突如出現。本牧アートプロジェクト
のシンボルとして、今回は本牧の街中の公園が幻想的な場所として記憶される体験です。どこか懐かしく、そして美
しいメリーゴーランドに乗車してみませんか？
11 月 22 日（土）・23 日（日）・24 日（月・祝）11:00-19:00
会場：本牧せせらぎ公園
〈入場無料〉
製作：メリーゴーランド研究所
企画協力：有限会社スタジオカルーセル

テラミチ健一朗 Kenichiro Teramichi
メリ～ゴーランド研究所 所長：1969年生まれ・射手座・横浜出身。舞台美術や
展示企画会社を経て1999年独立。主に企業の販促物や舞台・展示会などの美
術を手掛ける。その経験を活かし、2009年メリ～ゴーランド研究所を設立。各地
に笑顔を届けるため、移動式メリーゴーランドの研究開発をはじめる。2012年に
完成後は各種美術制作のかたわら、メリーゴーランドの巡業を行う。

【プロジェクトチーム】
企画・制作：本牧アートプロジェクト実行委員会
プロデューサー：岡崎松恵／テクニカル・ディレクター：河内 崇（LUFTZUG）／音響：稲荷森健／照明：中能 良
（DOTWORKS）／映像ドキュメンテーション：藤井 光／記録写真：森日出夫／ウェブデザイン：加藤和也
本牧タイムズ アートディレクション：阿部太一／写真：森日出夫／編集：藤原ちから、落雅季子／制作：笠原彰二

【募集情報】
■協力ショップ
「本牧アートプロジェクト2014」に来場したお客様にサービスをご提供いただける店舗を募集します。会期中、来場者に店
舗情報を紹介するとともに、専用パスをお渡しして、街を回遊しやすい環境をつくります。webサイトの参加要項をご確認
のうえ、エントリーをお願いします。受付開始：10月20日（月）～ 11月10日（月）／参加費無料

■ボランティアスタッフ
「本牧アートプロジェクト2014」を一緒に盛り上げてくださるボランティアスタッフを広く募集しています。お客様の誘導・案
内、イベントの準備・補助などの運営サポートが主です。奮ってご参加ください。webサイトの参加要項をご覧のうえ、ご登
録をお願いします。期間：11月21日（金）～ 24日（月・祝）

【プレ企画】
❶三渓園連携企画／稲葉まり 幻灯インスタレーション 9 月 5 日（金）〜9 日（火）@三渓園 旧燈明寺本堂
❷本牧地区センター連携企画／ワークショップ「本牧のお宝クエスト！」10 月 12 日（日） @本牧地区センター
❸本牧かぼちゃまつり連携企画／ワークショップ＆パフォーマンス「本牧ロコモーション」10 月 19 日（日）・25 日（土）@本
牧地区センター及び周辺
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