プレスリリース

（市政・経済同時）

2021年10月21日
KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−実⾏委員会

芸術と科学の祭典
プログラム発表会を11月２日(火)に開催

（2021年度メーンビジュアル）
2021年12月18日(土)〜2022年２月13日(日)、京都岡崎地域で「KYOTO STEAM−世界⽂化
交流祭−」を開催します。
本祭典は、アート×サイエンス・テクノロジーをテーマに、未来志向で革新的なプロジェ
クトにより構成されるフェスティバルです。アーティスト、科学者や研究者、職人や技術者、
さらには子どもから大人までが参画し、企業や大学・研究機関と協働し、多彩なプロジェク
トを進めています。その成果やプロセスを、展覧会、公演、トーク、ワークショップなどの
形で発表します。パビリオンやマーケットも企画中です。
つきましては、開催に先立ち本祭典のプログラムについて発表会を実施しますのでお知ら
せいたします。
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プログラム発表会 概要
【開催日時】 ２０２１年１１月２日（⽕）１４〜１５時＜受付：１３時半〜＞
【会
場】 京都市京セラ美術館 講演室（別紙参照）
【内
容】 １．オープニング
２．概要説明
３．各プログラム紹介
４．協賛・協力企業等紹介
５．質疑応答
６．フォトセッション
【出
席】 石井 大輔（ソニーグループ株式会社クリエイティブセンターセンター⻑）
坂本 英房（京都市動物園園⻑）
HIxTO（アーティストコレクティブ）
藤本 壮介（建築家・2025年大阪関⻄万博会場デザインプロデューサー）

※藤本壮介氏はVTR出演となりました。

出席者プロフィール
石井 大輔（いしい だいすけ）
ソニーグループ株式会社クリエイティブセンターセンター⻑。1992年ソニー入社。ハンディ
カム、ウォークマン® 、AIBOなどのプロダクトデザインを担当。2度の英国赴任を経て、AIロ
ボティクス、モビリティ、ドローンなどの新規領域や、R&D、コーポレートブランディング
等幅広い領域のID/UIUX/CDを含む統合的なクリエイティブディレクションを担う。2021年
よりセンター⻑に就任。2016/2021 iF Award 審査員（ドイツ）。2019 DFA Award審査員
（香港）。

坂本 英房（さかもと ひでふさ）
京都市動物園園⻑･KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−実⾏委員会チーフディレクター
福岡生まれ。山口大学大学院農学研究科獣医学専攻修了。福岡市役所での勤務を経て1988年
から京都市動物園に勤務。最初の6年間は動物飼育に、その後は獣医師として臨床に携わる
とともに学芸員として教育普及活動に従事。

HIxTO（ヒクト）
アーティストコレクティヴ。各プロジェクト毎に様々なアーティスト／クリエイターが出入
りする。身体性に興味、視点をあてた彼らは様々ジャンルからクロスジャンルアートを立ち
上げ、それより起こる可能性の拡張から、従来の想定されるカンパニーや劇団ではない、身
体から社会をデザインするHIxTOブランド（シンボル）を掲げるプロジェクトの形を目指す。

藤本 壮介（ふじもと そうすけ）

©David Vintiner

1971年北海道生まれ。
東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。2014年フラン
ス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞（ラルブル・ブラン）に続き、2015、2017、2018年
にもヨーロッパ各国の国際設計競技にて最優秀賞を受賞。国内では、2019年、津田塾大学小
平キャンパスマスタープラン策定業務のマスターアーキテクトに選定、2020年、2025 日本
国際博覧会の協会事務局会場デザインプロデューサーに就任。2021年には大分空港海上アク
セス旅客ターミナル建設工事基本・実施設計業務 最優秀者に選定される。
（敬称略・五十音順）

KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−実⾏委員会
〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 京都市国際交流会館内
（京都市 ⽂化市⺠局 ⽂化芸術都市推進室 ⽂化芸術企画課）
担当：皆越（みなごえ）
TEL.075-752-2265 FAX.075-752-2233 Email : info@kyoto-steam.org

令和３年度
⽂化庁 ⽂化芸術
創造拠点形成事業

令和３年度
⽂化資源
活用推進事業
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【別 紙】

取材申込書
KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭− プログラム発表会
KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−実⾏委員会（皆越）⾏
FAX：０７５−７５２−２２３３
■日
■会

時：２０２１年１１月２日（火）１４〜１５時＜受付１３時半〜＞
場：京都市京セラ美術館 講演室

□ ご出席

ご出欠

□ ご欠席

貴社名
（掲載・放送予定媒体名）

ご担当者名

ご連絡先（ＴＥＬ）
メールアドレス

掲載日・放送日
（決定している場合）

＜会場アクセス＞
住
所：〒606-8344

平安神宮

岡崎公園

京都市美術館別館
ロームシアター京都

京都市動物園

みやこめっせ
京都府立図書館

京都市京セラ美術館

東山駅
京都国立近代美術館

京都市左京区岡崎円勝寺町124

電⾞：地下鉄東⻄線「東山駅」より徒歩約8分
京阪「三条駅」・地下鉄東⻄線「三条京阪駅」より徒歩約16分
市バス：JR・近鉄・地下鉄「京都駅」から
A1のりば 5系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下⾞すぐ
D2のりば 86系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下⾞すぐ
阪急「京都河原町駅」から
Eのりば 46系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下⾞すぐ
Hのりば 5系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下⾞すぐ
京阪「三条駅」から
Dのりば 5系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下⾞すぐ

八坂神社
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＜参考資料＞

2021.12.18〜2022.2.13
〜開催概要〜

KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−実⾏委員会
〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 京都市国際交流会館内
（京都市 ⽂化市⺠局 ⽂化芸術都市推進室 ⽂化芸術企画課）
担当：皆越（みなごえ）
TEL.075-752-2265 FAX.075-752-2233 Email : info@kyoto-steam.org

令和３年度
⽂化庁 ⽂化芸術
創造拠点形成事業

令和３年度
⽂化資源
活用推進事業

１．「KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−」とは
開催期間
会
場

2021年12月18日(土)〜2022年２月13日(日)
京都・岡崎地域

アート×サイエンス・テクノロジーをテーマに、未来志向で革新的
なプロジェクトにより構成されるフェスティバル。「世界の未来に希
望が持てる社会を構想し発信すること」をビジョンとし、フェスティ
バルの起点となった〈KYOTO CULTIVATES PROJECT〉の理念「京
都は耕す、育む、磨く」を体現する祭典を目指しています。
アーティスト、科学者や研究者、職人や技術者、さらには子どもか
ら大人までが参画し、企業や大学・研究機関と協働して、多彩なプロ
ジェクトを進めており、その成果やプロセスを、展覧会、公演、トー
ク、ワークショップなどの形で発表します。
※STEAM…Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、
Arts(芸術)、Mathematics(数学)の頭文字を組み合わせた
もの
プロデューサー

（2021年度メーンビジュアル）

平竹 耕三(京都産業大学文化学部教授)

これまでの「KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭−」
【2018年度】KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭− prologue
開催期間

会

場

メーンプログラム
2019年3月21日(木･祝)〜25日(月)/30日(土)･31日(日)
伝統芸能×新技術ARポストカード
2018年8月23日(木)･25日(土)･26日(日)/9月1日(土)･2日(日)
KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭
2017年10月14日(土)〜11月5日(日)
2018年10月6日(土)〜28日(日)
岡崎地域をメーンとした京都市内
(ロームシアター京都/京都市動物園/世界遺産二条城他)

【2019年度】KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭− 2020
メーンプログラム
2020年3月7日(土)〜9日(月)/21日(土)・22日(日)/24日(火)
〜29日(日)
KOKOKA OPEN DAY 2019 連携企画 2019年11月3日(日・祝)
KRP地区開設30周年記念事業 連携企画 2019年10月29日(火)
シンポジウム 2019年10月16日(水)
キッズ･ワークショップ 2019年8月3日(土)
場 岡崎地域をメーンとした京都市内
(ロームシアター京都/京都市京セラ美術館/京都市動物園他)

開催期間

会

【2020年度】KYOTO STEAM−世界⽂化交流祭− 2022 prologue
国際アートコンペティション スタートアップ展
2020年10月31日(土)〜12月6日(日)
STEAM THINKING LABO 2020年7月〜2021年3月
Art×Science GIG 2020年10月31日(土)〜12月6日(日)
アートで感じる？チンパンジーの気持ち
2020年8月9日(日)・2021年3月20日(土･祝)〜28日(日)
『梁塵秘抄2021 cirque de kyoto』 2021年3月27日(土)
OKAZAKI MARKET＋ 2021年3月27日(土)、28日(日)
NAQUYO−平安京の幻視宇宙− 2021年3月27日(土)・28日(日)他
事業創発・未来フォーラム2021 2021年3月26日(金)
場 京都市京セラ美術館、京都市動物園、ロームシアター京都他

開催期間

会
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２．今年度のプログラムについて①
Sony Design

ONE DAY, 2022/2050 Sci-Fi Prototyping

2021.12.18(土)〜2022.1.9(日)
会場：ロームシアター京都 ノースホール

デザイナーとエンジニアが創る「2022年のリアル」と、デザイナーとSF作家がコ
ラボレーションし、Sci-Fiプロトタイピングの手法を用いて描き出したその先の
「2050年のありうる未来」を体感できる展示。

アメノシタ・パビリオン

2021.12.18(土)〜26(日)

会場：ロームシアター京都 ローム・スクエア

建築家・藤本壮介氏による新作パビリオン。自然と人工物、自然と人の間にある
エネルギーやゆらぎを体感できる空間を演出。

アート×サイエンス IN 京都市動物園

アートで感じる？チンパンジーの気持ち

2021.12.18(土)〜26(日)、2022.2.5(土)
会場：京都市動物園

ヒトにとってアートとは何か。ヒトに最も近い動物であるチンパンジーに寄り添
い、アーティストと研究者がその根源的な問いに迫るプログラム。

NAQUYO−平安京の幻視宇宙−

KYOTO STEAM in collaboration with MUTEK.JP

2021.12.23(木)〜25(土)

会場：ロームシアター京都 サウスホール

最新の立体音響技術と映像を用いた平安京のサウンドスケープを、全身で体感で
きる没入型空間でライブ・パフォーマンスを実施。無料の空間体験も。

OKAZAKI MARKET+

2021.12.25(土)・26(日)

会場：ロームシアター京都 プロムナード(北側)他、岡崎公園

私たちの暮らしに身近なものを切り口に、アート×サイエンス・テクノロジーを
気軽に体感できるマーケット。

平安拾遺譚 cirque de kyoto

2021.12.26(日)
会場：平安神宮 神苑(尚美館)

「猿楽」の高いエンターテインメント性を活かした、京都ならではの現代的な芸
能「cirque de kyoto(京都のサーカス) 」の創作を通じて、平安時代から京都の人々
が担ってきた文化創成のプロセスそのものの具現化に取り組むプログラム。
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２．今年度のプログラムについて②
2021.12.24(金)〜26(日)

HIxTO（ヒクト）「bug」

会場：京都市美術館 別館2階 展示室

HIxTOによる展示とパフォーマンス。予期せぬエラーとして現れる「バグ」を、
生存に生かすための進化の転機として捉えなおします。

2022.1.21(金)

KYOTO STEAM 事業創発・未来フォーラム2022

【オンラインLIVE配信】

1000年先まで続く「文化で未来を作る」をコンセプトに、STEAMの専門家たちが、
それぞれの専門領域を生かした意見を交わして、事業の創発に取り組むフォーラム。

2022.1.29(土)

多分野共同プログラム「学問の〈根・音・ね〉」

会場：京都市京セラ美術館 講演室

活動分野の異なる参画者が、半年間、対話を重ねながら、それぞれの専門分野の原
点にある「問い」から現在に至るまでの歴史と、その連鎖を仮想空間等で可視化す
ることを試みるプロジェクト。

KYOTO STEAM 2022

国際アートコンペティション

2022.1.29(土)〜2.13(日)

会場：京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

アーティストと企業・研究機関が対話を重ね制作した作品を展覧し、表彰する、
日本で類を見ない形式の国際コンペティション。

STEAM THINKING−未来を創るアート 京都からの挑戦

Art×Science GIG

2021.12.23(木)〜27(月) 、2022.1.28(金)〜2.1(火)
会場：ロームシアター京都 パークプラザ3F第1会議室

2018年度より京都市内の芸術系大学を拠点に、アーティストとサイエンティスト
が協力して実施してきたワークショップ「STEAM THINKING LABO」の総括的
作品展。

いのちが高まる茶室 〜こどもたちとの協奏〜

2022.1.6(木)〜9(日)

会場：ロームシアター京都 プロムナード

中島さち子氏((株) steAm 代表、大阪・関⻄万博テーマ事業プロデューサー）によ
る、子どもたちが建築家や芸術家と共に茶室を創作する参加型プログラム。

各プログラムの詳細等は、11月2日(火）の「プログラム発表会」でお知らせします。
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３．主催等
（１）主催
KYOTO STEAM−世界文化交流祭−実⾏委員会
評 議 会 議 ⻑ 門川大作（京都市⻑）
評
議
員 ⻘木 淳（京都市京セラ美術館館⻑）
赤松玉女（京都市立芸術大学学⻑）
堀場 厚（(公財)京都市音楽芸術文化振興財団理事⻑）
プロデューサー 平竹耕三（京都産業大学文化学部教授）
（２）参画団体
京都市，京都市立芸術大学、京都市京セラ美術館，京都市動物園
(公財)京都市芸術文化協会、(公財)京都市音楽芸術文化振興財団
(公財)京都高度技術研究所、京都商工会議所，京都経済同友会
日本放送協会京都放送局、京都新聞社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱
（３）プラチナパートナー
近畿日本鉄道㈱、京阪ホールディングス㈱、㈱島津製作所、ソニーグループ㈱
⻄日本旅客鉄道㈱、NISSHA㈱、パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱
阪急電鉄㈱、MUTEK,jp
（４）ゴールドパートナー
(一財)ニッシャ印刷文化振興財団、㈱フェニクシー、㈱堀場製作所、㈱ユニオン
（５）パートナー
アクチュアル㈱、㈱井筒企画、Image Club、ヴィラ九条山、㈱エフエム京都
㈱片岡製作所、カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱、京とうふ藤野㈱、㈱京都銀⾏
京都信用金庫、KYOTO’s 3D STUDIO㈱、京都大学学際融合教育研究推進センター
京都中央信用金庫、㈱グランマーブル、㈱江寿、COHJU contemporary art
国立研究開発法人理化学研究所植物-微生物共生研究開発チーム
国立病院機構新潟病院臨床研究部医療機器イノベーション研究室
Konel、(一財)三洋化成社会貢献財団、㈱SeedBank、㈱進々堂
㈱SCREENホールディングス、㈱大丸松坂屋百貨店、宝酒造㈱、タキヤ㈱
日本たばこ産業㈱、㈱山岡白竹堂、福田金属箔粉工業㈱、㈱藤井大丸、㈱フジックス
㈱丸久小山園、㈲丸重屋、mui Lab、㈱緑寿庵清水、Whatever Inc.
（６）サポーター
京都芸術大学，京セラ㈱みなとみらいリサーチセンター，京都市⻘少年科学センター
京都市立芸術大学、(公財)京都伝統伎芸振興財団、(一社)STEAM Association

４．お問い合わせ
取材等をご希望の場合は，下記担当までご連絡ください。
KYOTO STEAM−世界文化交流祭−実⾏委員会事務局 担当：皆越（みなごえ）
TEL.075-752-2265 FAX.075-752-2233 Email : info@kyoto-steam.org

5

