True Colors FASHION
ドキュメンタリー映像「対話する衣服」 -6 組の“当事者”との葛藤人の数と同じだけ心を身体がある。
車椅子や義足を伴う身体、さまざまな体型、あらゆる既成概念にとらわれない多彩な精神。
気鋭のファッションデザイナーを世界に輩出し続ける私塾「ここのがっこう」。本作は、卒業生と在校生から選抜された 6 人
のデザイナーが、6 人の異なるモデルに向き合い制作に挑みました。監督は「うたのはじまり」で知られる河合宏樹。完成し
た 6 個の作品を紹介するクライマックスシーンでは、写真・構成を LILY SHU が、音楽を蓮沼執太が担当しました。
■True Colors FASHION ドキュメンタリー映像 ※バリアフリー・多言語対応あり
公開日：2021 年 3 月 5 日（金）
True Colors Festival 公式 YouTube チャンネル https://www.youtube.com/c /truecolorsfestival
【音声ガイド版／日本語字幕版】
公開日：2021 年 3 月 5 日（金）
バリアフリーなオンライン劇場 THEATRE for ALL https://theatreforall.net/ より無料配信
【英語字幕】
公開日：2021 年 3 月 16 日（火）
True Colors Festival 公式 YouTube チャンネル https://www.youtube.com/c /truecolorsfestival
6 組のデザイナーとモデルのコラボレーション

斎藤幸樹×カイト

タキカワサリ×ちびもえこ

SiThuAung×アオイヤマダ

田畑大地×葦原海

市川秀樹×大前光市

八木華×須川まきこ

■True Colors FASHION メガ会議
日時：2021 年 3 月 5 日（金）19:00-21:00
会場：オンライン開催 ※お申込み後、メールにて、URL をお送りいたします。
参加費：1,000 円 ※チケット購入：https://megakaigi20210305.peatix.com/
登壇者：島影 圭佑（株式会社オトングラス 代表取締役）、山縣 良和（ファッションデザイナー）
青木 彬（インディペンデント・キュレーター）、落合 陽一（メディアアーティスト）
オフィシャルコメンテーター：村上 要（WWD JAPAN.com 編集長）、河合宏樹（映画監督）
金森 香（THEATRE for ALL ディレクター、True Colors FASHION プロデューサー）
■True Colors FASHION 「対話する衣服」展
「SHIBUYA FASHION WEEK」期間中の公式プログラムとして、本企画で制作された作品 6 点と、写真家・LILY SHU に
よる写真展示を行います。
期間：2021 年 3 月 15 日（月）～31 日（水）11:00-20:00
会場：渋谷スクランブルスクエア 12F / Scene12

True Colors DIALOGUE
ママリアン・ダイビング・リフレックス／ダレン・オドネル 「私がこれまでに体験したセックスのすべて」
誰にとっても共通の“性”の話題を通して、お互いを知り、人々のつながりを生み出すドキュメントシアター
カナダ出身のアーティスト、ダレン・オドネルを中心とするママリアン・ダイビング・リフレックスの演劇作品。日本で初上演となる
本公演では、公募で集まった 60 歳以上の出演者 5 人とダレン・オドネルらが 1 ヶ月間のワークショップとインタビューを行
い、それぞれの性体験の歴史を振り返りながら、脚本を制作。性はわたしたちの生活や命に深く関わる大事なテーマです。
シニアの勇気あふれる性の物語を、学校では教えてくれない大事な人生の教科書として、若者たちへエールを届けます。
※ママリアン・ダイビング・リフレックスについて：https://truecolorsfestival.com/topics/50166/
■True Colors DIALOGUE 開催概要
京都公演
日時

会場

東京公演

3 月 26 日（金）19:00 開演

4 月 8 日（木）18:00 開演

3 月 27 日（土）17:00 開演

4 月 9 日（金）18:00 開演

3 月 28 日（日）17:00 開演

4 月 10 日（土）18:00 開演

※開場は、開演の 30 分前

4 月 11 日（日）15:30 開演

京都芸術センター 講堂

スパイラルホール

（京都府京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏 （東京都港区南青山 5-6-23 スパイラル 3 階）
山町 546-2）
料金

一般前売 3,000 円、一般当日 3,500 円

一般前売 3,000 円、一般当日 3.500 円

ユース・学生前売 2,500 円、ユース・学生当日

学生前売 2,500 円、学生当日 3,000 円

3,000 円

高校生以下前売・当日 1,000 円

高校生以下前売・当日 1,000 円

※全席指定席

ペア（前売のみ） 5,500 円
※自由席
上演時間：約 100 分／言語：日本語上演、日・英字幕つき
一般発売日：2021 年 3 月 6 日(土) 10:00
予約： チケットぴあ P コード 505154
【電話】 0570-02-9999 （音声ガイダンス 24 時間受付）
【WEB】 https://t.pia.jp
【店頭販売】 セブンイレブン・チケットぴあ店舗にて購入可
ローソンチケット L コード 31908
【WEB】https://l-tike.com/true-colors-dialogue/
Peatix
【WEB】https://precog-tickets.peatix.com/
アクセシビリティ対応：
車椅子席/日本語字幕・英語字幕/補助犬利用/日本手話通訳/日本語音声ガイド/介助者 1 名無料/
鑑賞サポートのお申し込み、その他イベントに関するお問い合わせは株式会社 precog までご連絡ください。
TEL：03-6825-1223 / FAX：03-6421-2744 / Email：info@precog-jp.net
True Colors DIALOGUE
主催：日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS、株式会社 precog

True Colors CIRCUS
SLOW CIRCUS PROJECT 『T∞KY∞（トーキョー）～虫のいい話～』
障害の有無・年齢・性・国籍をこえて集結した人々による、未来の社会に向けた野外サーカス
ソーシャルサーカスを活用したマイノリティのエンパワメントとコミュニティビルディングを推進する SLOW CIRCUS PROJECT
の新作公演。異なる個性は特技となり、違いを楽しむ「日本初のソーシャルサーカスカンパニー」として、大規模な野外サー
カスを披露いたします。違いを認め合い、活かし合う共創の素晴らしさを作品を通じて伝え、人々に未来への希望を届けま
す。
■True Colors CIRCUS 開催概要
日時：2021 年 4 月 25 日（日）・26 日（月）18:00 開演
会場：池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアター（東京都豊島区西池袋 1-8-26）
料金：無料（要申込み）※4 月上旬より観覧予約開始（予定）
上映時間：約 1 時間
出演：市民パフォーマー、国内外プロパフォーマーなど国内外の多様なパフォーマー
鑑賞サポート：車椅子席/通路側席、手話通訳、日本語音声ガイド、日本語・英語字幕（本編以外） ほか予定
クリエイティブチーム
栗栖 良依（くりす よしえ）クリエイティブ・プロデュース
SLOW CIRCUS PROJECT クリエイティブプロデューサー。
「日常における非日常」をテーマに、国内外のアート・デザイン・エンタメの世界を横断するプロジェクトを多方面で展開。
2010 年骨肉腫による右下肢機能全廃で障害福祉の世界と出会い、翌年 SLOW LABEL 設立。2014 年よりヨコハ
マ・パラトリエンナーレ総合ディレクター。2016 年リオ・パラリンピック ステージアドバイザー。東京 2020 開会式・閉会式
4 式典総合プランニングチーム クリエイティブディレクター。
金井ケイスケ 構成・演出
サーカスアーティスト/SLOW CIRCUS PROJECT ディレクター
中学生で大道芸を始める。文化庁国内研修員として能を学んだ後、文化庁海外派遣研修員として、日本人で初めて
フランス国立サーカス大（CNAC）へ留学。卒業後フィリップ・デュクフレ演出のサーカス作品でヨーロッパツアー後、フラン
ス現代サーカスカンパニーを立ち上げ世界 35 カ国で公演。2009 年帰国。2014 年より SLOW LABEL のパフォーマン
スプロジェクトに携わる。
SLOW CIRCUS PROJECT について
SLOW LABEL より発足した、日本初のソーシャルサーカスカンパニー。
ソーシャルサーカスとは、サーカス技術の練習や習得を通じ、社会性やコミュニケ
ーション力を育むプログラムとして、世界各地で社会的マイノリティ支援に活用さ
れています。SLOW CIRCUS PROJECT は、2017 年よりシルク・ドゥ・ソレイ
ユのサポートを受け、世界各地のソーシャルサーカスを実践する団体と連携しな
がら、障害のある人とのパフォーマンス創作、ワークショップなど国内での普及・実
践に取り組んでいます。https://circus.slowlabel.info/
SLOW LABEL について
SLOW LABEL は国内外で活躍するアーティストとともに、コミュニティがかかえる
課題を発掘し、さまざまな分野の専門家や市民・企業・行政をまきこんで、マイ
ノリティの視点から社会課題を解決にみちびく、「もの」「こと」「人」のしくみをデザ
インします。生産性を重視しがちな社会に「スロー」な感性をとりもどし、じぶんた
ちのあり方を問いつづけ、変化をおそれずに、多様性と調和のとれた社会をめざ
します。https://www.slowlabel.info/

