


A PROGRAM OF YOUNG AND CUTTING EDGE ARTISTS IN M EVENT SPACE & BAR IN A RELAXED ATMOSPHERE!
リラックスした代官山エムの空間で海外の最先端の若手アーティストが製作した作品を楽しむ。

HORS PISTES TOKYO SCREENING: INTRODUCTION

2012 4thJUNE 4TH / 2012年6月4日(月)

オールピスト東京 短編映像の上映

18:30 開場 / 19:30 開演｜18:30 open / 19:30 start 【オールピスト・パリからの作品上映 】 
SCREENING - INTERNATIONAL SELECTION FROM PARIS ｜SCREENING & LOUNGE  短編作品の上映＆ラウンジ

『Intorno Allo zero』 2007, 4 min, Italy, フラットフォーム FLATFORM
長いシークエンス撮影が都会の構造を表し、ミラー効果で二重にし、宙に浮く街を作る。
A long sequence shot represents an urban structure, doubled by a mirror effect.  Platform creates a suspended, floating city.

『Non si puo nullo contro il vento』 2012, 6min, Italy, フラットフォーム FLATFORM 
見たことのない風景。被写界深度を再追求し、風景を抽象化する。
Scenery as you’ve never seen it before. Platform revisits the idea of depth of field. Countryside becomes a sunny abstraction. 

『シノポリス』 Cynopolis, 2012, 10 min, France, カミーユ・アンロ Camille HENROT 
エジプト・サッカラのピラミッドの前を犬がぶらつき、その中に人間もいる。その編集により人間と動物の差異が消えていく。
Dogs wander in front of the pyramid of Saqqara. Men too.The editing blurs any attempt to rank men and dogs. 

『インテリジェント・デザイン』 Intelligent Design, 2009, 8 min, England, パヴェル・ヴォイタシク Marcus COATES
亀の交尾の魅力が満載。 固く遅い身体による愛の行為。エロティックな光景と対照的なユーモア。
All the charm of the mating season of the turtle. Coates films the act of love, with all the slowness and stiffness of the bodies,
a humorous counterpoint to the implicit Eros of the scene.

『モーニング・ムード』 Morning mood, 2012, 3 min, Germany, マリアナ・ヴァシレバ Mariana VASSILEVA 
詮索者や都市文化の人類学者のような興味深い眼で、マリアナ・ヴァシレバは、コウモリにカメラを向け、コウモリを観察し、彼らの人間性を追求する。
With the curious gaze of a voyeur or an urban anthropologist, Marina Vasileva observes bats and turns her camera to give them
their full humanity. 

『コンプレ』 Complet, 2012, 31 min, France, パスカル・ボデ Pascale BODET
2010年パリ。現代では、職場が変わっていく。良い生活、オープンスペース、フレックスタイム制の時代。会社やオフィスは心地よい場所になり、
仕事とプライベートが統合される。「コンプレ」は、ファッション業界で起こる６話の「残酷物語」。断片的なナレーション、バーレスクとドキュメンタリー
調の映像を用いて、「統合には失敗がつきもの」という理由で常に労働環境が横滑りし、現実が支配する現代を科学的に考察する。
«Paris, 2010. Workplace is changing; we are in the era of good-life, open space and flexible work time. The office, the workshop, etc. 
need to be friendly places, and privacy needs to be integrated with professional life. «Complet» is a series of 6 stories, «cruel little 
dramas», taking place in the professional world of fashion. 

20:30  ジェラルディン・ゴメズ&シルビア・プラー Q&A with エガ ヒロシ&アントニン・ゴルチエ　
ジェラルディン・ゴメズ（パリ・ポンピデューセンター、オールピスト、ディレクター）、
シルビア・プラー（パリ・ポンピデューセンター、シネマ部門担当）、荏開津 広（作家）、 アントナン・ゴルチエ（エディター）　

Q&A With Sylvie Pras (Pompidou Center, Les Cinemas) And Geraldine Gomez (Pompidou Center,
Hors Pistes Director) With Hiroshi Ega (Writer), Moderated By Antonin Gaultier (Editor) 

終了後にエム代官山でリラックス出来ます！ and lounge time!

M EVENT SPACE & BAR

COAT-DAIKANYAMA B1
1-33-18 Ebisu-nishi, 
Shibuya-ku, Tokyo

http://www.m-event-bar.com

会場 Venue チケット  Tickets
上映 / Screening
当日 Door ¥1,500
学生・シニア/ Students / Senior ¥1,000

お問合わせ 
m@horspistestokyo.com
www.horspistestokyo.com

Organized by: Hors Pistes Tokyo 2012/Centre Pompidou | 主催： オール・ピスト東京、ポンピドゥーセンター
Support: Pola Foundation for Art, The Asahi Shimbun Foundation｜ 助成：ポーラ美術振興財団、公益財団法人朝日新聞文化財団
In collaboration with | 協力: Mugenkai Communication, M Event Space & Bar 
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