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ヨコハマトリエンナーレ 2014 新着情報

芸術の秋本番 ヨコトリで現代アートを体感しよう
◆アーティスト・トーク 6 都築響一×森村泰昌（進行：やなぎみわ） 10 月11 日（土）／新港ピア
◆映像プログラム［Ｆ］ ヨコトリ 2014 参加アーティスト映像選集
10 月 1 日（水）・18 日（土）／横浜美術館・レクチャーホール
◆スペシャル・サポーターのショートエッセイ＆インタビュー掲載中！
◆新港ピア 3 作家のアーティスト T シャツ好評発売中！
◆「札幌国際芸術祭 2014『華氏 451』を奏でる」中止のお知らせ
「ヨコハマトリエンナーレ 2014」（会期：2014 年 11 月 3 日（月・祝）まで／主会場：横浜美術館・新港ピア）はい
よいよ会期後半を迎えます。10 月前半は、アーティスティック・ディレクター森村泰昌がトークイベントに登場。
また、本展作家の映像作品の特集上映会をお送りいたします。
秋の深まる 1 日、ヨコトリ会場で本展の世界観を体感してみてください。

◆アーティスト・トーク 6 都築響一×森村泰昌（進行：やなぎみわ）
「世界の中心には忘却の海がある／路地と秘宝館はどこにでもある」
稀代の編集者で写真家の都築響一氏と森村泰昌 AD との
対談を、新港ピアのエントランスで来場者を迎えるやなぎみ
わの移動舞台車の上で行います。進行役にやなぎみわを
迎えて、新作演劇『日輪の翼』（原作：中上健次）の将来の
舞台の上で 2 人が語る世界とは？
＜開催概要＞
日時：10 月 11 日（土） 17：00～19：00（16：30 開場）
会場：新港ピア
定員：100 名（参加費無料）
やなぎみわ《演劇公演「日輪の翼」のための移動舞台車》2014 年
撮影：山本真人

※定員に達したため、一般の募集は締め切らせていただきました。
当日取材をご希望される場合はプレス席をご用意いたします。ご要望の方はお問い合わせください。

都築響一（1956 年/東京都生まれ）
1976 年から 1986 年まで『POPEYE』、『BRUTUS』で現代美術、建築、デザイン、都市生活などの記事を主に担当する。1989 年から 1992 年にか
けて、1980 年代の世界の現代美術の動向を包括的に網羅した全102 巻の現代美術全集『アート・ランダム』を刊行。以来、現代美術、建築、写
真、デザインなどの分野での執筆活動、書籍編集を続けている。現在も日本および世界のロードサイドを巡る取材を続行中。

やなぎみわ（1967 年/神戸［兵庫県］生まれ）
京都市在住。CG や特殊メイクを駆使した写真によりジェンダー、若さと老いといった女性を取り巻く諸問題への洞察を試みる。2001 年の横浜ト
リエンナーレ、2009 年のヴェネチア・ビエンナーレ（日本館代表）に参加。2010 年より演劇にも取り組み、本展では新作演劇『日輪の翼』（原作：
中上健次）のための移動舞台車を発表。

◆映像プログラム［Ｆ］ ヨコトリ 2014 参加アーティスト映像選集
本展参加作家の映像作品の特集上映会。今回の展示内容と強
い関連性を有するもの、別の一面をのぞかせるもの、5 者 5 様の
映像作品をご紹介します。
＜開催概要＞
日時：10 月 1 日（水）13：30（13：10 開場）
10 月 18 日（土）16：00（15：40 開場）
会場：横浜美術館･レクチャーホール
定員：200 名（参加費無料）

カルメロ・ベルメホ《貸切映画（短縮版）
》より

＜上映作品＞
・グレゴール・シュナイダー《白い拷問》 2007 年／20 分／ビデオ（HD）
・カルメロ・ベルメホ《貸切映画（短縮版）》 2008 年／20 分／ビデオ（HD）
・和田昌宏《主婦のためのスタイリッシュなハエ》 2012 年／40 分／ビデオ（HD）
・アクラム・ザタリ《時の終わり》 2013 年／14 分／ビデオ（HD）
・松井智惠《ハイジ 54 プルシャ》 2014 年／19 分／ビデオ（HD）

◆スペシャル・サポーターのショートエッセイ＆インタビュー掲載中！
ヨコハマトリエンナーレ 2014 を訪れた「スペシャ
ル・サポーター」の、エッセイやインタビューをヨ
コトリ公式ウェブサイトに掲載中です。さまざま
な分野でご活躍中の 10 人は「忘却巡りの旅」を
どう受け止めたのか？
ぜひご注目ください。

・エッセイ/インタビュー掲載中：杉野希妃、鶴田真由、茂木健一郎、野村友里、ピーター・バラカン、鈴木芳雄
・今後の掲載予定：別所哲也、平野啓一郎、山田五郎、はな（敬称略）
スペシャル・サポーターページ： http://www.yokohamatriennale.jp/2014/special/

◆新港ピア 3 作家のアーティスト T シャツ好評発売中！
新港ピア会場に出展中の３作家（大竹伸朗・葛西絵里香・やなぎみわ）のアーティストＴシャツが、新港ピアオ
フィシャルショップ限定で出揃いました！どれも男女問わず人気のデザインです。ヨコトリの記念に１枚ゲット
してみてはいかがでしょう。
＜商品概要＞

大竹伸朗 T シャツ
￥3,780 円（税込）
size：Jr.Large/S/M/L

葛西絵里香 T シャツ
￥3,780 円（税込）
size：XS/S

やなぎみわ T シャツ
￥2,160 円（税込）
size：160/S/M/L/XL

「札幌国際芸術祭 2014『華氏 451』を奏でる」中止のお知らせ
10 月初旬に開催を予定しておりましたイベント「札幌国際芸術祭 2014」のゲストディレクターである坂本
龍一氏と本展アーティスティック・ディレクターである森村泰昌との共同企画「札幌国際芸術祭 2014『華
氏 451』を奏でる」を、この度中止する運びとなりました。坂本氏の病気に伴い、企画の変更も検討して
まいりましたが、この度両ディレクターで協議の上、正式に中止を決定いたしました。
つきましては、事情ご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

詳細情報は公式サイトをご覧ください
URL：http://www.yokohamatriennale.jp/
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称 ヨコハマトリエンナーレ 2014
「華氏 451 の芸術：世界の中心には忘却の海がある」
Yokohama Triennale 2014 “ART Fahrenheit 451: Sailing into the sea of oblivion”
期 2014 年 8 月 1 日（金）～11 月 3 日（月・祝） 開場日数：89 日間
休場日：第 1・3 木曜日（10/2、10/16）
会
場 横浜美術館 横浜市西区みなとみらい 3-4-1
新港ピア（新港ふ頭展示施設） 横浜市中区新港 2-5
場 時 間 10:00 ～ 18:00［月 1 回土曜日（10/11、11/1）は 20：00 まで開場 ］
※入場は閉場の 30 分前まで
催 横浜市、（公財）横浜市芸術文化振興財団、ＮＨＫ、朝日新聞社、
横浜トリエンナーレ組織委員会
問 い 合 せ 先 横浜トリエンナーレ組織委員会 TEL 045-663-7232

※事業の総称および組織名は「横浜トリエンナーレ」（横浜＝漢字表記）、第 5 回展の事業名は「ヨコハマトリエンナーレ 2014」
（ヨコハマ＝カタカナ表記）となります。

本リリースおよびご掲載に関するお問合せ
ヨコハマトリエンナーレ 2014 広報事務局（株式会社ユース・プラニング センター） 担当：浅野・池袋・岩川・鈴木
〒150-8551 東京都渋谷区渋谷 1-3-9 東海堂渋谷ビル 3F
TEL：03-3486-0575 FAX：03-3499-0958 E-mail：yt2014@ypcpr.com

