
平成 26 年 10 月号

アートイベント目白押し！特集

　8 月 26 日～ 29 日にプロデューサーのチェリー
タイフーンさん、 アーティストの竹ち代毬也さん、
BARON （バロン） さんがリサーチのために明倫
地区を訪れました。

　27 日に旧仲倉医院で開催した歓迎会では、
30 数名のみなさんにお越しいただきありがとうご
ざいました。

　皆さんとのお話を通じて、 滞在制作のヒントを
得ることができたと思います。

　アーティストの滞在は 10 月上旬からスタート。

　期間中、 さまざまな企画がありますので、 ぜ
ひお出かけください。

　

　

みなさんへのお願い

明倫 AIR2014 がはじまっています スケジュールが決まりました

　明倫ＡＩＲ2014 では、 アーティストと話をしたり、
発表をみたり、 実際に体験したり、 様々なイベ
ントを企画しています。

　現時点で日時 ・ 場所などが確定していない企
画については、 決まり次第ホームページや旧
仲倉医院の掲示板でお知らせしますのでよろし
くお願いします。

アーティスト・トーク in 旧仲倉医院

【内容】 アーティストのトークショー

　アーティストを囲んだお茶会形式のカジュアル
なトークショー。

　招へいアーティストの自己紹介のほか、 取り
組んでいることについて、 ざっくばらんな雰囲
気でお話します。

【日時】

　10 月 14 日 （火） ・ 17 日 （金）

　いずれも 19 ： 30 ～ 21 ： 00

【入場料】 無料 （実費にてドリンク等を提供）

【会場】 旧仲倉医院 （倉吉市越殿町 1551）

【出演】

　14 日 ： 竹ち代毬也 （ダンサー）

　17 日 ： BARON （ボードビリアン）

　聞き手 ： チェリータイフーン

　　　　　　　　　　　　　　　　（バーレスクダンサー）

アーティストカフェ in 旧仲倉医院

【内容】 アーティストとのお茶会

　明倫 AIR 期間中、 旧仲倉医院に様々なアー
ティストが滞在しています。

　明倫地区を訪れる週替わりゲストを囲んだお
茶会形式のカジュアルなトークをお楽しみに！

【日時】

　10 月 7 日 （火） ・ 21 日 （火）

　いずれも 19 ： 30 ～ 21 ： 00※

【入場料】 無料 （実費にてドリンク等を提供）

【会場】 旧仲倉医院 （倉吉市越殿町 1551）

※　7 日は 20 ： 30 から、 鳥取藝住祭　芸術学
校　in　倉吉 （講師 ： 日比野克彦） があります。

　滞在制作の発表をするため、 旧仲倉医院の
中庭に手づくりのステージをつくります。

　皆さんのお知り合いで、 ステージをつくるのに
必要な材料 （木材など） が提供できる方がおら
れましたらご連絡ください。



明倫カンパイ！ボードビルショー

【内容】 ボードビルショー

　河原町オクトーバーフェスの会場をボードビル
で盛り上げます。

【日時】

　10 月 19 日 （日） 16 ： 00 ～

【会場】 倉吉市河原町周辺

【出演】

　BARON （ボードビリアン）

BARON ボードビルワークショップ

【内容】 ワークショップ （体験）

　ボードビルを体験することができます。

【日時】

　10 月 10 日 （金） 19 ： 00 ～ （中学生以上） 

　10 月 11 日 （土） 14 ： 00 ～ （親子向け）

【参加費】 無料

【会場】 旧仲倉医院 （倉吉市越殿町 1551）

【講師】

　BARON （ボードビリアン）

BARON presents 「明倫ボードビル SHOW」

【内容】 ボードビル

　ボードビルとは、 歌、 踊りを用いたバラエティ
シ ョ ー で、 元 々 の 意 味 は、 フ ラ ン ス 語 の
「Voix de Ville」 （街の声） です。

　明倫の人たちとの交流や地域の歴史を知るこ
とから発想する、 地域密着型の歌って踊るバラ
エティショーの新作を組み立てます。

【日時】

　11 月 2 日 （日） 14 ： 00 開演

　11 月 3 日 （月 ・ 祝） 18 ： 00 開演

 　（開場は各開演の 30 分前。）

【入場料】 無料

【会場】 旧仲倉医院 （倉吉市越殿町 1551）

【出演】

　BARON （ボードビリアン）

竹ち代毬也 presents 「私のぽろり～ん」

【内容】 地域参加型ぽろり～んパフォーマンス

　人それぞれに 「好き」 には理由があると思い
ます。

　本、 映画、 音楽、 動物、 乗物、 場所、 景色、
時間、 男の人、 女の人。

　参加者の方にその理由をぽろり～んと語って
頂きます。

　その人にしか語れない思い出や、 その時の
感情があって、 そんな想いを語る時ちょっと恥
ずかしかったり嬉しかったりどうにも隠せないそ
の人のぽろり～んと出る姿を見て皆さんもぽろり
～んとして下さい。

【日時】

　11 月 3 日 （月 ・ 祝） 14 ： 00 開演

　（開場は開演の 30 分前）

【入場料】 無料

【会場】

　明倫公民館　（倉吉市福吉町 2 丁目 1674）

【出演】

　竹ち代毬也 （ダンサー） ほか地域の皆さん

チェリータイフーン presents 

「御伽草子 灯籠」

【内容】 舞踊劇

　倉吉 「淀屋」 を舞台に織りなす現代版大衆
演劇レビュー。

　怪談「牡丹灯籠」を題材に、人と人との「境界」
とは何かを身体感覚的な視点からあぶり出す。

　ゲストパフォーマーにちんどん屋 「ロン」、 三
味線 「山内有二」 を迎え、 生演奏と舞踊によ
る非現実的な 「境界」 の時間を体感するひとと
き。

【日時】

　11 月 22 日 （土） 15 ： 30 開演

 　（開場は開演の 30 分前）

【入場料】 無料

【会場】 倉吉淀屋 （倉吉市東岩倉町 2280）

【出演】

　チェリータイフーン （踊り）
　ロン （殺陣とちんどん）
　山内有二 （三味線）
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