
KAAT×高山明/Port B『ワーグナー・プロジェクト』 

PRESS RELEASE vol.2 2017.09.15 

 

お問合せ:KAAT 神奈川芸術劇場 制作:小沼 電話：045-633-6500 FAX:045-681-1691 メール:konuma@kanagawa-af.org 

     ワーグナー・プロジェクト 制作:及位（voids） 電話:050-3693-3867 メール:nozoki@voids.jp 

 

▶『ワーグナー・クルー』募集！ 

▶チケット発売（オリジナル PASS & U22限定チケット etc.） 

 

KAAT×高山明/Port B『ワーグナー・プロジェクト』 

―「ニュルンベルクのマイスタージンガー」― 

 10 月 20 日（金）～28 日（土） 

KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ 

 

 

 

劇場がストリートになる９日間。 

オペラの巨匠ワーグナー × ヒップホップから生まれる、あたらしい詩・芸術・祝祭。 

 

 

2017年 10月 20日（金）開催決定！ 

▶▶▶「ワーグナー・クルー」公開オーディション◀◀◀ 

審査員：GOMESS、斉藤斎藤、瀬尾夏美、ダースレイダー、山田亮太、荏開津広、高山明 ほか 
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HIPHOP x WAGNER = ??? 

日々生成変化する「お祭り広場」で繰り広げられる、6時間×9日間＝54時間の連続上演！ 

 

現実の都市空間でツアー・パフォーマンスなどのプロジェクトを展開してきた高山明/Port Bが、約 8年ぶりに劇

場帰還を果たし挑むのは、楽劇王ワーグナー。民衆による新たな歌／芸術が生まれる過程が描かれ、芸術や

都市の祝祭を更新しようとした歌合戦オペラ「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の「上演」に挑戦します。 

会期初日に開催される「ワーグナー・クルー」選抜オーディションを皮切りに、第一線で活躍するラッパーや DJ、

詩人を招いたストリートの「学校」で、選ばれたクルー≒次世代の才能たちが進化を遂げる 9日間。ストリート化

された劇場は、すべての参加者が出入り自由、かつ「サイファー自由」な時空間となり、ライブ、グラフィティ、レク

チャー、ワークショップ、MCバトルなどが同時多発的に展開します。今、改めて「詩・芸術・祝祭」を問う、かつて

ないワーグナーの「上演」にご期待ください！ 

 

 

 

▶▶▶開催概要 

KAAT×高山明/Port B『ワーグナー・プロジェクト』 

—『ニュルンベルクのマイスタージンガー』― 

構成・演出：高山明/Port B  

  
会期：10月 20日（金）～28日（土） 各日 15時～21時（入退場自由） 
会場：KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ 

  
出演：ワーグナー・クルー（初日のオーディションにて決定） 

講師：GOMESS / 斉藤斎藤 / 管啓次郎 / 瀬尾夏美 /  ダースレイダー / ベーソンズ / 山田亮太  and more！ 
 

音楽監督：荏開津広  
空間構成：小林恵吾 
グラフィティ：snipe1 
 
企画・製作：Port B、KAAT神奈川芸術劇場 
主催：KAAT神奈川芸術劇場 

 

※上演内容は連日異なります。出演者は公演期間中のタイムテーブルに応じて出演します。※タイムテーブルは後日公開します。 

 

Artist Profile： 

高山明（Akira Takayama） 
1969年生まれ。2002年、PortB(ポルト・ビー)を結成。実際の都市を使ったインスタレーション、ツアー・パフォーマン

ス、社会実験プロジェクトなど、現実の都市や社会に介入する活動を世界各地で展開している。近年では、美術、観

光、文学、建築、都市リサーチといった異分野とのコラボレーションに活動の領域を拡げ、演劇的発想・思考によって

様々なジャンルでの可能性の開拓に取り組んでいる。主な作品に 2017年『マクドナルド放送大学』（ドイツ/フランクフ

ルト）、2016年『北投ヘテロトピア』（台湾/台北）、2014年『完全避難マニュアル・ラインマイン版』（ドイツ/ラインマイン

地域）、2014年『横浜コミューン』（日本/横浜）、2013年『東京ヘテロトピア』（東京/日本）、2011年『国民投票プロジェ

クト』（日本/東京、福島ほか）など多数。2016年より東京藝術大学大学院映像研究科准教授。 
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▶▶▶「ワーグナー・クルー」選抜オーディション開催！ 

合格者は 9日間のストリートの学校でスキルを磨き、最終日のライブに出演します 

 

あたらしい詩を問いなおす「9日間のストリートの学校」に参加してみませんか！？ 

上演初日（10月 20日）に公開オーディションを開催し、その場で選抜クルーを決定します。 

 

「ワーグナー・クルー」選抜オーディション（一般公開） 

日時：2017年 10月 20日（金）17時～21時（TBA） 

会場：KAAT神奈川芸術劇場 

審査員：GOMESS、斉藤斎藤、瀬尾夏美、ダースレイダー、山田亮太、荏開津広、高山明 ほか 

 

▶▶▶こんな方のご参加をお待ちしています！ 

 
・詩、ラップのあたらしい可能性を追求したい 

・詩人・ラッパーとして、詩のつくりかたやその方法論を更新したい 
・6時間 x 9日間の「ストリートの学校」としてのコミュニティを体験したい 
・HIPHOP／ラップ／詩／歌について知識を深め、自身の創作活動に活かしたい 
・基本、全日参加ができる 

 
※経験・スキル・音楽スタイル・年齢・性別は問いません。 
※オーディションへの参加は無料です。 
※出演料・スケジュールは応相談となります。 

 

▶「ワーグナー・クルー」とは 

9 日間のストリートの「学校」で、第一線で活躍するラッパー・DJ・詩人・建築家・アーティスト・グラフィティラ

イターなどが展開するワークショップ・レクチャー・ライブを体験し、自身のスキルを磨きます。 

 

▶SCHEDULE 

10月 20日（金）～28日（土）全 9日間、各日 15時～21時 

10月 20日（金）：「ワーグナー・クルー」選抜オーディション 

10月 21日（土）～28日（土）： 

ワークショップ、レクチャー、サイファー、MCバトル、ライブへの参加 

 

▶HOW TO ENTRY 

以下のエントリー・フォームよりお申し込みください。 

エントリー・フォーム：http://bit.ly/2x17MzT 
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▶▶▶TICKET 

 

【チケット発売日】 

 

一般発売 2017年 9月 24日（日）／ KAme（かながわメンバーズ）先行：9月 23日（土） 

 

▶９days フリーパス（前売のみ） 
9日間入退場自由！ 

すべてのイベントが楽しめる、特典つきのプレミアム・パス！ 

一般  10,000円  

  U22   3,000円   
※特典①「ワーグナー・プロジェクト」オリジナルトートバック＆ステッカー 

※特典②「ワーグナー・プロジェクト」レクチャーシリーズ・ドキュメント 

 

▶３days フリーパス（前売のみ） 

一般 5,000円 

※特典 「ワーグナー・プロジェクト」オリジナルステッカー 

 

▶１dayパス（前売のみ、公演日指定） 

一般 2,500円 

 U22  1,000円  

 

▶当日券 一般   3,000円 

▶当日券 U22    1,500円 

 
※Ｕ22チケットは公演当日 22歳以下の方がご購入いただけるチケットです。入場時に年齢のわかる証明書をご提示いただきます。 
※出演者は公演期間中のタイムテーブルに応じて出演します。 
※小学生以上はチケットをお買い求めのうえご入場ください。未就学児は保護者ご同伴でご入場ください。 
※会場には階段など危険なところもございます。 混雑時にはお客さま同士で譲り合ってお楽しみください。 

 

 

【チケット取扱】 

チケットかながわ  http://www.kaat.jp/ 0570-015-415 
窓口：KAAT神奈川芸術劇場 2F（10:00-18:00） 

チケットぴあ  http://pia.jp/t/kaat/（PC・携帯） 
                      0570-02-9999（P コード：482-007） 

 

【お問合せ】 チケットかながわ 0570-015-415（10:00-18:00） 

ウェブサイト http://portb.net/wagnerproject 
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▶▶▶STAFF 

 
構成・演出：高山明 
  
出演：ワーグナー・クルー 

講師：GOMESS、斉藤斎藤、管啓次郎、瀬尾夏美、ダースレイダー、ベーソンズ、山田亮太  and more！ 

 
音楽監督：荏開津広  
 
空間構成：小林恵吾 
 
グラフィティ：snipe1 
 
演出助手：田中沙季 

舞台監督：清水義幸（カフンタ） 

照明ディレクター：高田政義（RYU Inc.） 

照明：杉本成也（RYU Inc.） 

音響ディレクター：稲荷森健 

メディアディレクター：和田信太郎 

技術監督：堀内真人 

 

ドラマトゥルク：柴原聡子 

制作協力：戸田史子  

制作：小沼知子、及位友美（voids） 
 

協力：早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻（小林恵吾研究室：畑江輝、舟橋翔太、吉村環紀、森澤碧

人、北岡航）、東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻、東京藝術大学 芸術情報センター（AMC） 
 
企画・製作：Port B、KAAT神奈川芸術劇場 
主催：KAAT神奈川芸術劇場 

 

 

Staff Profile： 

音楽監督：荏開津広（Hiroshi Egaitsu） 
執筆／DJ／京都精華大学、立教大学非常勤講師。ポンピドゥー・センター発の映像祭オールピスト京都プログラム・ディレクター。

90年代初頭より東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、ZOO、MIX、YELLOW、INKSTICKなどでレジデント DJ を、以後主にスト

リートカルチャーの領域において国内外で活動。著書に『人々の音楽について』（EDITION OKFRED、2010年）、共訳書に『サウ

ンド・アート』（フィルムアート社、2010年）。主なキュレーションに『サイドコア 身体／媒体／グラフィティ』（2013年）、プログラム・

ディレクションに『ポンピドゥー・センター公式映像祭 オールピスト東京』（2014年）など。 
 
空間構成：小林恵吾（Keigo Kobayashi） 
1978 年生まれ。2002 年早稲田大学理工学部建築学科卒業、2005 年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程修了後、

2012年までOMA-AMOロッテルダム事務所に勤務。主に中近東諸国や北アフリカ地域にて建築や都市計画プロジェクトやリサー

チの担当を務めた。主なプロジェクトに「ロスチャイルド銀行本社ビル」「カタール財団本社ビル」「カタール国立図書館」など。2012

年より早稲田大学創造理工学部建築学科助教。2016 年より同大学准教授。NPO 法人「PLAT」役員のほか、設計事務所 NoRA

共同主宰。主な作品に「2014年ヴェネチア建築ビエンナーレ日本館展示計画」、「エネマネハウス 2015ワセダライブハウス」など。 


