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アジアン・ミーティング・フェスティバル 2015 東京公演
2 月6 日（金） 1 9 : 3 0 ～ 2 1 : 3 0（19:00 開 場 ） 

2 月7 日（土） 1 9 : 0 0 ～ 2 1 : 0 0（18:30 開 場 ）

@アサヒ・アートスクエア

アーティスティック・ディレクター：

大友良英
キュレーター：

dj sniff
ユエン・チーワイ

出演： dj sniff（香港） / ビン・イドリス（バンドン） / トゥ・ダイ（ジョグジャカルタ） / イマン・
ジムボット（バンドン） / コック・シューワイ（クアラルンプール） / レスリー・ロウ（シンガポール） 
/ ユエン・チーワイ（シンガポール） / ユイ = サオワコーン・ムアンクルアン（バンコク） / グエン・
ホン・ヤン（ホーチミン） / ルオン・フエ・チン（ハノイ） / Sachiko M（東京） / 米子匡司（大阪） 
/ 山本達久（東京） / 佐藤公哉（東京） / かわいしのぶ（東京） / FUMITAKE TAMURA(Bun)
（東京） / KΣITO（東京） / 渡辺愛（東京） / 小埜涼子（名古屋） / 大友良英（東京）

Asian Meeting Festival 2015 TOKYO Performances
FEB.  6  (f r i )  19 :30-2 1 :30   /    FEB.  7  (s a t)  19 :00-2 1 :00    @A S A HI  A RT SQUA RE

C A S T:  d j  s n i f f ( H o n g K o n g ) /  B i n I d r i s ( B a n d u n g ) /  To D i e ( Yo g y a k a r t a) /  I m a n 
Jimbot(Bandung) / Kok Siew Wai(Kuala Lumpur) / Leslie Low(Singapore) / Yuen Chee 
Wai(Singapore) / Yui-Saowakhon Muangkruan(Bangkok) / Nguyen Hong Giang(Ho 
Chi Minh) / Luong Hue Trinh(Hanoi) / Sachiko M(Tokyo) / YONAGO Tadashi(Osaka) / 
YAMAMOTO Tatsuhisa(Tokyo) / SATO Kimiya(Tokyo) / KAWAI Shinobu(Tokyo) / FUMITAKE 
TAMURA(Bun)(Tokyo) / KΣITO(Tokyo) / WATANABE Ai(Tokyo) / ONO Ryoko(Nagoya) / 
OTOMO Yoshihide(Tokyo)

Ar tistic Director :

OTOMO Yoshihide
Curated by :

dj sniff / Yuen Chee Wai
アンサンブルズ・アジア・オーケストラ　報告会 ..................................................................................................................................... 2月 5日（木） 　18:00～20:00（17:45開場）　@国際交流基金

Ensembles Asia Orchestra Briefing Session  .....................................................................................................................................  FEB. 5(thu)   18:00-20:00(17:45 open)    @JAPAN FOUNDATION

アジアン・ミーティング・フェスティバル 2015　京都公演  ................................................ 2月 8日（日）　18:00～ 20:00（17:00開場）　@ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

Asian Meeting Festival KYOTO 2015 Performances  .......................................................................................  FEB. 8(sun)   18:00-20:00(17:00 open)    @Goethe-Institut Villa Kamogawa

アンサンブルズ・アジア　シンポジウム＆コンサート ...  2月 11日（水・祝）　シンポジウム 14:00～ / コンサート 19:00～　@ NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

Ensembles Asia Symposium & Concert  ................................................................................... FEB. 11(wed)   Symposium 14:00- / Concert 19:00-    @NTT InterCommunication Center [ICC]

Asian Music

Network
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アンサンブルズ・アジア

ENSEMBLES ASIA

Asian Meeting Festival

アジアの様々な都市や地域に続々と生まれつつある音楽や、脈々と生き続けてきた音楽を前に、め

まいがしそうなほど僕は興奮している。多様な音楽のありようを見ていくということは、ひとつの

歴史軸や文脈だけでは読み取れない世界をどう見ていくかということだ。まずは互いを知ることか

ら始めること、そしてそこから生まれてくるものを丁寧に見ていくこと、それをアジアの隣人達と

ともに探していくこと。そこでどう音を響かせていくか。ENSMBLES ASIA（アンサンブルズ・アジア）

がはじまります。

ENSMBLES ASIA / アーティスティック・ディレクター

大友良英

大友良英 
おおとも・よしひで／ 1959年横浜生まれ。音楽家。十
代を福島市で過ごす。常に同時進行かつインディペン

デントに即興演奏やノイズ的な作品からポップスに至

るまで多種多様な音楽をつくり続け、その活動範囲は

世界中におよぶ。映画音楽家としても数多くの映像作

品の音楽を手がけ、その数は 70作品を超える。近年
は「アンサンブルズ」の名のもとさまざまな人たちと

のコラボレーションを軸に展示する音楽作品や特殊形

態のコンサートを手がける。また障害のある子どもた

ちとの音楽ワークショップや一般参加型のプロジェク

トにも力をいれている。2011年の東日本大震災を受
け、遠藤ミチロウ、和合亮一とともに「プロジェクト

FUKUSHIMA!」を立ち上げる。2012年芸術選奨文部科学
大臣賞芸術振興部門を受賞。2013年 NHK朝の連続ドラ
マ「あまちゃん」の音楽を担当。著書に『MUSICS』（岩
波書店）、『シャッター商店街と線量計』（青土社）など。

I am almost dizzy with excitement to see the way new music continues to emerge from 

various cities and regions in Asia at the same time that musical traditions are being handed 

down through the generations. The act of considering these diverse styles involves looking 

at a complex tapestry that cannot be reduced to a single historical vector or context. First, 

we learn about each other; from there, we carefully look at what is produced from this 

interchange and consider how to explore new frontiers with our neighbors in Asia. Then we 

think about how we will expand and develop that sound. ENSEMBLES ASIA begins!

OTOMO Yoshihide
Artistic Director / ENSEMBLES ASIA

OTOMO Yoshihide
Musician. Born in Yokohama in 1959, he spent his teens in 
the city of Fukushima. Creating music in a variety of styles 
throughout his career, from collective and independent 
improvisations and noise works to popular music, he has 
been active throughout the world. As a film composer, he has 
been involved in many projects, with more than 70 credits to 
his name. In recent years, under the name, "Ensembles", he 
has been involved in a series of musical works and special 
concerts revolving around collaborations with various other 
artists. He has also put his efforts into music workshops and 
participatory projects for children with disabilities. Following 
the Great East Japan Earthquake of 2011, he started "PROJECT 
FUKUSHIMA!" together with Michiro Endo and Ryoichi Wago. In 
2012, he received the Minister of Education Award for Fine Arts 
in the Promotion of the Arts Category. In 2013, he wrote music 
for the NHK morning serial drama, "Ama-chan." As an author, 
he has written several books, including "Musics" (Publisher: 
Iwanami Shoten) and "The Shuttered Shopping District and 
the Dosimeter" (Seidosha), among others.

アジアン・ミーティング・フェスティバル

アンサンブルズ・アジア / アジアン・ミュージック・ネットワークは、アジアの音楽シーンの中で伝統的な価値観や商業

主義に捉われることなくユニークな活動をしているアーティストたちをつなげることを目的としたプロジェクトである。

今や実験的で冒険的な音楽には中心となる都市もシーンもなく、多様なアーティストが複雑に絡み合う独自の小さなコミュ

ニティが世界中に点々と散らばっているといえる。このプロジェクトでは、距離的に離れたこれらのアーティスト・コミュ

ニティを顔の見える草の根レベルの交流を通じてつなげていき、ネットやソーシャルメディアだけでは形成できないよう

な新たな共同制作の場を創りだしていくことを目標としている。日本の音楽家／作曲家である大友良英をアーティスティッ

ク・ディレクターに迎え、シンガポールの音楽家ユエン・チーワイ、香港を拠点に活動する音楽家 dj sniff （水田拓郎）が

プロジェクト・ディレクターを担う。アジアのミクロな音楽シーンとの対話とリサーチが、今、始まる―。

　アジアン・ミーティング・フェスティバル 2015は、この「アジアン・ミュージック・ネットワーク」プロジェクトの成果

を初めて公開する場となる。東南アジアの国々から音楽家が招待され、日本で初めて、日本のさまざまな音楽家と共演する。

アジアの音楽シーンの発展にスポットをあて、音楽に関するインディペンデント映画の上映会や監督・音楽家によるトー

クも開催する。このフェスティバルは一過性のイベントではない。アーティスト・コミュニティ間の長期的なネットワー

ク形成の出発点となるものであり、 将来に向けて、他の国や都市でも成立しうるモデルを考えるための実験の場でもある。

dj sniff （水田拓郎）

香港を拠点に、実験的な電子アートと即興音楽の分野で活動
する音楽家、キュレーター、プロデューサー。彼の音楽は、
DJ、楽器デザイン、即興演奏を組み合わせた独特の実践の
もとに成り立っている。アムステルダムの STEIM （スタイム
電子音楽研究所）で７年間アートディレクターを務めたほか、
ヨーロッパ、アジア、アメリカ各地の国際フェスティバルや
ライブ会場での演奏多数。これまでに、4枚のソロアルバム
をリリー ス。ニューヨーク・タイムズ、オールアバウト・ジャ
ズ、ザ・ワイヤーの各メディアにレビューが掲載されている。

ユエン・チーワイ
シンガポール在住の音楽家、サウンド・アーティスト。シン
ガポール国内外で幅広く演奏活動や展示などを行っている。
哲学や文学、映画、カルチュラル・スタディーズへの強い関
心から、チーワイの作品には、文献に基づくアイデアやコン
セプトを記憶・喪失・不可視性といったテーマに融合させた
表現が見られる。大友良英 （日本）、リュウ・ハンキル（韓国）、
ヤン・ジュン（中国）と結成した「FEN」（Far East Network）
のメンバー。また、シンガポールの前衛的・実験的ロックバ
ンド「The Observatory 」のメンバーでもある。

Ensembles Asia / Asian Music Network aims to bring together a diverse group of musicians who are active in the 
Asian underground music scene. These artists dedicate their time and resources to a type of music that does 
not promise economical return or social status, but do so out of passion and a sense of connectedness. We can 
confidently say, that there is no more central location or dominant scene for experimental and adventurous music, 
but instead there are many dispersed small, interwoven communities around the world. Our goal is to connect 
these communities on a grassroots level and facilitate new collaborations that might not happen through 
conventional channels of social media or because of physical distance. Lead by Japanese musician / composer 
Otomo Yoshihide, a research and curatorial team was formed together with Singaporean musician Yuen Chee Wai 
and Hong Kong based musician dj sniff (Takuro Mizuta Lippit) to explore and start a dialog between these micro-
scenes throughout Asia. 
    The Asian Meeting Festival 2015 is the first public presentation of this project - musicians from Southeast 
Asian countries are invited to play concerts for the first time in Japan with various local musicians. Screenings 
of independent films and discussions will be held by the directors and artists themselves, shining new light onto 
the musical development in the region. We see this not as a one-off event but as a starting point for a long-lasting 
relationships among the artist communities that can take place in different locations in the coming years.

Yuen Chee Wai
Yuen Chee Wai is a Singaporean musician and artist working with 
sound. He has extensively performed and exhibited his work locally 
and internationally. Chee Wai’s strong interest in Philosophy, 
Literature, Film and Cultural Studies often finds him incorporating 
textual ideas and concepts in his sound work, with themes like 
memory, loss and invisibility. He is also a member of FEN - Far East 
Network together with OTOMO Yoshihide (Japan), Ryu Hankil (Korea) 
and Yan Jun (China) and Singapore’s avant / experimental rock band 
The Observatory.

dj sniff  (Takuro Mizuta Lippit) 

dj sniff (Takuro Mizuta Lippit) is a Hong Kong based musician, 
curator and producer in the field of experimental electronic arts 
and improvised music. His music builds upon a distinct practice 
that combines DJing, instrument design and free improvisation. 
For 7 years he was the Artistic Director of STEIM in Amsterdam, and 
has performed throughout Europe, Asia and The United States at 
various venues and international festivals. He has released 4 solo 
albums, and his work has been reviewed in the New York Times, All 
About Jazz, and The WIRE.

序文
PREFACE



FEB. 6-7 ARTISTS

FEB. 6-7 ARTISTS
FEB. 6 ARTISTS

FEB. 7 ARTISTS

アサヒ・アートスクエアで 2月 6日、７日の二日間にわたって開催されるアジア音楽の祭典。
アーティスティック・ディレクターの大友良英、キュレーターの dj sniff、ユエン・チーワイに加え、以下 17名が参加します。

Asian Meeting Festival 2015 in Tokyo will be held at the Asahi Art Square for two days, February 6 & 7.
Artistic director OTOMO Yoshihide and curators dj sniff  & Yuen Chee Wai will be participating, along with the 17 artists below.

ビン・イドリス
インドネシアのバンドンに拠点を置くハイカル・アジジがソロで展開する音楽ユニット。
不規則な詠唱と歌詞にあわせて即興でアコースティックギターを演奏するなど、音その
ものに対し、様々なアプローチを試みている。音のレイヤーやリピートで作られた瞑想
的で物語性のある音楽に深い関心を持つ彼の作品には、さまざまな音楽スタイルが含ま
れており、ときには、さり気ない話し言葉が使われることもある。

Bin Idris
Bin Idris is a one-man music project by Haikal Azizi based in Bandung, Indonesia. 
This project explores different approaches to sound itself, many driven by 
improvisational acoustic guitar playing with random chants or erratic lyrics. With 
a deep interest in narrative and contemplative music built through repetitions and 
layers, his musical repertoire includes many styles of music sometimes combined 
with subtle spoken words.

イマン・ジムボット
インドネシア・バンドン出身の、複数の楽器を操る音楽家。スンダ族の伝統音楽を現代
的、実験的な音楽へと拡げていく活動に従事。近年は、コモンルームネットワーク基金
の活動を通じ、地元音楽家たちの知識と技術力向上を支援している。また、「Karinding 
Attack」、「TRAH」、「SARASVATI」 のメンバーでもあり、さまざまな海外アーティストと
も共演している。

Iman Jimbot
Iman Jimbot is a multi-instrumental musician from Bandung, Indonesia. He is 
devoted to expanding the musical traditions of Sundanese into contemporary and 
experimental areas of music. In recent years, Iman has been involved in Common 
Room Network Foundation helping local musician develop knowledge and skills. He 
is also a member of Karinding Attack, TRAH, SARASVATI, and has collaborated with 
various international artists.

Sachiko M
東京を拠点に活動する前衛即興音楽家、作曲家。電子楽器のテスト・トーン用のサインウェー
ブを使ったユニークなパフォーマンスで知られる。国際音楽フェスティバルやライブ会場での
演奏活動を行いながら、これまでにソロ作品を含め、100枚以上のアルバムに参加。2011年には、
サウンド・インスタレーション “I'm Here – shortstay” をシンガポールで制作、同作品は、その後、
日本の 6つのオルタナティブ・スペースを巡回した。この作品は、2014年には、スライド写真
アーカイブ「FINAL CALL」として編集された。最近の活動には、写真、NHK連続テレビ小説「あ
まちゃん」の劇中歌作曲、出版、盆踊りの振り付けなどがあり、その活動範囲を広げつつある。

Sachiko M
sinewaves / "Asian Sounds Research" Project Director. Sachiko M is a Tokyo-based 
avant-garde improvisation musician and composer, who’s best known for her unique 
performance style using test-purpose sign waves from electric instruments. While 
performing at international music festivals and venues, she had taken part in more than 
100 albums including numerous solo projects. In 2011, she created sound installation “I’m 
Here - shortstay” in Singapore, which later toured 6 alternative spaces in Japan. In 2014, 
the piece was compiled into a photo slide archive called FINAL CALL. Her recent works have 
extended into broader areas of photography, composition for NHK’s TV drama series “Ama-
chan”, publishing, and choreography for Japanese traditional dance Bon Odori.

トゥ・ダイ （インドラ・メヌス）
ハードコア・パンクから派生した音楽を演奏するバンドとして、1998年、インドネシ
アのジョグジャカルタに誕生。近年は主にソロ・ユニットとして、ドローンやアンビエ
ントノイズに話し言葉を組み合わせた演奏活動を行っている。その歌詞には、第三世界
での日常生活やインドラ個人の私的／政治的な視点の影響が見られる。インドラはまた、
レラマティ・レコード―2002年に設立された自主制作レーベルで、主に、テープやレー
スカット、手作り CDRなどで極端で風変わりな音楽をリリース―の主宰者でもある。

To Die
To Die (Indra Menus) was born in 1998 as a band playing an off-shoot of Hardcore 
Punk music in Yogyakarta, Indonesia. These days it is mostly a solo project 
playing a mixture of spoken words with Drone and Ambient Noise. His lyrics are 
influenced by his daily life in a third world country, and his view on the personal 
/ political. Indra also runs Relamati Records – A DIY label since 2002 focusing 
on extreme and odd music released on tape, lathe cut and handmade CDRs. 山本達久

1982年 10月 25日生。drummer。ライフワークである即興演奏は日常的に、Jim 
O'rourke、石橋英子、須藤俊明らとの様々な活動、カフカ鼾、前野健太とソープランダー
ズ、坂田明とさかたかたつさ、NATSUMEN、などの BAND、カヒミ・カリィ、長谷川健一、
phew、七尾旅人、木村カエラ、柴田聡子、UA、青葉市子など歌手の録音＆ライブサポート、
劇団 swanny、マームとジプシーの劇生伴など主に都内を中心に活動。2011年にロンド
ン、バービカンセンターでソロパフォーマンスとして招聘されるなど、海外公演も多数。

YAMAMOTO Tatsuhisa
Born October 25, 1982. Drummer. With improvised performance as his life's work, this artist 
has regularly worked on a range of projects with such performers as Jim O'Rourke, Eiko 
Ishibashi, and Toshiaki  Sudoh. In addition, he has collaborated with bands like Kafka's Ibiki, 
Kenta Maeno and the Soaplanders, Akira Sakata and Katatsusa Sakata, and NATSUMEN, as well 
as supported singers like Kahimi Karie, Ken'ichi Hasegawa, phew, Tavito Nanao, Kaela Kimura, 
Satoko Shibata, UA, and Ichiko Aoba, lending them support on live performances and studio 
productions. He primarily works within Tokyo, providing live accompaniment to theatrical 
groups swanny, mum & gypsy, and others. In 2011, he was invited for a solo performance at 
London's Barbican Centre, and gives numerous other performances overseas.

米子匡司 
その音楽活動とジャンルを超えた作品で、大阪でかけがえのないアーティストとして注
目される。1999年、即興電子音楽アンサンブル「SJQ （サムライ・ジャズ・クインテッ
ド）」を結成し、トロンボーンとコンピュータで生成された音楽で演奏。2013年、「SJQ++」
として、オーストリアのアルス・エレクトロニカ「デジタル音楽＆サウンド・アート」
部門において優秀賞を受賞。2008年、自宅でオープンスペース「FLOAT」を開始。以降、
主に手作りの電子機器を使ったサウンドインスタレーションの制作を始める。その他の
作品に、ポッドキャスト「スキマ芸術」、ウェブマガジン「余所見」などがある。

YONAGO Tadashi
YONAGO Tadashi is recognised as an irreplaceable artist among the Osaka scene for 
his musical projects and cross-genre works. In 2009, Yonago founded improvisational 
electric music ensemble SJQ (Samurai Jazz Quintet) performing with trombone and 
computer generated music. As SJQ++, won the prestigious Award of Distinction Digital 
Music Category at Ars Electronica 2013. In 2008, he launched FLOAT, an open space at his 
resident. From this period he started creating sound installation works mainly using self-built 
electric devices. His other works include podcast Sukima Geijutu (In-between Art) and web 
magazine Yosomi (looking away).

グエン・ホン・ヤン
実験音楽の分野で、ホーチミンを拠点として活動するベトナム人音楽家。ホーチミン市
音楽院でクラシック・ピアノを勉強しながら、ブラックミュージックとデスメタルに傾
倒、ついには、さまざまな電子機器とマイクを使ったハーシュノイズ・バンド「Writher」
を結成するに至る。ヤンの音楽は、様々な曲折を経ながら、2013年以降、音と構造の
体験を重視する方向へ進んでいる。その活動分野は、クラシック、ヒップホップ、ロッ
ク、ポップから演劇、ダンス、アートインスタレーションまで、多種多様である。また、
バンド「Time Keeper」では、キーボードを担当している。

Nguyen Hong Giang
Nguyen Hong Giang is a Vietnamese musician working in the field of experimental 
music based in Ho Chi Minh. While studying classical piano at the Ho Chi Minh 
Conservatory of Music, his love for black and death metal lead him to start a harsh 
noise project called Writher using microphones and various electronic devices. 
Since 2013, Giang’s music has taken many different trajectories with more 
consideration into the experience of sound and structure. Today, Giang works in 
many different genres like classical, hip-hop, rock, pop, theatre, dance, and art 
installations. He also plays keyboard in a band called Time Keeper. 

かわいしのぶ
ベーシスト／回文師。1971年、東京生まれ。15歳からベースを始める。91～ 99年ま
で「SUPER JUNKY MONKEY」のメンバーとして活動。以降、パンチの効いたブルース＋
オウケストラ、world's end girlfriend、tricomi、鈴木祥子、遠藤賢司、渋谷毅、EGO-
WRAPPIN'、坂田明４、Char、大槻ケンヂ、梅津和時、古澤巌、大友良英スペシャルビッ
グバンド、等々、アーティストのサポートやセッション、いくつかのバンドで活動中。
時に、マンガ家・楳図かずお氏率いる「グワシ！ダンサーズ」のダンサー。世界に誇れ
ない脱力回文本『回文堂』（新潮社）の著者でもある。カレーが大好き。

KAWAI Shinobu
Bassist, Kaibunshi [Parindrome writer]. Born in Tokyo in 1971. Began playing the bass at age 15. 
Performed in SUPER JUNKY MONEY from 1991 to 1999. Went on to perform with in a range of artists 
and bands like Punch-no-kiita-Blues & Orchestra, world's end girlfriend, tricomi, SUZUKI Shoko, 
ENDO Kenji, SHIBUYA Takeshi, EGO-WRAPPIN', the Akira Sakata 4, Char, OHTSUKI Kenji, 
UMEZU Kazutoki, FURUSAWA Iwao, and the OTOMO Yoshihide Special Big Band. Continues to 
support a range of artists and bands. Occasionally performs as a dancer in manga artists 
Kazuo Umezu's "Kuwashi! Dancers." Also the author of "Kaibundo" (Shinchosha), an 
embarrassing little piece of printed matter. Loves curry.

ルオン・フエ・チン
ベトナム・ハノイ在住。ベトナム国立音楽院のジャズ・キーボード科を優等で卒業。
2010年、作曲家であり伝統音楽の演奏家であるソンエックス（SonX）に師事し、エレ
クトロ・アコースティック音楽の探求を開始。ベトナム国内外において、数々のフェ
スティバル、スペースでライブ活動を実施。サウンド・インスタレーション “Black 
Circle” が東南アジア 5カ国を巡回し、「Echoes」プロジェクトの一環で、GPS機能を使っ
て、歩きながらサウンドを体験できる作品をハノイとコペンハーゲンで発表するなど、
その活動領域は他分野にも拡大している。

Luong Hue Trinh
Luong Hue Trinh graduated with honors in Jazz keyboard from the Vietnam National 
Academy of Music and is now based in Hanoi. In 2010, she began her explorations 
into electroacoustic music under the guidance of composer and traditional music 
performer SonX. She has performed live electroacoustic music at numerous 
festivals and venues in Vietnam and abroad. Trinh’s work has also expanded into 
other areas: her sound installation “Black Circle” toured in five South East Asian 
countries, and she was invited by the Echoes geo-locative audio project to create a 
unique audio walk experience for Hanoi and Copenhagen.

FUMITAKE TAMURA (Bun)
様々な質感を含んだ、有機的な音楽を生み出すアーティスト。音の隙間に浮かび上がる
ノイズにさえ、音楽的な表情を与えてしまう音の構築は、2012年の「Bird」、そして 2013
年の「Minimalism」といったソロ・リリースを経てひときわ研ぎ澄まされ、音響の彫刻
として目の前に立ち上がる。2014年には、「Mudai」を L.Aのレーベル、Leaving records 
/ Stones throwからリリース。音の質感にさらなる磨きをかける。また、その音楽は映像
的と例えられ、映像作家 さわ ひらき の新作 “Lenticuler” の音楽を制作。スコットランド
の Dundeeギャラリー、東京のオペラシティ アートギャラリーにて展示された。

FUMITAKE TAMURA (Bun)
An artist producing organic music with a range of textures. Songs are structured such 
that even the noise that bubbles up between the notes has a certain musicality to it. 
Following on from the 2012 solo release "Bird" and the 2013 solo release "Minimalism," this 
musician's sound became further refined to become a kind of sonic sculpture. In 2014, 
released "Mudai" on Los Angeles based Leaving Records/Stones throw, bringing further 
dimensions to the sound. With this sound said to have a visual aspect, the artist was 
invited by the visual artist Hiraki Sawa to work on his new piece, "Lenticuler," which was 
shown at Scotland's Dundee Gallery and Tokyo Opera City Art Gallery.

小埜涼子
音楽家。アルトサックス、フルート奏者。愛知県名古屋市在住。名古屋を拠点とし、即興演奏活動
を主としながらも、ブルース、ロック、ノイズやプログレなどジャンルを超えたバンド活動や様々なライブ、
レコーディングにも参加している。多種多様な活動の中でもその音楽性は一貫してソリッドでロマン
チックなインタープレイを目指す。近年のソロ活動では美しさを追求し、独自のリズム感と倍音を巧みに
使った循環呼吸、重音奏法などを積極的に取り入れた幻想的な即興とメロディーの狭間を行き交う不思
議で豊かな音を放出する。また、エレクトロニクスを使い独自のアルゴリズムでプログラムした即興演奏
システムを自作改造フットペダルを用いてリアルタイムで足で巧みに操作しながらのソロ演奏を展開
している。アコースティックとエレクトロニクスの境界線を超えたメロディックで美しい音を創り出す。

ONO Ryoko
ONO Ryoko is a Japanese saxophonist, flutist, composer, and recording artist specializing 
in improvised music and works for saxophone and electronics. She plays in a wide range of 
genres, not only improvised music, but also blues, jazz, progressive rock, noise, and avant-
garde music. Her way of playing is consistent throughout all of these styles. It is solid, 
romantic inter-play. For acoustic sax solos, she uses "circular breathing" and "multi-phonics" 
to endlessly explore and pursue rich and complex sounds. Additionally she employs electronics 
for live performance using her own midi system controlled by a foot trigger to alter the sound 
of her saxophone with various electronic sounds and effects. This exquisite performance is 
memorable and she is establishing sophisticated style of music.

レスリー・ロウ
作曲家。サウンド・デザイナー。シンガポールのミュージックシーンでよく知られた存在。
人気インディーズバンド「Humpback Oak」を経て、現在は、シンガポールで最良の音
楽的取組みを行っているバンドのひとつ、「The Observatory」のフロントマンを務める。
自身のレーベルでソロ・アルバムを複数リリース。ユエン・チーワイ、ジャズカマーと
は「MAGUS」として、マーク・ドルモントとは「Meddle」として活動したことがあるほか、
TEMPL、ラッセ・マーハウグとも共演。演劇や映画の劇伴も手がける。また、最新のソ
ロアルバム『No Such Things As Ghosts』は音楽評論家から高い評価を得ている。

Leslie Low
Leslie Low is no stranger to the music scene in Singapore. A music composer & 
sound designer by profession, Leslie was the former frontman of popular indie 
band Humpback Oak, and is currently fronting one of Singapore’s greatest musical 
efforts, The Observatory. With a handful of solo releases under his belt, he has 
projects with Yuen Chee Wai, Jazkamer as MAGUS, Mark Dolmont as Meddle, TEMPL, 
and Lasse Marhaug.  Leslie also regularly scores for theatre and film, and has 
recently released his latest solo album, No Such Things As Ghosts, to much critical 
acclaim. 

佐藤公哉
北海道生まれ。シュルレアリスムの影響のもとに幼少より画家を志し、後に音楽へ転向。
東京藝術大学音楽環境創造科卒業後、 声、ヴァイオリン、ヴィオラ、パーカッション等
を用いて作曲、演奏、ワークショップを各地で行う。表現（Hyogen）、3日満月、音の
てらこや、ソロ名義でフォークロア／ポップス ／現代音楽／舞台芸術などの混在した
活動を続けている。世界各地の伝統芸術と繋がりながら現代に必要とされる「場」作り
を目指すプロジェクト／ネットワーク組織「Torus Vil.」代表。

SATO Kimiya
Born in Hokkaido. Inspired by surrealism when young, aspired to be a painter, later moving into 
music. After graduating from the Faculty of Musical Creativity and the Environment at the Tokyo 
University of the Arts, went on to become a multi-instrumentalist and composer, using voice, the 
violin, viola, and percussion instruments. Also holds workshops across the country. Works on a variety 
of different projects that include performing arts, contemporary music, pop, and folklore, under 
different names such as Hyogen, Mikkamangetsu, Otonoterakoya, and under his solo name. Head 
of the networking group and project “Torus Vil.”, which aims to work with traditional arts and music 
from around the globe while creating a space that is relevant to the present.

コック・シューワイ
マレーシア・クアラルンプール在住。ビデオアーティスト、即興音楽ボーカリスト、アート・
オーガナイザー。彼女が最も情熱を傾けているのは、前衛的かつ実験的な映画／ビデオ、
そして即興音楽だ。歌とサックスの即興デュオ、「Reflex Reactions」で演奏し、EMACM 
（Experimental Musicians and Artists Cooperative Malaysia）の会員である。また、オルタ
ナティブなアーティストたちの集合体である SiCKL の創立メンバーでもあり、クアラル
ンプール実験映画 / ビデオフェスティバルのディレクター兼キュレーターでもある。

Kok Siew Wai
Kok Siew Wai is a video artist, improvised music vocalist, and artist-organizer 
from Kuala Lumpur, Malaysia. Her greatest passion lies in the avant-garde, 
experimental film/video, and improvised music. She performs in her improvising 
voice and saxophone duo Reflex Reactions and is a member of EMACM (Experimental 
Musicians and Artists Cooperative Malaysia). She is also the founding member of 
alternative artist collective SiCKL, and is the festival director & curator of Kuala 
Lumpur Experimental Film & Video.

KΣITO
トラックメーカー、DJ。10代の始めに HIP HOPに出会い、その後 DJ、トラック制作を
始める。様々なジャンルに幅を広げていく中で JUKEに出会い、2013年に「JUKE SHIT 
EP」をリリース。同時に AKAIの MPDを使いシーケンサー無しで JUKEのリズムを叩く
スタイルのライブを開始。都内を中心に DJ、ライブ活動を行っている。

KΣITO
Track maker and DJ. After discovering hip-hop in his teenage years, was inspired 
to become a DJ and track maker. While working across a wide variety of genres, 
he encountered Chicago dance phenomenon Juke and released "JUKE SHIT EP" in 
2013. He is now based in Tokyo, where he regularily DJs and performs live Juke sets 
on the AKAI  MPD pad without a sequencer.

ユイ=サオワコーン・ムアンクルアン
タイ・バンコクを拠点に活動するチェロ奏者。楽器で物語を語る演奏家として知られる。
彼女が説明するところの「ユイ・チェロ」現象は、彼女自身の生活や他人の人生経験、
社会的な出来事などからインスピレーションを得たものである。きっばりした打撃と
ループで楽器と戯れながら、言葉を詩のように展開することで、重層的な叙情性を生み
出す。チェンマイの TEDxにおけるプレゼンテーション、バンコクで開催された Y2K14 
International Looping Festivalに参加。タイのテレビ番組出演も多数。

Yui-Saowakhon Muangkruan
Yui-Saowakhon Muangkruan is a cellist based in Bangkok, Thailand. She is known 
as someone who tells her story through her instrument. The Yui Cello phenomenon, 
as she explains, takes inspiration from society matters, other’s life experiences 
and her life. The text she composes unfolds like poetry while she cajoles her 
instrument with decisive strikes and loops, bringing out the multi-layered lyricism. 
Yui was invited to present her ideas at TEDx in Chiang Mai and participated in the 
Y2K14 International Looping Festival in Bangkok. She also regularly appears on Thai 
television to present her work. 

渡辺愛 
作曲家・アクースマティック演奏家。近年はフィールド・レコーディングの素材を含
む電子音響音楽を中心に活動している。イタリ ア・フランスでの受賞や国営ラジオ
での放送、国際音楽祭からの招待など国内外で評価を得る。『秋福音』『BOLITZ』『Trio 
Haiku』等に即興で参加。作曲範囲は器楽・ダンス・インスタレーション・映画・映像
等と多岐にわたる。 

WATANABE Ai
WATANABE Ai is a composer, born in Japan. Now she devote herself to instrumental 
or electroacoustic composition, and to sonic works by the name of Acousmatic. 
She has studied a creation of electro-acoustic music at CRR de Paris, and now she 
is a doctor course student at Tokyo University of the Arts. Ai profited many prices, 
and her works are often performed in concerts and festivals in Japan and abroad 
(France, Italy, Spain, Holland, Switzerland). 

アーティストプロフィール
ARTIST PROFILE



アンサンブルズ・アジア
ミュージック・ネットワーク
アジアン・ミーティング
フェスティバル 2015
京都公演

Ensembles Asia
Music Network
Asian Meeting
Festival 2015
KYOTO Performances

アンサンブルズ・アジア
シンポジウム＆コンサート

共催   Asian Meeting Festival 2015 京都公演実行委員会
ゲスト   YPY（日野浩志郎）
日時   2月 8日（日）18:00～（17:00開場）
会場   ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
料金   予約・前売り 2500円、当日 3000円
前売りチケット：Eチケットサービス Peatix（http://asianmeetingfestival.peatix.com）にて販売。

Co-organized by Asian Meeting Festival 2015
Kyoto Executive Committee
Guest: YPY(HINO Koshiro)
Date: FEB. 8(sun), 18:00 - (17:00 open)
Place: Goethe-Institut Villa Kamogawa
Fee: ¥2,500 in advance / ¥3,000 at the door

日時   2月 5日（木） ／ 18：00～ 20：00（17：45開場）

登壇   大友良英、石川直樹、開沼博　（進行：有馬恵子）

会場   国際交流基金
料金   無料（定員：120名）

予約方法   ①氏名 ②所属 ③連絡先 ④参加人数をご記入の上、
 　　ea.ticket.2015@gmail.comまでお申込みください。
言語   日本語

Date:  FEB. 5(thu)  18:00 - 20:00(17:45 open)
Speakers: OTOMO Yoshihide, ISHIKAWA Naoki,
 KAINUMA Hiroshi (Moderator: ARIMA Keiko）
Place: JAPAN FOUNDATION
Fee:  Free (Capacity: 120)

Reservation: Please send your name, organization name, 
 contact number and address,
 the number of participants to:
 ea.ticket.2015@gmail.com
Language: Japanese

Organized by NTT InterCommunication Center [ICC]
Date: FEB. 11 (wed)

SYMPOSIUM  14:00-
Speakers: OTOMO Yoshihide, Yuen Chee Wai, dj sniff,
 Sachiko M, YONAGO Tadashi
Place: ICC 4F special stage
Capacity: 300
Fee:  Free

CONCERT   19:00-
Artists: OTOMO Yoshihide, Yuen Chee Wai, dj sniff,
 Sachiko M, YONAGO Tadashi
Place: ICC 4F special stage
Capacity: 300
Fee:  ¥1,500 in advance / ¥2,000 at the door

「アンサンブルズ・アジア」オーケストラ・チームは、2014年

９月にフィリピン、12月にインドネシアの調査を実施しました。

報告会前半は「フィリピン編」として大友良英と開沼博が「音

楽の日常と非日常」について、後半は「インドネシア編」とし

て「音楽家なしの音楽」について大友良英と石川直樹が語りま

す。その後全体ディスカッションを行い、これまでの調査と今

後の調査についてご報告します。

http://orchestra.ensembles.asia/

The Ensembles Asia Orchestra team conducted surveys in 
September 2014 in the Philippines and in December in Indonesia. 
In the first half of the session, OTOMO Yoshihide and KAINUMA 
Hiroshi will present "Music Ordinary and Extraordinary" as the 
briefing of the Philippines; for the second half, OTOMO Yoshihide 
and ISHIKAWA Naoki will speak on "Music Without Musicians" as 
the briefing of Indonesia. Afterward, all parties will hold a joint 
discussion, and reports will be made on past and future surveys.
http://orchestra.ensembles.asia/

アジアン・ミーティング・フェスティバル 東京公演に

出演したミュージシャン達が京都でもライブを行います。

The musicians who gave a public performance at the Asian 
Meeting Festival in Tokyo will also be holding a live show in Kyoto.

In conjunction with "OTOMO Yoshihide: Between Music and 
Art" exhibition currently being held at the ICC in Hatsudai, a 
concert and symposium will be held as part of Ensembles Asia. 

主催   NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
日時   2月 11日（水・祝）

シンポジウム　14:00～
出演   大友良英 / ユエン・チーワイ / dj sniff /Sachiko M / 米子匡司
会場   ICC 4階 特設会場
定員   300名（当日先着順）
料金   無料

コンサート　19:00～
出演   大友良英 / ユエン・チーワイ / dj sniff /Sachiko M / 米子匡司
会場   ICC 4階 特設会場
定員   300名
料金   前売り 1500円／当日 2000円　e+（イープラス）にて販売

初台の ICCで開催中の「大友良英　音楽と美術のあいだ」展関

連事業として「アンサンブルズ・アジア」と連動したコンサー

トとシンポジウムを行います。

石川直樹
写真家。1977年東京生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。2000年、
Pole to Poleプロジェクトに参加して北極から南極を人力踏破、2001年、7大陸最高峰
登頂を達成。人類学、民俗学などの領域に関心をもち、行為の経験としての移動、旅な
どをテーマに作品を発表、『POLAR』（リトルモア）により、日本写真協会新人賞、講談
社出版文化賞。2009年、写真集『Mt.Fuji』 （リトルモア）、『VERNACULAR』（赤々舎）を
含む近年の活動によって東川賞新人作家賞。2010年、写真集『ARCHIPELAGO』（集英社）
にて、さがみはら写真賞。最新写真集に『CORONA』（青土社）がある。著書に『いま
生きているという冒険』（理論社）、『全ての装備を知恵に置き 換えること』（集英社文庫）、
開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』（集英 社）ほか多数。2011年に
第 30回土門拳賞受賞。2014年『バングラデシュ （世界のともだち） 』（偕成社）を刊行。

開沼博
社会学者。1984年福島県いわき市生まれ。福島大学うつくしまふくしま未来支援セン
ター特任研究員（2012-）。読売新聞読書委員（2013-）。復興庁東日本大震災生活復興プ
ロジェクト委員（2013-2014）。東京大学文学部卒。同大学院学際情報学府修士課程修
了。現在、同博士課程在籍。専攻は社会学。著書に『漂白される社会』（ダイヤモンド社）
『フクシマの正義 「日本の変わらなさ」との闘い』（幻冬舎）『「フクシマ」論　原子力ム
ラはなぜ生まれたのか』（青土社）『地方の論理　フクシマから考える日本の未来』 （同、
佐藤栄佐久氏との共著）『「原発避難」論　避難の実像からセカンドタウン、故郷再生ま
で』（明石書店、編著）など。学術誌の他、「文藝春秋」 「AERA」などの媒体にルポ・評
論・書評などを執筆。第 65回毎日出版文化賞人文・社会部門、第 32回エネルギーフォー
ラム賞特別賞。

ISHIKAWA Naoki
Photographer. Born in 1977 in Tokyo, he completed a doctoral degree at the Graduate School of 
Fine Arts, Tokyo University of the Arts. In 2000, he participated in the Pole-to-Pole Project, in 
which he trekked from the North Pole to the South Pole by foot. In 2001, he succeeded in climbing 
to the highest points on all seven continents. He is interested in areas such as anthropology and 
ethnology, and he has been presenting works based on themes such as movement and travel 
as life experiences. In 2006, his photography collection, "THE VOID", received the Sagamihara 
Newcomers’ Award and the Miki Jun Award. In 2008, he received a Photographic Society of 
Japan’s Newcomers Award and a Kodansha Publishing Culture Prize for his collections, "NEW 
DIMENSION" (Publisher: AKAAKA) and "POLAR" (Little More). In 2009, he received a Higashigawa 
New Photographer Prize for his recent works, including his collections, "Mt. Fuji" (Little More) and 
"Vernacular" (AKAAKA). In 2010, he received a Sagamihara Award for his collection, "ARCHIPELAGO" 
(Shueisha). His latest photography collection is "CORONA" (Seidosha). As an author, he has 
written many books, including "The Adventure of Living Now" (Rironsha), "To Replace All Equipment 
With Wisdom" (Shueisha Bunko), and the Takeshi Kaikō Award-winning "The Last Adventurer" 
(Shueisha). In 2011, he received an award at the 30th Domon Ken Awards. In 2014, he published 
"Bangladesh—Friend of the World" (Kaiseisha).

KAINUMA Hiroshi
Sociologist. Born in 1984 in Iwaki, Fukushima Prefecture, he holds posts as project researcher 
at Fukushima University's Fukushima Future Center for Regional Revitalization (2012- ) and 
member of the Yomiuri Shimbun Book Review (2013- ). Between 2013 and 2014, he served on the 
Reconstruction Agency’s Great East Japan Earthquake Reconstruction Project Committee. After 
graduating from the University of Tokyo’s Department of Literature, he completed a master's 
degree at the same university’s Graduate School of Interdisciplinary Information Studies. He is 
currently working towards a doctorate at the same institution, majoring in sociology. As an author, 
he has written "Bleached Society" (Publisher: Diamond), "Fukushima's Justice—A Battle With 
'Japan's Resistance to Change'" (Gentosha), "'Fukushima' Theory—Why a Nuclear Village Was 
Born" (Seidosha), "Regional Logic—Considering Japan's Future Through Fukushima" (co-authored 
with Eisaku Satō, Seidosha), and "'Nuclear Evacuation' Theory—From the Reality of Evacuation 
to ‘Second Towns’ and the Recreation of the Hometown" (as co-author and co-editor, Akashi 
Shoten), among other books. He writes reports, critiques, and book reviews for publications such 
as "Bungeishunjū" and "AERA", as well as for academic journals. He received the 65th Mainichi 
Publishing Culture Prize in the Social Sciences and Humanities Division and a special award at the 
32nd Energy Forum Awards.

アンサンブルズ・アジア
オーケストラ 報告会

Ensembles Asia Orchestra 
Briefing Session

Ensembles Asia
Symposium & Concert

FEB. 8
FEB. 11

FEB. 5

Film Screening
BISING - NOISE AND EXPERIMENTAL MUSIC IN INDONESIA

with English and Japanese sub-titles

Date: FEB. 7 (sat) 13:00 - 14:10 (12:30 open)
 An after-screening talk will be held until 15:00
After-screening speakers：
 Adythia Utama (Director of the film), 
 Riar Rizardi (Assistant director of the film), 
 Yuen Chee Wai, df sniff, OTOMO Yoshihide

映画上映

「BISING ―ノイズミュージック・フロム・インドネシア」
（日本語、英語字幕付き）

日時   2月 7日（土）13:00～ 14:10（12:30開場）

 上映終了後、15:00までアフタートークあり
アフタートーク出演

アディティア・ウタマ（本作品監督）、リアル・リザルディ（本作品助監督）、

ユエン・チーワイ、dj sniff、大友良英

過激でインディペンデントな音楽シーンのなかで、最大勢力を誇

るインドネシアのノイズシーンは、東南アジア最大でもある。ジャ

カルタ、バンドン、ブカシ、ジョグジャカルタ、そして東京の膨

大な数のバンド、アーティスト、一般の人たちに、ノイズミュージッ

クとは何か、自身の定義、自身のアプローチを自由に語ってもら

うことで、インドネシアのノイズシーンを浮き彫りにする。

入場料について：
2月 6日、７日どちらかのアサヒアート・スクエアでのライブチケットを持っ
ている方は無料でご覧いただけます。ただし完全予約制となっておりますので、
ea.ticket.2015@gmail.comまで、「映画 BISING鑑賞希望」とし、お名前とメールアドレス、
ご連絡先をお送りください。先着 180名様限定になります。

FEB. 7

Indonesian noise - the largest scene of extreme and independent 
music in South East Asia. This documentary gives an extensive 
overview with numerous bands, artists and speakers, all from 
Jakarta, Bandung, Bekasi, Yogyakarta, and Tokyo, who freely talk 
about their own definitions and approaches to noise music.

website: facebook.com/noiseindonesia

Admission:
Those with a ticket to the live show at the Asahi Art Square 
on February 6 or 7 may attend for free. Seating, however, is 
by advance reservation only. For reservations, please send 
your name and email address or other contact information 
to us by ea.ticket.2015@gmail.com under the heading 
BISING Film Viewing Request. Seating is limited to the first 
180 applicants.

イベント情報
EVENT INFORMATION



問い合わせ先  .....................................................................................................................................................................................................................  ea.ticket.2015@gmail.com

Inquiries  ...................................................................................................................................................................................................................................  ea.ticket.2015@gmail.com

アーティスティック・ディレクター：大友良英　キュレーター：dj sniff / ユエン・チーワイ
主催：国際交流基金アジアセンター　アサヒ・アートスクエア協力事業（2/6-7 東京公演）　制作協力：Art Center Ongoing

Artistic Director: OTOMO Yoshihide    Curated by dj sniff (Takuro Mizuta Lippit) / Yuen Chee Wai
Organized by the Japan Foundation Asia Center    Co-operated by ASAHI ART SQUARE(2/6-7 Tokyo Performance)    Production assistance by Art Center Ongoing
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アクセスマップ
ACCESS MAP

FEB. 5

FEB. 8

FEB. 6-7

FEB. 11

ASAHI ART SQUARE
Super Dry Hall 4F, 1-23-1 Azumabashi, Sumida-ku, Tokyo 130-0001
Tel: 090-9118-5171

NTT InterCommunication Center [ICC]
Tokyo Opera City Tower 4F, 3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1404 
Toll-free Telephone: 0120-144199    http://www.ntticc.or.jp/

JAPAN FOUNDATION
4-4-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004    Tel: 03-5369-6025

Goethe-Institut Villa Kamogawa
19-3, Yoshidakawara cho, Sakyo-ku, Kyoto     Tel: 075-761-2188

国際交流基金
〒 160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1　電話：03-5369-6025

ゲーテ･インスティトゥート・ヴィラ鴨川
京都市左京区吉田河原町 19-3　電話：075-761-2188 

アサヒ・アートスクエア
〒 130-0001 東京都墨田区吾妻橋 1-23-1  スーパードライホール 4F
電話：090-9118-5171

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]
〒 163-1404　東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー 4階
フリーダイヤル : 0120-144199　http://www.ntticc.or.jp/

チケット予約方法

2月 6日（金）・7日（土）　東京公演

2月 8日（日）　京都公演

2月 11日（水・祝） NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

お取り扱いプレイガイド：e+（イープラス）　「アンサンブルズアジア」で検索してご予約ください。
PC / 携帯：http://eplus.jp　直接購入：ファミリーマート　料金：前売 2,000円 / 当日 2,500円 / 2日間通し券 3,300円

お取り扱いプレイガイド：Eチケットサービス Peatix
PC：http://asianmeetingfestival.peatix.com　料金：前売 2,500 円 / 当日 3,000 円

お取り扱いプレイガイド：e+（イープラス）　前売り 1,500 円 / 当日 2,000 円

Ticket agency: e+ (Please search for "Ensembles Asia" to reserve tickets.)    PC/mobile: http://eplus.jp
Direct purchase: Family Mart    Admission: ¥2,000 in advance/¥2,500 at the door/¥3,300 for both days

Ticket agency:Peatix    PC: http://asianmeetingfestival.peatix.com    Admission: ¥2,500 in advance / ¥3,000 at the door

Ticket agency:e+    Admission: ¥1,500 in advance/¥2,000 at the door

To reserve tickets

FEB.6 (fri) 7 (sat)   TOKYO Performances

FEB.8 (sun) KYOTO Performances

FEB.11 (wed) NTT InterCommunication Center [ICC]

www.jfac.jp/


