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全12カ所の会場を舞台に10カ国のアーティスト達からなる国際色豊かな写真展
京都グラフィー 国際写真フェスティバル、京都から世界へ

京都グラフィー展覧会に連動して開催される、様々なイベントやワークショップ

At Kyoto’s 12 venues, an international photography exhibition will take place featuring artists from 10 countries

Various events and workshops will be held in conjunction with the KYOTOGRAPHIE exhibitions

KYOTOGRAPHIE international photography festival, from Kyoto to the world

5 / 5 (Sun) 10 : 00 – 11 : 30

ギャラリートーク & 能楽
Koudoukan Sunday’s: Noh, Bouvier and tea
有斐斎 弘道館／Yuuhisai Koudoukan 

ブーヴィエが強く興味をもち彼の作品にも影響を与えた日本の伝統芸
能。その一つである能をブーヴィエの作品とともに楽しんでいただけま
す（茶菓付）。出演：林宗一郎（能楽師 ) ※定員：30 名／ ¥3,000 要
予約（弘道館に直接ご連絡下さい）Tel: 075 – 441 – 6662 ／ Email: 
info@kodo-kan.com 

Join us for an intimate morning of Noh and tea, surrounded by Bouvier’s 
work. Features a guest lecture, followed by a special Noh (Japanese theater) 
performance. Japanese tea and confectionery served. (Japanese only)
Performence: Sohichro Hayashi (Noh Player) *Capacity : 30 / 3,000 yen. 
Reservation required (contact Koudoukan directly)
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京都グラフィー国際写真フェスティバル
全12会場で約10カ国のアーティスト
による写真展を同時開催
開催期間 2013/04/13    05/06
高台寺塔頭 圓徳院＿細江英公／京都文化博物館 別館＿マリック・シディベ／大西清右衛門美術館＿大西清右衛門／
有斐斎 弘道館 ＿ニコラ・ブーヴィエ／西行庵 ＿高谷史郎／誉田屋源兵衛 黒蔵＿ケイト・バリー／アンスティチュ・フ
ランセ関西＿小野規／artZoNe ＿アルル国立高等写真学校の卒業生／虎屋京都ギャラリー＿クリスチャン・ポラッ
ク コレクション／ aSphoDeL ／ 富美代 ＿ハッセルブラッドマスターズ 2102 ／エールフランス ラウンジ／二条城二の
丸御殿台所＿ ChaNeL NeXUS haLL presents Naoki ／ハイアット リージェンシー京都＿京都グラフィー ハイライト

© Frank Meryl, Hasselblad Masters 2012
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Onishi Seiwemon
Onishi Seiwemon 
Museum
Seiwemon Onishi is the master kettle caster and 16th 

generation of Onishi family master kettle makers, a family 
belonging to the Senke Jisshoku, the ten designated craft 
families for the Senke style of tea ceremonies. In this 
exhibition, Onishi captures his own process of kettle 
casting on camera, filled with mysticism of the heated 
flames. Photographs of the traditional family kettles will 
also be on display, in a tearoom specially opened to the 
public during the exhibition period.

The Christian Polak 
Collection
Toraya Kyoto Gallery
From the collection by Polak, the historian of Franco-
Japanese relations, valuable works from the end of 
the Edo period until the early Meiji period will be on 
display. The military officer of the Shogun wearing a 
French military uniform taken in 1868 in ambrotype 
(glass) is an especially stunning piece.

ケイト・バリー
誉田屋源兵衛 黒蔵
大正期の町屋の奥に佇む洗練された蔵を舞
台に、ジェーン・バーキンの長女にしてパリ
を中心に活躍する女流写真家・ケイトによる
世界中の著名な女優達のポートレートと、南
三陸の被災者の女性達を支援するドキュメン
タリーを同時公開する。

小野規
アンスティチュ・
フランセ関西
2012 年のアルル国際写真フェスティバルに出
展された作品を京都グラフィーで展示する交
換プログラム。震災後 8 ヶ月経った東北を感
情的ではなく、小野独自の客観的な視点で
切り撮った風景写真は、地球変動という時
間軸の中での出来事を静かに伝えてくれる。

大西清右衛門
大西清右衛門美術館
室町時代から 400 年以上続く千家十職の釜
師、大西家十六代当主・大西清右衛門が茶
の湯釜を制作する過程を自ら撮影。代々伝
わる茶釜と共に、熱く燃える炎を捉えた神秘
的な写真を初公開。普段は開放しない茶室
などが展示会場となる。

アルル国立高等
写真学校の卒業生
ARTZONE
フランスの写真学校の名門、アルル国立高
等写真学校の 2012 年度卒業生から選抜さ
れた 7 名の作品を展示。次世代の有名写真
家の候補とも言える彼らの作品は、学生な
がら作家性が強い。京都造形芸術大学との
パートナーシップのスタートとして、同大学運
営のギャラリーで開催。

クリスチャン・
ポラック コレクション
虎屋京都ギャラリー
日仏外交史の研究家・ポラック氏のコレクショ
ンから、日本に初めて写真が伝わった幕末
から明治初期にかけての貴重な作品の数々
を紹介。中でも初公開の 1868 年当時にフラ
ンスの軍服を着た幕府軍将校が写るアンブロ
タイプ（ガラス板）の作品は一見の価値有り。

高谷史郎
西行庵
ダム・タイプの中心メンバーである高谷の映
像作品『Ice Core』『Snow Crystal』が平
安の歌人・西行ゆかりの茶室西行庵で展示
される。雪氷学者・中谷宇吉郎が堀削した
南極の氷床コアの写真を使用したインスタ
レーションが静かに語る地球の時間と、悠久
の空間がどう融合するかが見物。

マリック・シディベ
京都文化博物館 別館
60年代のマリの若者文化を切り撮ったシディ
ベのモノクロ作品が、アフリカン・カラー溢
れる展示空間で現地のストリートサウンドと
共に鮮やかに蘇る。会場には彼のスタジオ
も再現。ベネチア・ビエンナーレなど様々な
国際展で人気の彼の作品を日本で観られる
またとない機会。

CHANEL NEXUS HALL 
presents NAOKI
二条城二の丸御殿台所
普段は非公開の重要文化財・二条城二の丸御殿台所
で、昨年 CHANEL NEXUS HALL で好評を博した
写真展「MOOD – 9 GIRLS」を展示。進化する日本
女性の「カワイイ」を、ファッション写真家として活躍
してきた NAOKI が作品化し、日本の伝統的美意識
を現代に問う。
* 展示期間は 4 / 24 – 5 / 12 のみです。

Hasselblad Masters 2012
& エールフランス ラウンジ
ASPHODEL／ 富美代
全世界のプロフェッショナル写真家を対象にした、写
真界で最も権威ある賞のひとつ、ハッセルブラッド・マ
スターズ・アワードの 2012 年受賞作品を京都初公開。
今回は建築、風景、ポートレート、ファッション等 11
分野から11 人の受賞者が選ばれた。
* 会場へは、必ず四条縄手通の ASPHODEL からお入りください。

4 / 13 (Sat) 13 : 00 – 14 : 30

対談：海外からみる日本の写真
In Conversation: Japanese photography scene - as seen abroad
京都文化博物館 別館ホール／The Museum of Kyoto Annex Hall 

写真家の細江英公と小野規、アルル国際写真フェスティバルディレクター・
フランソワ・エベルを迎え、キュレーター・竹内万里子を進行役に、日本の
写真の現状について対談。海外の写真事情と比較し、それぞれの違いにつ
いて探ります。※展覧会会場への入場券が必要です

Join curator Mariko Takeuchi as she moderates a discussion on Japanese 
photography. Featuring photographers Eikoh Hosoe, Tadashi Ono and the 
director of Les Rencontres d’Arles, François Hébel. The discussion will 
look at the Japanese photography scene in the context of the international 
photography world. The panel will explore the differences between the 
two scenes. (Japanese / French). *an entry ticket to the exhibition required

4 / 21 & 5 / 5 (Sun) 10 : 00 – 11 : 30

キッズワークショップ：
なんちゃってアフリカン（対象年齢：3～12歳）　
Children’s dance and expression workshop : Nanchatte African (For children aged 3 – 12)
京都文化博物館 別館ホール／The Museum of Kyoto Annex Hall 

みんなでリズムに合わせてなんちゃってアフリカンダンスを踊りましょう。マリック・シディベの写
真に囲まれた空間で、音に合わせて身体を動かしながら、自由な気持ちで写真を撮り、思い切り
自己表現してみませんか。ナビゲーター：伴戸千雅子  太鼓：佐藤良、佐藤健志 ※定員：20 名
¥1,800（一般 /general) ／ ¥1,500（ パスポート持参の方 ) 要予約 event@kyotographie.jp

Come and move your body to the beat! Dance has the ability to create intimate moments perfect for 
photography. Children will learn how to move to the music and express themselves, while taking 
photographs in Malick Sidibé’s inspiring exhibition. Performer: Chikako Bando with Ryo Sato and 
Kenji Sato on drums. (Japanese only) *Capacity: 20 (general) ¥ 1,800 / ¥1,500 (KYOTOGRAPHIE 
passport holder) Reservation required: event@kyotographie.jp

4 / 14 (Sun) 16 : 00 – 18 : 00

Le Vent des mots
（監督:Olivier Bauer and Joel Calmettes、1999年フランス、45分、日本語字幕) 上映会＆座談会
Screening and conversation: Le Vent des mots, Olivier Bauer and Joel Calmettes (1999) France, 
45 min. (French with Japanese Subtitles) 京都シネマ／Kyoto Cinema 

1998 年にガンで亡くなったスイス人紀行作家・ニコラ・ブーヴィエの、最後の数週間。ブーヴィエ本人
へのインタビューや、家族、友人の証言を交え、スイスと日本、二カ国に生きたブーヴィエの人生の旅を
振り返るこのドキュメンタリーは、 日本を愛した代表的な西欧人作家への讃歌ともいえる。上映後、オリ
ビエ・バウアーとシルヴァン・カルドネルの座談会があります。※ ¥900（一般 ) ／ ¥500（学生・パス
ポート持参の方・クラブ・フランス会員 ) 
Nicolas Bouvier died of cancer in 1998. Le Vent des mots allows us to follow his last weeks as he attempts 
to finalize projects. It shares intimate moments and interviews with Bouvier and his family. Tracing the 
two ends of his physical and literary journey, Geneva and Japan, this film is much more than a 
documentary, it is a tribute to one of the major Western writers who came, loved and wrote about Japan. 
A lecture follows featuring Olivier Bauer and Sylvain Cardonnel. (Japanese / French) * ¥ 900 (general) / 
¥ 500 (Student, KYOTOGRAPHIE passport holders, Club France Member)

4 / 23 (Tue) 16 : 00 – 18 : 00

田村尚子『ソローニュの森』
出版記念特別上映会 ＆ 対談
Film screening: LA FORÊT DE SOLOGNE
同志社大学 寒梅館  クローバーシアター／
Doshisha University Kambaikan, Clover Theater

写真集『ソローニュの森』の出版を記念して、田村尚子がフラン
ス・ローヌ地方にあるラ・ボルド精神病院に滞在し、撮影した未
発表フィルムの特別上映会と対談を行います。会場にて写真展示
も同時にご覧いただけます。

Join us for a screening and discussion of Naoko Tamura’s work. 
Tamura shot the work in a psychiatric hospital, Clinique de La Borde, 
France. Her photographs will also be exhibited in the venue.

4 / 13 (Sat) 17 : 00 – 18 : 00

討論会：フランス流の写真 
日仏の視線を交差する
In Conversation: Photography "à la française" and Japan
アンスティチュ・フランセ関西／Institut Francais Japon-Kansai  

アルル国際写真フェスティバル・ディレクターのフランソワ・エ
ベル、アルル国立高等写真学校校長のレミ・ファンジ 、写真
家の小野規が日仏の写真芸術について、アルルと京都を結ぶ
糸となる文化交流の展望を交えながら語り合います。

Join us as we discuss French and Japanese photography. 
The shared characteristics between the two nations, and the 
junctions where they cross vision. Gaining perspective from 
guest speakers Remy Fenzy, François Hébel and Tadashi Ono.
(Japanese / French)

4 / 14 (Sun) 10 : 00 – 11 : 30

ギャラリートーク：
ニコラ・ブーヴィエと日本
Gallery Talk: Nicolas Bouvier and Japan
有斐斎 弘道館／Yuuhisai Koudoukan 

ブーヴィエの妻、エリアーヌ・ブーヴィエ、『Le Vent des Mots』の監督オリビ
エ・バウアーを迎え、キュレーターのクリスティーヌ・シベールがブーヴィエ作品
について語り合います。他のお客様が来られる前に展示作品をご覧いただけま
す（茶菓付）。※定員：30 名 / ¥2,500 要予約（弘道館に直接ご連絡下さい）
Tel: 075 – 441 – 6662 / Email: info@kodo-kan.com

Join us for an intimate discussion on Bouvier’s work. With a lecture by Eliane 
Bouvier, Nicolas Bouvier’s wife, Olivier Bauer journalist and author of Le Vent 
des Mots and Christine Cibert curator. Japanese tea and confectionery will be 
served. (Japanese / French) *Capacity: 30 / 2,500 yen. Reservation required 
(contact Koudoukan directly)

4 / 20 (Sat) 14 : 00 – 15 : 30

レクチャー：
日本におけるアンブロタイプ（ガラス写真）
Lecture: Kawabata and the Ambrotype
京都文化博物館 別館2階 講義室／The Museum of Kyoto Annex 2F

19 世紀の「ポラロイド写真」として日本で大流行したアンブロタイプ。日本文化の研究者であるク
ロード・エステーブが、クリスチャンポラック・コレクションの貴重な写真や、川端康成の小説『美
しさと悲しみと』から、アンブロタイプの衰退について触れているくだりを紹介しながら、日本に
おけるアンブロタイプの歴史や重要性について語ります。※ ¥600 （一般 ) ／ ¥500 （ パスポート持
参の方 ) 
Join us on a journey of the ambrotype. Embraced in Japan, it was the ‘Polaroid’ of the 19th century. 
Special guest Claude Estèbe, researcher in Japanese visual culture, will share ambrotypes, including 
those from the Christian Polak Collection. He will discuss the medium's history, and importance; 
along with reading an excerpt from Kawabata’s novel, Beauty and Sadness. (Japanese only) 
*¥ 600 (general) /  ¥500 (KYOTOGRAPHIE passport holder)

4 / 28 (Sun) 10 : 00 – 11 : 30

ギャラリートーク & 篠笛
Koudoukan Sunday’s: Shinobue and Bouvier 
有斐斎 弘道館／Yuuhisai Koudoukan 

ブーヴィエが強い関心を抱き、彼の作品にも影響を与えた日本の伝統芸能。
その一つである篠笛をブーヴィエの作品とともに楽しんでいただけます（茶
菓付） 。演奏：森田玲（篠笛奏者 )
※定員：30 名／ ¥3,000 要予約（弘道館に直接ご連絡下さい）
Tel: 075 – 441 – 6662/ Email: info@kodo-kan.com 

Join us for an intimate morning of tea and music surrounded by Bouvier’s work. 
Bouvier wrote about his strong love and respect of traditional Japanese music; 
it inspired him, and his work. Features a guest lecture, Shinobue (Japanese 
flute) performance. Japanese tea and confectionery will be served. (Japanese 
only) Performance : Akira Morita (Shinobue player) *Capacity : 30 / 3,000 yen. 
Registration is essential. Contact Koudoukan directly.

4 / 14 (Sun) 13 : 00 – 14 : 30

キュレーターによる
ガイドツアー
Guided tour with the Curator　
京都文化博物館 別館ホール／The Museum of Kyoto Annex Hall  

マリック・シディベ展のキュレーター・竹内万里子と、 建築文化やコミュニティ
を専門とする、マリ出身のウスビ・サコ京都精華大学准教授によるスペシャ
ルガイドツアー。シディベの写真の背景にあるマリ文化についてもお話いた
だきます。※展覧会会場への入場券が必要です

Join curator Mariko Takeuchi and Oussouby Sacko in a special guided tour of 
Malick Sidibé’s exhibition. Sacko is a Malian lecturer at Kyoto Seika University 
specializing in architecture, community, and culture. He offers insight into the 
culture behind Sidibé’s beautiful photographs. ( Japanese only).
*an entry ticket to the exhibition required

4 / 13 (Sat) 16 : 00 – 17 : 00

へそと原爆（監督：細江英公, 1960年, 20分）上映会&座談会
Screening & Conversation: Navel and A-bomb, Eikoh Hosoe  (1960) 
20 min (Japanese, English subtitles)
アンスティチュ・フランセ関西 ／Institut Francais Japon-Kansai

1960 年「ジャズ映画実験室」を立ち上げ、撮影された作品。舞踏家・土方
巽を主演に迎え、音楽は前田憲夫（ピアノ）、渡辺貞夫（サックス）、猪俣猛

（ベース）日野皓正（トランペット）が担当。戦後日本の新たなアイデンティ
ティの誕生を予兆させる実験映画。上映後、写真家・細江英公とキュレー
ター・クリスティーヌ・シベールの座談会があります。

In 1960, Eikoh Hosoe made Navel and A-Bomb in collaboration with Tatsumi 
Hijikata, the co-founder of Ankoku Butoh dance. This experimental film explores 
Japanese identity after World War II. 
A lecture follows featuring Eikoh Hosoe and curator Christine Cibert. 
(Japanese / French)

4 / 13 (Sat) 
18 : 00 – 20 : 00

小野規展 
オープニング
パーティー
Opening party to celebrate 
Tadashi Ono’s exhibition 
アンスティチュ・フランセ関西 ／
Institut Francais Japon – Kansai

細江英公
高台寺塔頭 圓徳院
豊臣秀吉の妻・ねね終焉の寺で、舞踏家・
土方巽をモデルにした代表作『鎌鼬』を襖に
した巨大な作品や、若き日の草間彌生のポー
トレートを掛け軸にした作品など、日本を代
表する写真家、細江英公の集大成が和の設
えによって展示される。

Eikoh Hosoe
Kodaiji Tacchu 
Entokuin
At the temple where Nene (Toyotomi 
Hideyoshi’s wife) spent her late years, the 
collection of works by Japanese photographer 
Eikoh Hosoe will be exhibited. In this 
traditional Japanese environment, a gigantic 
fusuma (sliding doors) with prints from 
Kamaitachi featuring Butoh artist Tatsumi 
Tsuchikata, and a portrait of a young Yayoi 
Kusama on a scroll will be on display.

ニコラ・ブーヴィエ
有斐斎 弘道館
世界中を旅したスイス人の紀行作家・ブーヴィ
エが最も長く滞在した国、日本。彼特有の
まっすぐな目線で、戦後間もない日本の懐か
しい原風景や、経済発展を遂げ変わりゆく
姿が写真に記録されている。日本庭園が美
しい数寄屋造の会場にてじっくり鑑賞できる。

Nicolas Bouvier
Yuuhisai 
Koudoukan
Swiss world traveler and writer Bouvier 
stayed in Japan for the longest time during 
his journey. His photographs, with his 
characteristic straightforward perspective, 
capture the memorable  landscapes and the 
footsteps of economical change of post-war 
Japan. The venue is of Sukiya style architure 
and contains a beautiful Japanese style garden.

Tadashi Ono
Institut Français 
Japon – Kansai
This is a program that is part of the exchange of 
works displayed at Les Rencontres d’Arles 2012 
and KYOTOGRAPHIE. Here, Ono presents 
landscapes of Tohoku taken eight months 
after the Great Tohoku Earthquake, through 
a rather objective perspective based on a time 
axis of global change. 

Hasselblad Masters 
2012 & AIR FRANCE 
Lounge 
ASPHODEL / TOMIYO
Works selected for the reputable Hasselblad Masters 
Award 2012, an award that professional photographers 
all over the world compete for, will be shown in Kyoto 
for the first time. Eleven recipients have been selected 
from eleven different genres including architecture, 
landscape, portrait and fashion.
*Please enter from the ASPHODEL entrance on Shijo 
Nawate-dori.

CHANEL NEXUS HALL 
presents NAOKI
Nijo Castle Ninomaru 
Palace Kitchen
MOOD – 9 GIRLS, the exhibition that took place at 
CHANEL NEXUS HALL last year will be exhibited at 
Nijo Castle’s Ninomaru Palace Kitchen, a space rarely 
open to the public. Artist NAOKI, equipped with an 
extensive career in fashion photography, realizes the 
development of the Japanese “Kawaii” in an artistic form 
and questions the traditional Japanese aestheticism in 
a contemporary context.
*Exhibition period runs from April 24 until May 12.

Graduates from 
ENSP Arles 
ARTZONE
Works by seven graduates, from the reputable 
French photography school ENSP in 2012, 
will be on display.  The graduates, possibly the 
next generation of influential photographers, 
present works that already contain strong 
artistic character. As a partner school initiative 
with Kyoto University of Art & Design, the 
exhibition will take place at the university-
owned gallery. 

Shiro Takatani
Saigyo-an
Takatani, the central member of Dumb Type, 
will present moving image works Ice Core 
and Snow Crystal at tearoom Saigyo-an. The 
combination of the two different concepts of 
time will be the focus of this exhibition: the 
installation suggests the natural passing of 
time on this planet, through a photograph of 
the South Pole’s ice delivered by snow and 
ice scientist Ukichiro Nakaya, and the venue 
suggests a sense of eternity.

Kate Barry
Kondaya Genbei 
Kurogura
Kate is a Paris-based photographer also known 
as Jane Birkin’s first daughter. At a machiya 
warehouse created during the Taisho period, 
famous portraits of female celebrities around 
the world and a documentary on women who 
are supporting victims of the Minami-Sanriku 
area (affected by the Great Tohoku Earthquake) 
will be on display.

Malick Sidibé
The Museum of 
Kyoto Annex
Sidibé’s monochrome prints that have cut 
out youth culture from Mali in the 1960s are 
revived through an exhibition space adorned 
with an African color palette and vibrant street 
sounds. A model of Sidibé’s studio will be 
replicated. This is a rare opportunity to see his 
works in Kyoto, which have claimed popularity 
in various international exhibitions including 
the Venice Biennial.

4 / 14 (Sun) 11 : 00 – 13 : 00

ケイト・バリーによるポートレート・ワークショップ
Portrait workshop with Kate Barry
誉田屋源兵衛 黒蔵 ／Kondaya Genbei Kurogura

著名な女優達のポートレートを手がけてきた写真家・ケイト・バリーが、芸術的でオリジナルな
ポートレートの撮り方を伝授します。ハッセルブラッド社のカメラを使用し、参加者同士でポー
トレートを撮るだけでなく、ケイト・バリーによる参加者の撮影も予定しています。参加者は、プ
ロ仕様のカメラをご使用いただくため、ある程度のカメラの知識が必要になります。※定員：10
名 ¥4,000 （一般 ) ／ ¥3,500 （ パスポート持参の方 ) 要予約：event@kyotographie.jp

Join Photographer Kate Barry will present her works, then guide you through the steps 
for taking your own unique and artistic portraits. During the workshop participants 
will use HASSELBLAD equipment to shot portraits of each other, as well as having the 
opportunity to be photographed by Barry. Participants are required to have an intermediate 
level of photography experience. (English and Japanese) *Capacity: 10 ¥ 4,000 (general)  / 
¥ 3,500 (KYOTOGRAPHIE passport holder) Reservation required: event@kyotographie.jp

4 / 20 (Sat) 10 : 00 – 15 : 00

コロタイプ印刷ワークショップ
Collotype printing workshop
便利堂 ／Benrido

150 年前にフランスで生まれたコロタイプ印刷。手間ひまのかかる写真印刷技術ですが、連続
階調による滑らかで深みのある質感は他の追随を許しません。今回のワークショップでは、工房
見学とご自身の写真作品を印刷していただきます。参加申し込み後、4 月 12 日までにご自身の
作品原稿を便利堂までご送付願います。参加者の他 2 名様まで同伴、見学可能。定員：7 名
¥3,000 要予約（4 月 5 日締切）collotype-workshop@benrido.co.jp

Collotype printing started in France in the mid 1900s and shares an intimate relationship with early 
photography, and fine art. The process provides excellent colour saturation and can reproduce images in 
impressive detail. This workshop will give you opportunity to visit the Benrido factory and reproduce your 
image using the collotype techniques. To participate, you need to register and send Benrido the image 
you wish to reproduce by April 12. Participants can bring two person to observe the WS. (Japanese only) 
*Capacity: 7 ¥ 3,000 Reservation required by April 5: collotype-workshop@benrido.co.jp

4 / 20 (Sat) 
18 : 00 – 19 : 00

茶会「はるかなる原像」
Spring evening Tea Ceremony : 
Distant memories
有斐斎 弘道館／Yuuhisai Koudoukan 

茶人太田宗達による、ブーヴィエ作品に囲まれ
ての特別な茶会。閉館後の夜の展示もご覧い
ただける貴重な機会です。※定員：30 名／
¥3,000 要予約（弘道館に直接ご連絡下さい）
Tel: 075 – 441 – 6662 ／ Email: info@kodo-
kan.com 

Tea ceremony by tea artist Sotatsu Ota and private 
exhibition viewing. *Capacity: 30 / 3,000 yen. 
Reservation required (contact Koudoukan directly)

4 / 21 (Fri) 
10 : 00 – 11 : 30

京菓子制作ワークショップ
Koudoukan Sunday’s : Tea, sweets and Bouvier
有斐斎 弘道館／Yuuhisai Koudoukan 

ブーヴィエの作品に囲まれながら、京菓子を制作する
ワークショップ。他のお客様が来られる前に展示作品を
ご覧いただけます（茶菓付）。※定員：20 名／ ¥3,000 
要予約（弘道館に直接ご連絡下さい）
Tel: 075 – 441 – 6662 ／ Email: info@kodo-kan.com 

Join us in a special Workshop in the beautiful Koudoukan. 
Craft your own Japanese tea sweets inspired by  Bouvier’s 
work. The event includes private exhibition viewing, sweet 
workshop and tea. (Japanese only) *Capacity: 20 / 3,000 
yen. Reservation required (contact Koudoukan directly)

4 / 27 (Sat) 16 : 00

Le Vent des mots
（監督:Olivier Bauer and Joel Calmettes、1999年フランス、45分、日本語字幕) 上映会
Film screening: Le Vent des mots, Olivier Bauer and Joel Calmettes(1999) France, 45 min.  
(French with Japanese Subtitles) アンスティチュ・フランセ関西 ／Institut Francais Japon-Kansai

1998 年にガンで亡くなったスイス人紀行作家・ニコラ・ブーヴィエの、最後の数週間。ブーヴィエ本
人へのインタビューや、家族、友人の証言を交え、スイスと日本、二カ国に生きたブーヴィエの人生
の旅を振り返るこのドキュメンタリーは、 日本を愛した代表的な西欧人作家への讃歌ともいえる。※
定員 80 名 ¥900（一般 )／ ¥500（学生・パスポート持参の方・クラブ・フランス会員 ) 

Nicolas Bouvier died of cancer in 1998. Le Vent des mots allows us to follow his last weeks as he 
attempts to finalize projects. It shares intimate moments and interviews with Bouvier and his family. 
Tracing the two ends of his physical and literary journey, Geneva and Japan, this film is much more 
than a documentary, it is a tribute to one of the major Western writers who came, loved and wrote 
about Japan. *Capacity : 80 / ¥ 900 (general) /¥ 500 (Student, KYOTOGRAPHIE passport holders, 
Club France Member) 

4 / 28 (Sun) 
14 : 30 – 14 : 50 / 15 : 30 – 15 : 50

へそと原爆（監督：細江英公, 1960年, 20分）上映会
Screening : Navel and A-bomb, Eikoh Hosoe (1960) 
20 min, (Japanese, English subtitles)
京都文化博物館 別館2階 講義室／The Museum of Kyoto Annex 2F

1960 年「ジャズ映画実験室」を立ち上げ、撮影された作品。舞踏家・土方
巽を主演に迎え、音楽は前田憲夫（ピアノ）、渡辺貞夫（サックス）、猪俣猛

（ベース）日野皓正（トランペット）が担当。戦後日本の新たなアイデンティ
ティの誕生を予兆させる実験映画。※展覧会会場への入場券が必要です

In 1960, Eikoh Hosoe made Navel and A-Bomb in collaboration with Tatsumi 
Hijikata, the co-founder of Ankoku Butoh dance. This experimental film explores 
Japanese identity after World War II. *an entry ticket to the exhibition required

5 / 4 (Sat) 19 : 00 – 20 : 45

コラが奏でる春の夕べ
Spring nights Kora concert
京都文化博物館 別館ホール／The Museum of Kyoto Annex Hall 

西アフリカの弦楽器コラが奏でる伝統的なアフリカン・ミュージッ
クを、マリック・シディベの写真に囲まれた空間で鑑賞します。美
しい音色を奏でるこの民族楽器は、王様が眠れない夜に好んで
聴いたといわれています。演奏：ママドゥ・ドゥンビア。
※定員：50 名。¥1,800（一般）  ¥1,500（パスポート持参の方 )
要予約 event@kyotographie.jp

Join us for a night of traditional African music in Malick Sidibé’s 
exhibition ! The Kora is a beautiful and celebrated stringed 
instrument from West Africa. Performence: Mamdou Doumbia. 
*Capacity: 50 (general) ¥ 1,800（KYOTOGRAPHIE Pasport holder) 
¥ 1,500 Reservation required: event@kyotographie.jp

5 / 3 (Fri) 12 : 30 – 15 : 30

キッズワークショップ：
写真で映画をつくろう(対象年齢：小学生）
Children’s workshop: The Moving Image:  ( For children aged 7 – 12)
京都文化博物館 別館2階 講義室／The Museum of Kyoto Annex 2F

写真家・田村尚子による、写真から映画を制作するワークショップ。レ
ンズで捉えた一瞬をつなぎ合わせて物語を作ります。参加者はデジタ
ルカメラをご持参下さい。
※定員：15 名 ¥1,500 要予約 event@kyotographie.jp

Naoko Tanaka guides children through a process of making film from 
photography. This educational workshop allows children to create a moving 
image from their own work. (Japanese only) Participants need to bring their 
own digital camera. 
*Capacity: 15 ¥1,500 Reservation required: event@kyotographie.jp

京都グラフィー
公式カタログ
KYOTOGRAPHIE Official Catalogue

美しい写真の数々にアーティストへのインタビュー、会場案内
等、充実した内容の公式カタログ（マップ付き）は、京都グ
ラフィー会場、公式 HP、Amazon、大垣書店烏丸三条店等
で 4 月 13 日より数量限定発売。全１３６ページ。¥ 2000（税
込み）。

The official KYOTOGRAPHIE catalogue will go on sale on the 
April 13th. Available in limited quantities at festival venues, on 
KYOTOGRAPHIE’s official site and online at Amazon and Ogaki 
book store (Karasuma-Sanjo). Packed full of beautiful photographs 
and interviews. Your ultimate guide to the KYOTOGRAPHIE 
festival and its venues ! (136 pages, 2000 yen)

京都グラフィー
風呂敷
KYOTOGRAPHIE Furoshiki

京都グラフィーのロゴを大胆に使用したグラ
フィカルなオリジナル風呂敷。京都グラフィー
会場、公式 HP で 4 月 13 日より数量限定発
売。2 パターン全 4 種類。

Original KYOTOGRAPHIE Furoshiki (Japa-
nese wrapping cloth) will go on sale in a limited 
quantity in KYOTOGRAPHIE venues and on 
the official site from April 13th. Available in 4 
bold types in 2 patterns.

4 / 14 (Sun) 15 : 00 – 18 : 00

ピンホール写真ワークショップ
Pinhole workshop
京都文化博物館 別館2階 講義室／The Museum of Kyoto Annex 2F

写真家の鈴鹿芳康と合津文雄による、ピンホール写真のワークショップ。ピンホール写真は光
の軌道を利用してイメージを撮影するもので、夢の中にいるような独特な作品が生まれます。ピ
ンホールレンズを自作して、アート＆サイエンスな体験をしてみませんか？参加者はアルミニウム
缶要持参。デジタル一眼レフカメラ（レンズが取り外し可能なもの）、ボディキャップは任意です。
※定員：20 名 ¥1,800（一般 /general) ／ ¥1,500（ パスポート持参の方 )  要予約：event@
kyotographie.jp

Join photographers Yasu Suzuka and Fumio Gotsu in a special pinhole workshop. Pinhole photography 
utilizes the lights natural trajectory to capture an image, producing dream-like and unique results. Join us 
for a blend of art and science ! Participants are required to bring an aluminium can. Optional equipment 
is a Digital SLR (detachable lens) and a camera body cap. (Japanese only) *Capacity : 20 ¥ 1,800 
(general)  / ¥1,500 (KYOTOGRAPHIE passport holder) Reservation required: event@kyotographie.jp

4 / 21 (Sun) 
13: 00 – 14 : 00

写真家・小野規による
ガイドツアー（学生のみ）
Guided tour with the Artist 
(reserved for students) 
アンスティチュ・フランセ関西 ／
Institut Francais Japon-Kansai 

小野規展を写真家自らが案内します。

Photographer Tadashi Ono leads a private 
tour of his exhibition.
(Japanese only)

MAP 7 5 / 2 (Thu) 
13 : 00 – 14 : 00

写真家・小野規による
ガイドツアー
Guided tour with the Artist 
アンスティチュ・フランセ関西 ／
Institut Francais Japon-Kansai 

小野規展を写真家自らが案内します。

Photographer Tadashi Ono leads a private 
tour of his exhibition. (Japanese only)
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Nero;PASSO
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Benri-do
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Doshisha University 
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協賛_Sponsors 後援_Supports共催_Co-organizer 助成_Grants

京都府  
Kyoto prefecture

公益財団法人
京都文化交流
コンベンション
ビューロー  
Kyoto Convention Bureau

京都市  
Kyoto city
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of Commerce and 
Industry

京都市
教育委員会  
Kyoto Municipal 
Board of Education 

スイス外国企業誘致局

協力_Partners （ 50音順 ）In the order of the Japanese syllabary

鳳 電気土木株式会社

高台寺塔頭 
圓徳院

有斐斎
弘道館

日本ホテル協会
京都支部

都タクシー株式会社
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一枚ですべての会場を回れる「京都グラフィーパスポート」
インターネット (http://eplus.jp)、各会場にて販売中 
京都グラフィーパスポートは、フェスティバル期間中、全ての会場で一度限り有効です。パスポートで、一部関連イベントの割引も受けられます。
パスポート販売会場：京都文化博物館 別館、大西清右衛門美術館、有斐斎 弘道館、西行庵、誉田屋源兵衛、アンスティチュ・フランセ関西、ASPHODEL（個別入場券は各会場にて販売）

京都グラフィーパスポート￥3,000（一般）／￥2,000（中、高、大学生）／無料（小学生以下） ※ 二条城は別途入城料が必要になります。 ※イープラスのホームページより「京都グラフィー」で検索してください。

ロケーションマップ / Location Map
開館時間 10 : 00 – 22 : 00 ※入場は 21 : 30 まで、会期中無休
拝観料 大人 ￥500 ／中・高 ￥200  住所 京都市東山区高台寺下河原町 530

開館時間 10 : 00  –  19 : 30 ※入場は 19 : 00 まで 休館 4 月 15 日（月）、22 日（月）、30 日（火）

アクセス 阪急「河原町駅」1 番出口から徒歩 17 分

アクセス 地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」５番出口から三条通りを東へ徒歩３分 阪急「烏丸駅」16 番出口から高倉通りを北へ徒歩 7 分

京阪「祇園四条駅」4 番出口から徒歩 15 分 市バス「東山安井」から東へ徒歩 5 分

京阪「三条駅」6 番出口から三条通りを西へ徒歩 15 分 市バス「堺町御池」から徒歩 2 分

会場個別入場料 大人 ￥800 ／学生 ￥600  住所 京都市中京区三条高倉

Opening times 10 : 00 – 22 : 00 (Last admission 21:30) Open everyday (during the exhibition)

Opening times 10 : 00 – 19 : 30 (Last admission 19 : 00) Closed day April 15th / 22th / 30th

Entrance fees Adult : 500 yen, Student : 200 yen Address 530 Shimogawara-cho, Kodaiji Higashiyama-ku

Entrance fees Adult : 800 yen / Student : 600 yen Address Sanjo-Takakura, Nakagyo-ku

Access Hankyu Line “Kawaramachi Station” 17 minutes on foot from the 1st exit

Access Subway : “Karasuma Oike Station” 3 minutes on foot from the 5th exit Hankyu Line : “Karasuma Station” 7 minutes on foot from the 16th exit  

Keihan Line : “Gion-shijo Station” 15 minutes on foot from the 4th exit Bus : “Higashiyama-Yasui” 5 minutes on foot

Keihan Line : “Sanjo Station” 15 minutes on foot from the 6th exit Bus : “Sakaimachi-Oike” 2 minutes on foot

The Museum of Kyoto Annex_Malick Sidibé

京都文化博物館 別館＿マリック・シディベ

開館時間 10 : 00 – 16 : 30 ※入場は 16 : 00 まで 休館 4 月 15 日（月）、22 日（月）、26 日（金）、27 日（土）

開館時間 10:00 – 17:00 ※入場は 16:30 まで 休館 4 月 17 日（水）、24 日（水）

開館時間 10 : 00 – 17 : 00 休館 4 月 15 日（月）、22 日（月）

アクセス 地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」6 番出口から徒歩 5 分 阪急「烏丸駅」22 番出口から徒歩 13 分 

住所 京都市上京区上長者町通新町東入ル元土御門町５２４ – １

アクセス 阪急「河原町駅」１番出口から徒歩 16 分

市バス「堀川三条」から東へ徒歩 5 分「烏丸御池」から南西へ徒歩 5 分

アクセス 地下鉄烏丸線「今出川駅」または「丸太町駅」から徒歩 8 分

京阪「祇園四条駅」4 番出口から徒歩 13 分 市バス「祇園」から徒歩 7 分

会場個別入場料 大人 ￥800 ／学生 ￥600 住所 京都市中京区三条通新町西入ル釜座町 18 – 1

会場個別入場料 大人 ￥800 ／学生 ￥600

会場個別入場料 大人 ￥500 ／学生 ￥400  住所 京都市東山区鷲尾町５２４

Opening times 10 : 00 – 16 : 30 (Last admission 16 : 00) Closed day April 15th / 22th / 26th / 27th

Opening times 10 : 00 – 17 : 00 (Last admission 16 : 30) Closed day April 17th / 24th

Opening times 10 : 00 – 17 : 00 Closed day April 15th / 22th

Entrance fees Adult : 800 yen / Student : 600 yen Address 18 – 1 Kamanza-cho, Shinmachi-nishi-iru, Sanjo-dori, Nakagyo-ku

Entrance fees Adult : 800 yen / Student : 600 yen

Entrance fees Adult : 500 yen / Student : 400 yen Address 524 Washio-cho, Higashiyama-ku

Access Subway : “Karasuma Oike Station” 5 minutes on foot from the 6th exit Hankyu Line: “Karasuma Station” 13 minutes on foot from the 22th exit 

Adress 524 – 1 Mototsuchimikado-cho, Shinmachi-Higashi-iru, Kamichojamachi-dori, Kamigyo-ku 

Access Hankyu Line : “Kawaramachi Station” 16 minutes on foot from the 1st exit

Bus : “Horikawa Sanjo” 5 minutes on foot “Karasuma Oike” 5 minutes on foot

Access Subway : “Imadegawa Station” or “Marutamachi Station” 8 minutes on foot

Keihan Line : “Gion-shijo Station” 13 minutes on foot from the 4th exit Bus: “Gion” 7 minutes on foot

Onishi Seiwemon Museum_Seiwemon Onishi

Yuuhisai Koudoukan _Nicolas Bouvier

Saigyo-an_Shiro Takatani

大西清右衛門美術館 ＿大西清右衛門

有斐斎 弘道館 ＿ニコラ・ブーヴィエ

西行庵 ＿高谷史郎

開館時間 11 : 00 – 19 : 00 休館 ４月 17 日（水）、24 日（水）

開館時間 火曜日 – 土曜日 10 : 00 – 19 : 00 日曜日 10 : 00 – 15 : 00 4 月 30 日 – 5 月 5 日 11 : 00 – 17 : 00

アクセス 地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」  6 番出口から徒歩 4 分

会場個別入場料 無料  住所 京都市左京区吉田泉殿町 8

Opening times 11 : 00 – 19 : 00 Closed day Aplil 17th / 24th

Opening times Tuesday – Saturday 10 : 00 – 19 : 00 Sunday 10 : 00 – 15 : 00 

Opening times Monday – Friday 13:00 – 20:00 Weekend, National holiday 12:30 – 20:00 Open everyday (during the exhibition)

Opening times 11 : 00 – 17 : 00 Open everyday (during the exhibition)

Entrance fees Free Address 99 – 10 Sueyoshi-cho, Yasaka-shinchi, Higashiyama-ku 

Opening days April 24th – May 12th 9 : 00 – 16 : 45 (Admission 8 : 45 – 16 : 00) Closed day May 1st  Address 541 Nijo-jo-cho, Horikawa-nishi-iru, Nijo-dori, Nakagyo-ku

Opening times 0 : 00 – 24 : 00 Open everyday 

Entrance fees Adult : 800 yen / Student : 600 yen Address Kondaya-Oku, Nishigawa, Sanjo- Sagaru, Muromachi-dori, Nakagyo-Ku

April 30th– May 5th 11 : 00 – 17 : 00 Closed day April 14th / 15th / 22th / 29th / May 3rd / 6th

Entrance fees Free Address VOX bldg 1F / 2F, 44 Daikoku-cho, Hitosuzime-higashi-iru, Sanjo-sagaru, Kawaramachi, Nakagyo-ku

Entrance fees Free Address Karasuma-Nishi-iru, Ichijo-dori, Kamigyo-ku

*Please enter from the ASPHODEL entrance on Shijo Nawate-dori

Entrance fees to Nijo Castle Adult : 600 yen, High school and junior high school student : 350 yen

Entrance fees Free Address 644 – 2 Sanjusangendo-mawari, Higashiyama-ku

Access Subway : “Karasuma Oike Station” 4 minutes on foot from the 6th exit

Access Subway Tozai Line : “Kyoto Shiyakusho-mae Station” 5 minutes on foot from the 1st exit Hankyu Line : “Kawaramachi Station” 10 minutes on foot from the 1st exit

Access Subway  : “Imadegawa Station” 7 minutes on foot from the 6th exit

Access Hankyu Line : “Kawaramachi Station” 5 minutes on foot from the 1st exit Keihan Line : “Gion-shijo Station” 3 minutes on foot from the 3rd exit

Elementary school student : 200 yen *KYOTOGRAPHIE passport is not valid for admission to Nijo Castle

Access Keihan Line: “Shichijo Station” 5 minutes on foot from the 2nd exit

Bus : “Karasuma Sanjo” 3 minutes on foot

Access Keihan Line: “Demachiyanagi Station” 12 minutes on foot from the 2nd exit Bus: “Kyodai Seimon-mae” 1 minute on foot

Keihan Line : “Sanjo Station” 5 minutes on foot from the 6th exit Bus : “Kawaramachi-Sanjo” 1 minute on foot

Bus : “Karasuma-Imadegawa” 7 minutes on foot

Bus : “Shijo keihan” 2 minutes on foot

Access Subway Tozai Line: “Nijojo-mae Station” 2 minutes on foot from the 1st exit Bus : “Nijo-jo mae” 1 minute on foot

Bus : “Sanjusangendo Hakubutsukan mae” 2 minutes on foot

京都サイクリングツアープロジェクト／サイクリングターミナル（京都グラフィーのお客様には有料のサイクリングマップをプレゼント）

There is a special booth for the works related to KYOTOGRAPHIE and its satellite events, KG+ in Ogaki book store Karasuma-Sanjo (during the festival).

大垣書店烏丸三条店にて、「京都グラフィー」および、京都グラフィーサテライトイベント「KG+」関連書籍を特別ブースで販売中（期間中のみ）。

Kondaya Genbei Kurogura_Kate Barry

Institut Français Japon – Kansai _Tadashi Ono

ARTZONE_Graduates from The National Superior School of Photography

Toraya Kyoto Gallery_The Christian Polak Collection

ASPHODEL / TOMIYO_Hasselblad Masters 2012 & AIR FRANCE Lounge

Nijo Castle Ninomaru Palace Kitchen_CHANEL NEXUS HALL presents NAOKI

Hyatt Regency Kyoto_Highlight of KYOTOGRAPHIE

Kyoto Cycling Tour Project / cycling terminals (KYOTOGRAPHIE visitors will be offered a cycling map)

誉田屋源兵衛 黒蔵 ＿ケイト・バリー

アンスティチュ・フランセ関西 ＿小野規

ARTZONE ＿アルル国立高等写真学校の卒業生

虎屋京都ギャラリー ＿クリスチャン・ポラック コレクション

ASPHODEL ／富美代＿ハッセルブラッド マスターズ 2012 ＆ エールフランス ラウンジ

二条城二の丸御殿台所 ( 重要文化財 ) ＿ CHANEL NEXUS HALL presents NAOKI

ハイアット リージェンシー 京都 ＿京都グラフィー・ハイライト

開館時間 平日 13 : 00 – 20 : 00 土日祝 12 : 30 – 20 : 00 会期中無休 

開館時間 11 : 00 – 17 : 00 会期中無休 

開館時間 10 : 00 – 17 : 00 休館日 4 月 15 日（月）、22 日（月）

展示期間 2013 年 4 月 24 日（水） – 5 月 12 日（日）開城時間 9 : 00 – 16 : 45 （入城は 8 : 45 – 16 : 00）休室日 5 月 1 日

開館時間 0 : 00 – 24 : 00 無休

アクセス 地下鉄東西線「京都市役所前駅」1 番出口から南へ徒歩５分 阪急「河原町駅」1 番出口から北へ徒歩 10 分 

アクセス 地下鉄烏丸線「今出川駅」6 番出口から徒歩 7 分

アクセス 阪急「河原町駅」1 番出口から徒歩 5 分 京阪「祇園四条駅」3 番出口から徒歩 3 分 市バス「四条京阪」前から徒歩 2 分

入城料 大人 ￥600 ╱中・高 ￥350 ╱小 ￥200 ※パスポートでは入城できません

アクセス 京阪「七条駅」2 番出口から東へ徒歩 5 分

JR バスもしくは京都バス 51 便で「烏丸三条」から徒歩 3 分

アクセス 京阪「出町柳駅」2 番出口から東へ徒歩 12 分 市バス「京大正門前」から徒歩 1 分

京阪「三条駅」6 番出口から西へ徒歩 5 分 市バス「河原町三条」から徒歩 1 分

市バス「烏丸今出川」から徒歩 7 分

Opening times 10 : 00 – 17 : 00 Closed day April 15th / 22th

アクセス 地下鉄東西線「二条城前」1 番出口から 徒歩 2 分 市バス「二条城前」から徒歩 1 分

市バス「三十三間堂博物館前」から徒歩 2 分

会場個別入場料 大人 ￥800 ／学生 ￥600  住所 京都市中京区室町三条下ル西側誉田屋奥

休館日 4 月 14 日（日）、15 日（月）、22 日（月）、29 日（月）、5 月 3 日（金）、6 日（月）

会場個別入場料 無料  住所 京都市中京区河原町三条下ル一筋目東入ル大黒町 44 VOX ビル 1・2 階

会場個別入場料 無料  住所 京都市上京区一条通烏丸西入ル

会場個別入場料 無料  住所 京都市東山区八坂新地末吉町 99 – 10（四条縄手通を北へ 11 軒目東側）※会場へは、必ず四条縄手通の ASPHODEL からお入りください

住所 京都市中京区二条通堀川西入ル二条城町 541

会場個別入場料 無料  住所 京都市東山区三十三間堂廻り 644 – 2

Entrance fees Free Address 8 Izumidono-cho, Yoshida, Sakyo-ku

Kodaiji Tacchu Entokuin _ Eikoh Hosoe

高台寺塔頭 圓徳院＿細江英公

KYOTOGRAPHIE Passport allows you to enter all venues. Available online (http://eplus.jp) and in the KYOTOGRAPHIE venues
KYOTOGRAPHIE Passport is a single admission ticket, providing access to all of the venues for the duration of the festival. The passport also provides a discount on some events.
KYOTOGRAPHIE Passport _ General : 3,000 yen / University, high school and junior high school students : 2,000 yen / Elementary school students and younger : free  *Separate entrance fee is required for Nijo Castle. *Search for “Kyotographie” from the E-plus website.

Passport available in The Museum of Kyoto Annex, Onishi Seiwemon Museum, Yuuhisai Koudoukan, Saigyo-an, Kondaya Genbei, Institut Français Japon – Kansai, and Asphodel (Single admission tickets are also available at venues)
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kodaiji tacchu entokuin_eikoh hosoe

大西清右衛門美術館
大西清右衛門
onishi Seiwemon Museum_onishi Seiwemon

西行庵
高谷史郎
Saigyouan_Shiro takatani

京都文化博物館 別館
マリック・シディベ
the Museum of kyoto annex_Malick Sidibé

有斐斎 弘道館
ニコラ・ブーヴィエ
yuuhisai koudoukan_Nicolas Bouvier

誉田屋源兵衛 黒蔵
ケイト・バリー
kondaya genbei kurogura_kate Barry

アンスティチュ・フランセ関西
小野規
institut Français Japon – kansai_tadashi ono

虎屋京都ギャラリー
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