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　アーティストが多様であるように、彼らの活動を

支えるアーティスト・イン・レジデンスもまた多様です。

アーティストが異なる文化に身を置き、学び、創造する。

その過程で生まれる様々な可能性をアーティスト・

イン・レジデンスは共有し、創作活動へ、思索へ、

交流へと導いていきます。

　この冊子で紹介する京都や関西地域の施設、団体

はそれぞれがユニークなビジョンを持ち、アーティスト

や芸術に関わる人たちの創作活動を支援しています。

本誌が、アーティストとアーティスト・イン・レジデンス

の無二の出会いのきっかけとなり、そこから始まるでき

ごとが多くの人々に共有されることを願います。

京都芸術センター

   As the active international artists hold varied 
cultural backgrounds, the Artist in Residence 
programs supporting their artistic activities are 
just as varied. Living in a different culture and 
experiencing the process of learning and creation 
generates various possibilities for artists. Artist 
in Residence programs aim to share these possi-
bilities with artists and the local community in 
order to encourage creative activities, provoke 
thoughts, and promote exchanges.
   This booklet introduces the institutions and 
organizations in the Kyoto and Kansai areas that 
support creative activities for artists and cultural 
figures with their unique missions. We hope this 
booklet will connect you to the network of AIR 
in the Kyoto and Kansai areas and help to share 
their encounter and experiences among all the 
people who will be involved in the AIR programs.

Kyoto Art Center
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招聘アーティスト用アパートメント兼アトリエ、一般向けの図書室、カフェ、
ホール等

施設概要

Combined artist apartments and ateliers, Library, Café and 
Event hall

Outline of the Facility

公募にて募集（オンラインで受付）

募集方法

Open call (Online application)

Application Procedure

3月－4月頃

募集時期

March–April each year

Application Period

建築、造形美術、デザイン、舞台美術、音楽、映画、文学、文化芸術論・
批評

募集ジャンル

Architecture, Fine Arts, Design, Stage Design, Music, Film, 
Literature, Cultural Theory and Critics

Dicipline

3ヶ月

滞在期間

3 months

Residency Period

約12名／年

募集人数

12 indivisuals per year

Number of Positions

ドイツの芸術家または文化人。ドイツ連邦共和国を長年の生活・仕事
の拠点としていること。大学卒業者で、フリーで活動していること。自身
の作品が既に公の場で高く評価されていること。年齢制限はなし

応募資格

Artists and cultural figures that have lived and worked in Ger-
many for many years, graduated from university, and are working 
as a freelance artist. Their works should have received high 
public recognition. No age limitation.

Eligibilities

渡航補助費（上限1,200ユーロ）、館内のアパートメント無償貸与、
助成金（2,50 0ユーロ／月 ※材料費、交通費、通訳料、翻訳料等を
含む）、日本語オリエンテーション講座、日本の文化関係者とのコンタクト、
京都又は関西でのプレゼンテーション（展覧会、朗読会、コンサート等）
におけるロジスティクス面でのサポート

支援内容

Travel expenses (up to 1,200 euro), accommodations, a grant for 
production (2,500 euro per month, for material, local transporta-
tion, translation and interpretation and others), Japanese 
orientation class, arrangement for contacting curators, art agencies 
and organizations in Japan, and logistics for presentation oppor-
tunity in Kyoto and Kansai areas.

Support for Artists

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
〒606-8305 京都市左京区吉田河原町19-3
TEL: 075-761-2188
E-mail: infokyoto@villa-kamogawa.goethe.org
WEB: http://www.goethe.de/villa-kamogawa

連絡先

Goethe-Institut Villa Kamogawa
19-3 Yoshida, Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8305 Japan
TEL: +81-75-761-2188
E-mail: infokyoto@villa-kamogawa.goethe.org
WEB: http://www.goethe.de/villa-kamogawa

Contact Address

京都芸術センター  アーティスト・イン・レジデンスプログラム

プログラム名

Kyoto Art Center Artist-in-Residence Program

Program Name

小学校の教室を改修した制作室、ギャラリーや講堂などの発表スペース
がある。その他、カフェや図書室等もあり。館内に宿泊場所はなく、プロ
グラム参加者に合わせて近隣の宿泊場所を提供

施設概要

Studios refurbished from the class rooms of the former primary 
school, spaces for presentation, such as galleries and an audito-
rium, a café, and a library. Accommodations are provided to the 
artists in the neighborhood.

Outline of the Facility

公募にて募集  ※公募プログラム以外は不定期に決定

募集方法

Open call  *Programs other than the open call will be occasionally scheduled.

Application Procedure

4月－6月（翌年度の滞在アーティストを募集）
ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツを交互に隔年で募集
文学やクロスジャンルは応募年を問わない

募集時期

April – June (for the following fiscal year)  Applications for the 
fields of performing arts and visual arts are accepted alternately 
every other year. Applications for literature and interdisciplinary 
genres are accepted every year.

Application Period

全ジャンル

募集ジャンル

All genres

Dicipline

最長3ヶ月

滞在期間

Maximum 3 months

Residency Period

不定（年間1－5組程度）

募集人数

1-5 indivisuals / groups per fiscal year

Number of Positions

新進アーティスト又は芸術分野の研究者で、京都に滞在し、制作・調査
研究などを行う理由が明確な方

応募資格

Emerging artists and art researchers who have a significant reason 
to produce, research and study in Kyoto.

Eligibilities

滞在費、制作費（20万円）、制作場所、発表場所（要調整）、広報協力、
プログラム・コーディネーターによるサポート（※公募の場合）

支援内容

Accommodation, Studio, Presentation space, Grant for produc-
tion (200,000JPY), Publicity, Assistance by coordinators

Support for Artists

京都芸術センター
〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546 -2
TEL: 075-213-1000   E-mail: info@kac.or.jp
WEB: http://www.kac.or.jp

連絡先

Kyoto Art Center
546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8156 Japan
TEL: +81-75-213-1000   E-mail: info@kac.or.jp
WEB: http://www.kac.or.jp/

Contact Address

　京都市の芸術文化拠点。2000年に、元明倫小学校を改修しオープンした。制作室を、審査の上無償

で貸し出す制作支援事業の他、ジャンルを問わない同時代の芸術の創作、発表、普及等の活動を行う。

アーティスト・イン・レジデンス・プログラムは開設当初から行い、これまでに22ヶ国、50組のアーティスト

を受け入れている。公募の他に、招へい、協同制作等のプログラムも実施する。

　京都芸術センターは、地域住民や大学、その他関係施設や団体とのネットワークを活かしたコミュニティ

ベースの複合型文化施設であると同時に、先鋭的な芸術にも積極的に取り組んでいる。

   Kyoto Art Center, the hub of arts and culture in Kyoto city, opened in 2000 in a renovated 
building that once was the Meirin primary school. Activities of the Art Center includes Artist 
in Studio, which offers studios for creation or research, along with production, presentation, 
and promotion of the contemporary arts of any genres. 
   The KAC Artist-in-Residence program has been accepting 50 groups of artists from 22 
countries since 2000. In addition to the open call programs, KAC conducts invitation AIR 
programs, co-produce projects, and others. 
   Kyoto Art Center is not only playing an active role in promoting cutting-edged arts but is 
also acting as a community based cultural organization that utilizes the network among the 
local community, universities, and other related cultural organizations.

　ドイツ連邦共和国の文化機関ゲーテ・インスティトゥートが運営する、ドイツの芸術家のためのアーティ

スト・イン・レジデンス。1963年、京都のゲーテ・インスティトゥート（京都ドイツ文化センター）開設。

1983年に鴨川沿いの現在地に移転した後も、様々なドイツの文化芸術関連の催しやドイツ語講座

などを開催している。改修工事を経て、2011年4月より、「ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川」として、

あらゆる芸術分野のドイツの芸術家を招聘し、日本に滞在しながら創作活動を行う機会を提供している。

招聘芸術家は、日本の文化シーンと直接交流を図る中、インスピレーションを得て新たなプロジェクトを

展開し、日本の文化機関や芸術家との持続可能な関係を築き深めることを目指す。

   Villa-Kamogawa is an Artist in Residence for German artists operated by Goethe-Institut, 
which is a cultural institution of the Federal Republic of Germany. Goethe-Institut in Kyoto, 
the former German Cultural Center in Kyoto, was opened in 1963 and relocated to the pres-
ent location on the bank of Kamogawa in 1983. The organization has been holding various 
events related to German arts and culture, along with German language courses. Since April 
2011, the refurbished Goethe-Institut Villa Kamogawa has been inviting German artists 
of every genre to offer them chances for production in Japan. Interacting directly with the 
Japanese cultural environment and inspired to start new projects, invited artists aim at con-
structing and deepening sustainable relations with Japanese artists and artistic institutions.
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6つのロフト付きの居住空間、多目的ホール、サロン

施設概要

6 fully equipped loft apartments, commual salon, 
multi-purpose hall

Outline of the Facility

居住スペース3室（相部屋利用で最大6－8名滞在可）。キッチン、浴室、
トイレは共用。アトリエはオープンスペースで、誰もが自由に見学できる。

施設概要

3 accommodations (capacity is up to 6-8 people), studios and 
exhibition space. A kitchen and a bathroom are shared. The 
studio spaces are open to visitors.

Outline of the Facility

公募にて募集（アンスティチュ・フランセのサイトから応募）

http:// ifprog.institutfrancais.com/fr/login

募集方法

Open call (Application form is available on the website; 
http://ifprog.institutfrancais.com/fr/login)

Application Procedure

随時募集。詳細はメールで問い合わせ

募集方法

Inquiry by E-mail

Application Procedure

1月（翌年度の滞在アーティストを募集）

募集時期

In January each year (for the following year)

Application Period 随時

募集時期

Ongoing applications

Application Period

ジャンルは問わず（2014年より工芸の分野も対象）

募集ジャンル

All artistic genres (In 2014 arts and craft became a subject for 
application)

Dicipline
特になし

募集ジャンル

Not specified

Dicipline

2ヶ月－6ヶ月

滞在期間

2 – 6 months

Residency Period

【AIRプログラム】1ヶ月－最大6ヶ月（1ヶ月単位）。【ショートステイ・
プログラム】1泊－最長1ヶ月（延長については応相談）

滞在期間

-AIR program- 1 to 6 months on a monthly basis
-Short Stay program- 1 day to maximum 1 month

Residency Period

約20名／年

募集人数

Approximately 20 Artists per year

Number of Positions

フランス国籍のアーティスト、それ以外の国籍の場合は5年以上フランス
に滞在し、活動していること。「ヴィラ九条山・デュオ」のレジデンス・
プログラムは、フランス人アーティストと日本人アーティストが二人一組
で協同プロジェクトを企画すること。

応募資格

Artists holding French nationality or professionally active in 
France for the last five years or more. The “Kujoyama duo” 
program concerns collaborative projects conducted together by 
one French and one Japanese artist.

Eligibilities

特になし

応募資格 Eligibilities

【AIRプログラム】アトリエ使用の場合：23万円／アトリエを使わない場合：
18万円（1ヶ月）※光熱費、展覧会場使用料・宣伝広告費等を含む。
渡航費用を含め利用料金・滞在費用に関する支援はなし
【ショートステイ・プログラム】1室一泊5,000円、相部屋で利用の場合

1室料金+1名増える毎に2,000円（最大3名まで可）
※京都市内で展覧会・公演等を開催する場合、会期中に限り特割有

利用料金

-AIR program- 230,000 JPY(use of a studio for one month) / not 
using a studio 180,000 JPY *The fees includes utilities, exhibition 
costs, and publicity costs.
- Short Stay program- 5,000 JPY per night / if more than one 
person is staying 5,000 JPY + 2,000 yen (for each additional 
person / maximum 3 people can share one room.)

Fee

渡航費、滞在費

支援内容

Monthly grant, travel expenses and accommodations

Support for Artists

希望者には、伝統工芸や伝統芸能の体験や見学、農業体験等のコーディ
ネートを行う。また、ワークショップや地域イベントの実施、併設ギャラリー
で成果発表のほか、他のギャラリー等における展示の提案も可

支援内容

Activities and events such as a visiting tour for the traditional 
performing theater, a traditional craft workshop, agriculture 
tourism and other various local events wil l be arranged on 
request. Artists can use the gallery space for their presentation 
such as a workshop, a community event, and an exhibition.

Support for Artists

ヴィラ九条山
〒607-8492 京都市山科区日ノ岡夷谷町17-22
TEL: 075-761-7940
WEB: www.villakujoyama.jp

連絡先

Villa Kujoyama
17-22 Ebisudani-cho, Hinooka, Yamashina-ku, Kyoto
607-8492 Japan
WEB: www.villakujoyama.jp

Contact Address

Art Space 寄す処
〒600-8456 京都市下京区東中筋通五条下る天使突抜3-454
TEL：075-201-1047  E-mail: yosuga.kyoto@gmail.com
WEB: http://air-yosuga.jp/

連絡先

Art Space Yosuga
3-454 Tenshi-tsukinuke, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8456 Japan
TEL: +81-75-201-1047   E-mail: yosuga.kyoto@gmail.com
WEB: http://air-yosuga.jp/

Contact Address
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　アンスティチュ・フランセが実施するアーティスト・イン・レジデンス施設。ローマのヴィラ・メディチを

モデルに、芸術家、工芸アーティストなどのあらゆる分野のクリエーターが、2－6ヶ月にわたって日本に

滞在するための施設として、1992年に「関西日仏交流会館 ヴィラ九条山」として開館。改修工事を

経て、「ヴィラ九条山」の名称で2014年秋リニューアルオープン。

   Villa Kujoyama is an Artist in Residence institution, directed by Institut français. Its residency 
program is modeled on Villa Medici’s in Roma. Villa Kujoyama welcomes about 20 artists in 
residence every year for periods of two to six months. The artists come from many different 
fields, from contemporary art to traditional arts and crafts. The institution was opened in 
1992 as the Institut franco-japonais du Kansai, and reopened after renovation works in the 
autumn of 2014 as Villa Kujoyama. 

　京町家を利用したアーティスト・イン・レジデンスを主たる事業とする非営利施設。京町家にレジデ

ンスとアトリエ、ギャラリーを併設しており、国内外のアーティストや芸術研究者が一定期間滞在しながら

制作・研究をし、その成果を展示発表する場所と時間を提供している。リサーチ活動を支援するため、

制作なし滞在（ショートステイ・プログラム）の受け入れも行っている。

　寄す処では人と人の関わりを大切にしており、アーティストと地域住民、地元アーティストとの交流

のため施設内にCafé-barを併設し、アートに限らずさまざまなイベントを開催するなど地域に根付いた

独自の活動を行っている。

   Art Space Yosuga is a non-profit organization that uses a renovated Kyo-machiya, (old 
Japanese Housing) whose main purpose is to offer an Artist in Residence program. The Art 
Space features both a residence and a gallery space where artists and researchers can stay 
and work on their creative activities and research projects, and also exhibit their achieve-
ments of the projects. In order to support research activities, Yosuga also offers short-stay 
program for research (non-creation) projects. To place a great deal of importance on personal 
relationships, Yosuga sets up a café-bar space and provides unique events, not only for art 
events, but also other activities in order to contribute to the local community.
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　山懐庵 PROJECT Artist in residenceとして、2012年よりスタートした作家が主導するマイクロ・

レジデンスのひとつ。招聘プログラムと公募プログラムを不定期で実施している。

　1週間の公開制作と1週間の展覧会で構成されるプログラムで、滞在期間はアーティストの希望に

よって調整可能。自然豊かな京都の北部で、ゆったりと制作に取り組むことができる。

   Sankaikan PROJECT Artist in Residence is a micro residence program initiated in 2012 by 
artists. Invitation programs and open recruitment programs are conducted on an irregular 
basis. The programs consist of one week of open studio production and one week exhibition. 
The duration of residency can be arranged according to the artists’ requests.

居住スペース、共有キッチン、制作スペース、庭 等

施設概要

Accommodations with shared kitchen, Production space,
Garden etc.

Outline of the Facility

美術全般

募集ジャンル

Visual Arts

Dicipline

基本2週間（公開制作と展覧会） ※応相談

滞在期間

2 weeks basis (Production and exhibition)
*Duration is subject to negotiation.

Residency Period

プロジェクトごとに1－2名

募集人数

1 to 2 artists per project

Number of Positions

2名／年

募集人数

2 artists per year

Number of Positions

年齢不問

応募資格

Not specified *No age limitation.

Eligibilities

滞在場所の提供（ただし、別途1,000円程度／日の食費が必要）
※交通費・材料費・謝礼等の支援なし。作品制作に必要な材料費等
　も参加者負担

支援内容

Accommodation (apx.1,000yen per day for food as needed).
No support for traveling expenses, production fee, and living 
expenses.

Support for Artists

山懐庵
〒601-0406 京都市右京区京北宮町下田野1
TEL: 075-856-0611
E-mail: kyoto.sankaian@gmail.com
WEB: http://sankaiankyoto.wix.com/sankaiankyoto

連絡先

Sankaian
1 Shimotano, Keihokumiya-cho, Ukyo-ku, Kyoto 601-0406 Japan
TEL: +81-75-856-0611
E-mail: kyoto.sankaian@gmail.com
WEB: http://sankaiankyoto.wix.com/sankaiankyoto

Contact Address

山懐庵PROJECT Artist in residence

プログラム名

Sankaian PROJECT Artist-in-Residence

Program Name

　オランダ、アムステルダムを拠点とする日本カルチャーセンター・アムステルダムは、公益財団法人

京都市景観・まちづくりセンター等との共催により、2011年からオランダと日本（京都）の交流を基盤に

したアーティスト・イン・レジデンスプログラム「京町家AIR」を実施している。

　「京町家AIR」は、オランダのアーティストに京都の伝統文化や生活文化を体験してもらう機会を提供し、

二国間の交流を促進、それを通じて「地域社会に何を提供できるのか」を実践することをテーマとし

ている。京町家に滞在し、地域の方々と交流しながらの生活を通して、相互的な発展を目指している。

   Based on an exchange between the Netherlands and Japan, The Kyoto Machiya AIR 
program launched in 2011. The program is run through a collaboration between the Japan 
Culture Center Amsterdam (Stichting’t Japans Cultureel Centrum) and the Kyoto Center 
for Community Collaboration. The program provides opportunities for Dutch artists to 
experience the traditional culture and lifestyle of Kyoto. Through the experience of living 
in Kyoto Machiya and deepening exchanges among local people, Kyoto Machiya AIR aims for 
mutual developments of the two countries and addresses the theme “What does the AIR 
exchange program contribute to the local community?”

公募にて募集（日本カルチャーセンター・アムステルダムのウェブサイト）

募集方法

Open call *Avalable on the website of the Japan Culture Center 
Ameterdam (Stichting ‘t japans Cultureel Centerum).

Application Procedure

不定期

募集時期

Not specified

Application Period

特になし

募集ジャンル

Not specified

Dicipline

最短30日－最長60日（開始時期は変動の可能性あり）

滞在期間

30 – 60 days

Residency Period

日本の文化や社会に対し、強い興味を持つ方

応募資格

Applicants who have strong interests in and understanding of 
Japanese culture and society.

Eligibilities

渡航費補助（但し、Tozai Travelでチケット購入する場合に限定）、
滞在場所（京町家）の紹介
※滞在に関わるすべての経費や海外障害保険加入等は、滞在者の
　自己負担

支援内容

Traveling expense support (only for purchase of an air ticket 
through Tozai Travel agency), Arrangement of accomodation.
Participants are responsible for all of their expenses during the 
residency periods and must purchase travel insurance.

Support for Artists

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1
TEL: 075-354-8701
WEB: www.japansecultuur.nl ／http://kmair.anewal.net/

連絡先

Kyoto Center for Community Collaboration
83-1 Umeminato-cho,Shimogyo-ku, Kyoto 600-8127 Japan
TEL: +81-75-354-8701
WEB: www.japansecultuur.nl  or  http://kmair.anewal.net/

Contact Address

共催: 日本カルチャーセンター・アムステルダム（Stichting’t Japans Cultureel Centrum）
 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
 特定非営利活動法人ANEWAL Gallery

後援: オランダ大使館、在大阪・神戸オランダ総領事館

Co-organized by Stichting’t Japans Cultureel Centrum, Kyoto Center for Com-
munity Collaboration, ANEWAL Gallery  Supported by the Embassy of the 
Kingdom of the Netherlands in Tokyo, Consulate General of the Kingdom of 
the Netherlands in Osaka / Kobe.
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　京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（アクア）は、教育・研究成果を広く市民へ公開する

こと、芸術文化創出の人材交流の場とすること、芸術資源の連携活用のサテライト機能を果たす

ことの3つを主な目的に、京都市立芸術大学によって2010年に開設された。学内だけでなく、広く

さまざまなネットワークと連携しながら、展覧会をはじめ、ワークショップ、講演、その他プロジェクト

などを積極的に実施している。

　また2013年から、国内外の第一線で活躍するアーティストを講師として招聘し、大学院生及び

若手芸術家と、一定期間コミュニケーションを取りながら課題をこなしていくワークショップ、レクチャー

を中心とした若手芸術家育成プログラムを実施している。

   Opened in 2010 to perform the following objectives: “to present the achievement of 
education and research to the general public”, “to create a place for interaction between 
human resources involved in the creation of art and culture”, and “to function as a satellite 
for cooperative activities based on artistic resources”. Collaborating with not only people 
inside the university but also with various networks outside, @KCUA actively conducts 
workshops, lectures, and other activities as well as exhibitions.

　JCDNは、ダンスの環境を創っていくとともに、日本における芸術のあり方を変革していく運動体（＝

アーツサービスオーガニゼーション）であり、社会とダンスを結ぶ接着材の機能となることを目指している。

　これまでもさまざまな国際的なプロジェクトを実施しており、2011年から開始した“JCDN国際ダンス・

イン・レジデンス・エクスチェンジ・プロジェクト”は、海外と日本のアーティスト・観客・舞台芸術全般

に対し、双方向への創造・発信を目的としている。海外からアーティストを招聘するだけではなく、

日本人アーティストが、相手国で滞在制作を行うことを視野に入れ、両国間でのエクスチェンジが

可能な環境をつくりだしていくことを目指している。国際的に活動するアーティストの活動支援、作品

創作のサポート、そして上演の機会といった制作する・発信する視点を持ち、双方の国・場所・人の

レジデンス・エクスチェンジ・プロジェクトとして実施する。

   Japan Contemporary Dance Network is an arts service organization aiming to create a suitable 
environment for dance as well as improve the status of the arts in current Japanese society. 
   JCDN has been conducting various international projects, and in 2011 JCDN launched 
a new project “JCDN International Dance in Residence Exchange Project”, aiming to 
promote interactive creation and dissemination for both artists and audience in the field 
of performing arts. This program is unique in that it not only invites foreign artists to 
Japan but also creates an environment in which artists can exchange ideas. Through these 
projects, JCDN is trying to create further exchange for performing artists to perform and 
present their works in the international art scene.

ジャパン・コンテンポラリーダンス・
ネットワーク ［JCDN］
〒600-8092 京都市下京区神明町241 
オパス四条503
WEB: http://www.jcdn.org/site0000/

連絡先

Japan Contemporary Dance 
Network [JCDN]

503 Opas Shijo, 241 Shinmei-cho, 
Shimogyo-ku, Kyoto 600-8092 Japan
WEB: http://www.jcdn.org/site0000/

Contact Address

東山アーティスツ・プレイスメント・サービス
［HAPS］
〒605-0841 京都市東山区大和大路通
五条上る山崎町339
TEL: 075-525-7525
E-mail: info@haps-koto.com
WEB: http://haps-kyoto.com/

連絡先

Higashiyama Artists Placement 
Service [HAPS]

339 Yamazaki-cho Higashiyama-ku, 
Kyoto 605-0841 Japan
TEL: +81-75-525-7525
E-mail: info@haps-koto.com
WEB: http://haps-kyoto.com/

Contact Address

　「若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり」を目的とし活動を行う非営利組織。一時的なレジ

デンス・プログラムの実施ではなく、空き家や空きスタジオの情報提供やマッチング等を通して、若手

芸術家の京都への居住を促進するための活動を行う。また、京都市を拠点として活動する芸術家を

対象に、制作・発表を包括的に支援しており、国内外の芸術機関とのネットワークを活かし、レジデンス

情報や制作場所の提供、相談窓口を開設している。他にも、国際的に活躍するキュレーターを京都

に招聘し、スタジオ・ビジットやトーク等を開催し、若手芸術家の活動の場を広げる取り組みを行う。

   HAPS is a non-profit organization with the objective of “creating a place for young and 
emerging artists in Kyoto to live, produce, and present their works.” Rather than offering 
a temporary Artist in Residence program, HAPS actively promotes inhabitancy of young 
artists in Kyoto by providing information about housing and studio spaces suitable for 
artists, and coordinates the demand of artists and local community. Besides these activities, 
HAPS comprehensively supports artists’ creation and presentation activities by providing 
studio and exhibit spaces for artists, spreading information about Artist in Residence 
programs, as well as giving necessary consultation to the artists.   
   By utilizing their domestic and international networks, HAPS invites internationally 
active curators to Kyoto to have lectures and tour studios in order to promote artists’ 
works to the international art scene.
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京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA
〒604-0052 京都市中京区
押油小路町238-1
TEL: 075-253-1509  
E-mail: gallery@kcua.ac.jp
WEB: http://gallery.kcua.ac.jp

連絡先

Kyoto City University of Arts 
ART GALLERY @KCUA
238-1 Oshiaburanokoji-cho, 
Nakagyo-ku, Kyoto 604-0052 Japan
TEL: +81-75-253-1509  
E-mail: gallery@kcua.ac.jp
WEB: http://gallery.kcua.ac.jp

Contact Address
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ホール、スタジオ：6室、レジデンスルーム：7室（和室3、洋室4 ／最大
22名宿泊可能）、キッチン、ダイニングなど

施設概要

Main hall, 6 studios, 7 accommodations (3 Japanese style, 4 
western style rooms, accommodation capacity is maximum 22 
persons). A kitchen, a dining room.

Outline of the Facility

公募にて募集 ※メールにて必要書類を送付

募集方法

Open call (by sending an application form by e-mail)

Application Procedure招聘は公募にて募集（その他有償プログラム有）

募集方法

Open call application for invitation program

Application Procedure

春頃（翌年度の滞在アーティストを募集）

募集時期

In spring each year (for the following year)

Application Period不定期

募集時期

Not specified

Application Period

パフォーミング・アーツ

募集ジャンル

Performing Arts

Dicipline

最短3日－最長3ヶ月

滞在期間

3 days to 3 months

Residency Period

不定（毎年度15組程度）

募集人数

Not fixed (approximately 15 artists or groups per year)

Number of Positions

日本語ないし英語でコミュニケーションが可能なこと

応募資格

Artists who are able to communicate in Japanese or English.

Eligibilities

ホール、スタジオなどの施設使用料、レジデンスルームの使用料
※アートセンターまでの交通費、作品制作にかかる経費、生活費などは
　応募者負担

支援内容

Use of the hall, studios, and accommodations. Artists should 
bear other expenses including travel and living expenses, and 
production costs.

Support for Artists

城崎国際アートセンター
〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島1062
TEL: 0796-32-3888（受付: 9－17時、火休）

E-mail: info@kiac.jp
WEB: http://kiac.jp

連絡先

Kinosaki International Arts Center
1062 Yushima Kinosaki-cho, Toyooka City, Hyogo 669-6101, Japan
TEL: +81-796-32-3888
E-mail: info@kiac.jp
WEB: http://kiac.jp

Contact Address

　城崎国際アートセンターは、兵庫県北部の温泉街に位置する舞台芸術を中心としたアーティスト・

イン・レジデンスの拠点です。ホール、スタジオ、レジデンスで構成され、舞台芸術の発表の場として

だけでなく、アーティストが城崎のまちに暮らすように長期滞在できるアートの拠点として、2014年4月

にオープンしました。

　日本屈指の温泉のまちとしておもてなしの精神にあふれた城崎のまちでは、古くから特に文筆家や

芸術家を多数迎え入れて歓待し、世に送り出してきました。日本の文化と風情あふれるまちの雰囲気

を未来に伝えるため、アーティストやカンパニーを招き、年間を通してアーティスト・イン・レジデンスの

プログラムを行っています。

   Kinosaki International Arts Center (KIAC) is an Artist in Residence center focused on the 
field of performing arts. The center has a main hall, studios, and accommodations. The Center 
opened in April 2014 in order to offer the ideal place for artists to not only present their 
performances but who are also experiencing local life in Kinosaki town. 
   KIAC is situated in Kinosaki, one of the main hot spring towns in Japan. Historically, Kino-
saki has hosted and celebrated writers and artists, and many works have been put out into the 
world. The Center offers AIR programs in order to carry over the traditions of Japanese culture 
and to preserve the elegant atmosphere of Kinosaki town for the future. KIAC runs an Artist in 
Residence program throughout the year by inviting artists and performing arts companies.

城
崎
国
際
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー

K
in

o
saki In

tern
atio

n
al 

A
rts C

en
ter

　アーティスト・アートディレクター・デザイナー・フォトグラファーなどクリエイターで組織されたNPOが

運営する。「外に出るギャラリー」をコンセプトに廃屋から重要文化財まで都市のさまざまな場所において

アート・デザインを活用した地域の活性化を図るプロジェクトを企画・実施している。また自ら設計改修を

行った築130年の京町家においてギャラリーを運営。

   The ANEWAL Gallery is a non-profit arts organization organized by creative peers such as 
artists, art directors, designers, and photographers. The NPO runs an art gallery out of the 
renovated 130 year old Kyomachiya house (traditional Japanese housing). 
   With its concept of “stepping out into the streets”, the Gallery plans and carries out arts 
and design projects in various venues of Kyoto city, such as a desolate old house and important 
cultural properties in order to revitalize the local community. 

伝統的な京町家を活用した宿泊スペースと展示スペースがある。
お風呂は専有、トイレと台所は事務所と共用

施設概要

Accommodations and exhibition spaces renovated from a tradi-
tional Japanese house. A bathroom and a kitchen are shared.

Outline of the Facility

特に制限はしないがスタジオスペースがない為、制作可能と判断
出来るもの

募集ジャンル

Not specified; however, it depends on the project whether it is 
possible to carry out the production in our limited spaces.

Dicipline

最長 3ヶ月

滞在期間

Maximum 3 month

Residency Period

１－2名／年

募集人数

1 to 2 indivisuals / per year for invitation program

Number of Positions

日本・京都の文化に興味があり、自立的に活動出来るアーティスト、
研究者。日本語もしくは英語でコミュニケーションできる方

応募資格

Artists and researchers who are interested in Japanese and 
Kyoto culture and carry out projects on their own. Artists who 
are able to communicate in English or Japanese.

Eligibilities

招聘プログラムは滞在場所・発表会場提供、調査制作の為の情報
提供などのサポート、広報協力（渡航費、制作費支援なし）

支援内容

Accommodations, space for presentation will be offered. There 
is also support for research, information and publicity. (No 
financial support for travel expenses and production costs.) 

Support for Artists

特定非営利活動法人 ANEWAL Gallery
〒602-0059 京都市上京区実相院町156
TEL: 075-431-6469
E-mail: contact@anewal.net
WEB: http://gallery.anewal.net/

連絡先

NPO ANEWAL Gallery
156 Jissouinncho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0059 Japan
TEL: +81-75-431-6469
E-mail: contact@anewal.net
WEB: http://gallery.anewal.net/

Contact Address
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L

公募にて募集（年度によって公募を行わない年もある）

募集方法

Open call (an annual call, however there may be a year in which 
an open call is not organized).

Application Procedure

6月

募集時期

June (for the following year)

Application Period

　DANCE BOXは、ダンス芸術の「自己表現の力」、「コミュニケーションを創る力」、「国際性」を

現代社会に活かし、市民がより豊かな生活を享受できる環境をつくること、またダンスを通じて豊かな

感性を持つ子供の育成、および人と自然が共生できる文化的なまちづくりの推進を図ることを目的と

している。

   NPO Dance Box aims to create a rich cultural life environment by utilizing “the power of 
self expression”, “ability to communicate”, and “international exchange” of which the art of 
dance would generate.  Besides these purposes, Dance Box also maintains the objective to 
foster the growth of children’s creativity and sensitivity, and encouraging the community to 
become a culturally rich and healthy living environment. 

神戸／新長田に位置する約100席の小劇場空間〈ArtTheater dB
神戸〉、ダンス・スタジオ〈Studio dB KOBE〉、さらに地域の公民館
といった様々なスペースとを連携して実施する。

施設概要

Dance Box is located in Kobe / Shinnagata area, and consists of 
two facilities: Art Theater dB Kobe (a mini-theater space) with 
100 seats and a dance studio, called Studio dB KOBE. The pro-
gram also provides several venues such as a local community hall 
and other spaces with the cooperation of local the community.

Outline of the Facility

舞台芸術（おもにダンス）

募集ジャンル

Performing Arts (principally dance)

Dicipline

最長80日間

滞在期間

Maximum 80 days

Residency Period

不定（年間１－3名）

募集人数

1 to 3 indivisuals per year

Number of Positions

ダンスまたは身体表現活動に従事しているアーティストやスタッフ、
研究者

応募資格

Dancers, artists, technical / administration staff, and researchers 
whose artistic specialization is related to dance or physical 
expression.

Eligibilities

渡航費、滞在費、制作費、制作場所、発表場所、広報協力、プログラム・
コーディネーターによるサポート

支援内容

A grant for travel expenses, accommodations, and production 
costs, space for creation and presentation, publicity and man-
agement support for a project. 

Support for Artists

NPO法人DANCE BOX
〒653-0041 神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館4階

TEL: 078-646-7044
E-mail: info@db-dancebox.org
WEB: http://www.db-dancebox.org/

連絡先

NPO DANCE BOX
AstaKunizuka#4 4F 6-1-1 Kubocho Nagata-ku, Kobe City 
653-0041 Japan
TEL: +81-78-646-7044   E-mail: info@db-dancebox.org
WEB: http://www.db-dancebox.org/

Contact Address
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滞在作家用の宿泊施設あり。研修棟には作業室のほかに乾燥室、
石膏室、施釉室を設置している。焼成に使用する窯はガス窯、電気窯、
薪窯を設置している。また、園内には陶芸館、産業展示館を併設する。

施設概要

A building for accommodations and a building for pottery work-
shops including: a drying room, plaster workshop, and glaze 
room. They have gas, electric, and wood kilns in the facility. In 
addition, there is a museum of ceramic and ceramic industrial 
works that are featured in the park. 

Outline of the Facility

公募にて募集

募集方法

Open call and Invitation

Application Procedure

ゲスト・アーティスト：11月締切
スタジオ・アーティスト：11月締切
※詳細はウェブサイトを参照

募集時期

Invitation Program (for guest artists): due by November
Open Call Program (for studio artists): due by November
*Details are on website.

Application Period

陶芸

募集ジャンル

Ceramic 

Dicipline

1ヶ月－1年

滞在期間

1 month to 1 year

Residency Period

30名

募集人数

30 artists per year

Number of Positions

20歳以上

応募資格

Age 20 years old or over

Eligibilities

スタッフによる制作補助。ゲスト・アーティストについては謝金、制作費
渡航費を補助

支援内容

Assistance for production. Production fees, airfare, and other 
fees will be provided for guest artists.

Support for Artists

滋賀県立陶芸の森 創作研修課
〒529-1804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7
TEL: 0748-83-0909
WEB: http://www.sccp.jp/

連絡先

The Shigaraki Ceramic Cultural Park
2188-7 Shigarakicho-Chokushi, Koka City, Shiga 529-1804 Japan 
TEL: +81-748-83-0909
WEB: http://www.sccp.jp/e/

Contact Address

　滋賀県立陶芸の森では、1992年の開館以来世界各国から陶芸家を受け入れ、これまでに49の国

と地域、延べ1000人の作家が信楽の地で作品を制作した。

　滞在作家は一般公募のスタジオ・アーティストと、陶芸の森が招聘するゲスト・アーティストの2つの

受け入れ方法があり、ゲスト・アーティストの一部にも公募制を取り入れている。常時10人前後の

陶芸家が制作し、作風や国籍などの異なる方々との交流を深めることで、刺激的な制作環境をつくって

いくことを期待している。

   The Shigaraki Ceramic Cultural Park has been accepting many ceramic artists from all 
over the world since its open in 1992. A total number of 1000 ceramic artists from 49 countries 
and regions stayed and worked in Shigaraki. The SCCP offers two AIR programs for ceramic 
artists: one is a general open call program and the other is an invitation program for guest 
artists. There are always approximately 10 ceramic artists staying and working together in 
the SCCP. By encouraging the exchanges among the resident artists who have different 
nationalities and backgrounds, the AIR program aims to create an inspirational work envi-
ronment for artists.
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Baexong Arts Kyoto

京都御苑
Kyoto Gyoen National garden

二条城
Nijojo Castle

京都御所
Kyoto Imperial 

Palace

同志社大学
Doshisha Univ.

相国寺
Shokokuji

下鴨神社
Shimogamo-jinja

京都造形芸術大学
Kyoto University 
of Art and Design

京都大学
Kyoto Univ.

京都大学
Kyoto Univ.

アンスティチュ・フランセ関西
Institut français du Kansai

吉田山
Yoshida-yama

吉田神社
Yoshida-jinja

金戒光明寺
Konkai-komyoji

南禅寺
Nanzenji

知恩院
Chion-in

円山公園
Maruyama Park

八坂神社
Yasaka-jinja

高台寺
Kodaiji

清水寺
Kiyomizu-dera

建仁寺
Kenninji

南座
Minamiza
Kabuki Theater

六波羅蜜寺
Rokuharamitsuji

豊国神社
Hokoku-jinja

京都国立博物館
Kyoto National Museum

涉成園
Shoei-en

佛光寺
Bukkoji

京都文化博物館
The Museum of Kyoto

大江能楽堂
Oe Noh Theater

京都市役所
Kyoto City Hall

東本願寺
Higashi-Honganji

西本願寺
Nishi-Honganji

梅小路公園
Umekoji Park

京都タワー
Kyoto  Tower

三十三間堂
Sanjusangen-do

平安神宮
Heian-jingu

京都国立
近代美術館

The National Museum of
Modern Art, Kyoto

京都市美術館
Kyoto Municipal
Museum of Art

京都市動物園
Kyoto City Zoo

国際交流基金京都支部
Japan Foundation Kyoto Office

京都市国際交流会館
Kyoto International Community House

京都観世会館
Kyoto Kanze Nohplay Theater

ロームシアター京都
ROHM Theatre Kyoto

京都大学
Kyoto Univ.京都大学

Kyoto Univ.

京都大学付属病院
Kyoto Univ. Hospital

同志社女子大学
Doshisha Women’s 
College of Liberal Arts

京都迎賓館
Kyoto State
Guest House

京都府立文化芸術会館
Kyoto Prefectural

center for Arts&Culture

京都府立
府民ホール ALTI

Kyoto Prefectural 

Citizens’ Hall ALTI

金剛能楽堂
Kongo Noh Theater
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鞍馬口通  Kuramaguchi-st. 

上御霊前通  Kamigoryomae-st.

寺之内通  Teranouchi-st.

上立売通  Kamitachiuri-st.

御蔭通   Mikage-st. 

東鞍馬口通  Higashikuramaguchi-st. 

百万遍
Hyakumanben

一条通  Ichijo-st.

中立売通  Nakadachiuri-st.

上長者町通  Kamichojyamachi-st.

下長者町通  Shimochojyamachi-st.

出水通  Demizu-st.

下立売通  Shimotachiuri-st. 

椹木町通  Sawaragicho-st. 

今出川通  Imadegawa-st. 

今出川通  Imadegawa-st. 

丸太町通  Marutamachi-st. 丸太町通  Marutamachi-st. 

竹屋町通  Takeyamachi-st. 

夷川通  Ebisugawa-st. 

二条通  Nijo-st. 二条通  Nijo-st. 

押小路通  Oshikoji-st. 

御池通  Oike-st. 

姉小路通  Aneyakoji-st. 

三条通  Sanjo-st. 

三条通  Sanjo-st. 

六角通  Rokkaku-st. 

蛸薬師通  Takoyakushi-st. 

錦小路通  Nishikikoji-st. 

四条通  Shijo-st. 
四条通  Shijo-st. 

綾小路通  Ayanokoji-st. 

仏光寺通  Bukkoji-st. 

高辻通  Takatsuji-st. 

八坂通  Yasaka-st. 松原通  Matsubara-st. 

万寿寺通  Manjuji-st. 

五条通  Gojo-st. 

五条通  Gojo-st. 

花屋町通  Hanayacho-st. 

七条通  Shichijo-st. 

塩小路通  Shiokoji-st. 

八条通  Hachijo-st. 

六条通  Rokujo-st. 

紫明通
  Shimei-st. 
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京都駅  Kyoto sta.

茶山
Chayama sta.

元田中
Mototanaka sta.叡山電
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出町柳
Demachiyanagi sta.

出町柳
Demachiyanagi sta.

神宮丸太町
Jingu-Marutamachi sta.

地下鉄東西線
Subway Tozai Line

阪急電車 京都線
Hankyu Railway Kyoto Line

JR東海道本
線  JR Tokaido Line

JR東海道新幹線  JR Tokaido Shinkansen 

JR奈
良
線

  JR Nara Line

三条
Sanjo sta.

三条京阪
Sanjo-Keihan sta.

蹴上
Keage sta.

東山
Higashiyama sta.

祇園四条
Gion-Shijo sta.

清水五条
Kiyomizu-Gojo sta.

七条
Shichijo sta.

近鉄京都線
Kintetsu Railway Kyoto Line

五条
Gojo sta.

四条 Shijo sta.烏丸
Karasuma sta.

大宮
Omiya sta.

河原町
Kawaramachi sta.

四条大宮
Shijoomiya sta.

京福電気鉄道
keifuku electric railroad

烏丸御池
Karasuma-Oike sta.

京都市役所前
Kyoto-shiyakusho-mae sta.

二条城前
Nijojomae sta.

丸太町
Marutamachi sta.

鞍馬口
Kuramaguchi

今出川
Imadegawa sta.
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〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
TEL: 075-213-1000   E-mail: info@kac.or.jp
WEB: http://www.kac.or.jp

京都芸術センター

546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8156 Japan
TEL: +81-75-213-1000   E-mail: info@kac.or.jp
WEB: http://www.kac.or.jp/

Kyoto Art Center

A

〒607-8492 京都市山科区日ノ岡夷谷町17-22
TEL: 075-761-7940   WEB: www.villakujoyama.jp

ヴィラ九条山

17-22 Ebisudani-cho, Hinooka, Yamashina-ku, Kyoto
607-8492 Japan   WEB: www.villakujoyama.jp

Villa Kujoyama

C

〒600-8456 京都市下京区東中筋通五条下る天使突抜3-454
TEL: 075-201-1047   E-mail: yosuga.kyoto@gmail.com
WEB: http://air-yosuga.jp/

Art Space 寄す処

3-454 Tenshi-tsukinuke, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8456 Japan
TEL: +81-75-746-4877   E-mail: yosuga.kyoto@gmail.com
WEB: http://air-yosuga.jp/

Art Space Yosuga

D

〒601-0406 京都市右京区京北宮町下田野1
TEL: 075-856-0611   E-mail: kyoto.sankaian@gmail.com
WEB: http://sankaiankyoto.wix.com/sankaiankyoto

山懐庵

1 Shimotano, Keihokumiya-cho, Ukyo-ku, Kyoto 601-0406 Japan
TEL: +81-75-856-0611   E-mail: kyoto.sankaian@gmail.com
WEB: http://sankaiankyoto.wix.com/sankaiankyoto

Sankaian

E

〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1
TEL: 075-354-8701
WEB: www.japansecultuur.nl／http://kmair.anewal.net/

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター

83-1 Umeminato-cho,Shimogyo-ku, Kyoto 600-8127 Japan
TEL: +81-75-354-8701
WEB: www.japansecultuur.nl  or  http://kmair.anewal.net/

Kyoto Center for Community Collaboration

F

〒604-0052 京都市中京区押油小路町238-1
TEL: 075-253-1509   E-mail: gallery@kcua.ac.jp
WEB: http://gallery.kcua.ac.jp

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

238-1 Oshiaburanokoji-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-0052 Japan
TEL: +81-75-253-1509   E-mail: gallery@kcua.ac.jp
WEB: http://gallery.kcua.ac.jp

Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA

G

〒605-0841 京都市東山区大和大路通五条上る山崎町339
TEL: 075-525-7525   E-mail: info@haps-koto.com
WEB: http://haps-kyoto.com/

東山アーティスツ・プレイスメント・サービス［HAPS］

339 Yamazaki-cho, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0841 Japan
TEL: +81-75-525-7525   E-mail: info@haps-koto.com
WEB: http://haps-kyoto.com/

Higashiyama Artists Placement Service [HAPS]

I

〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島1062
TEL: 0796-32-3888   E-mail: info@kiac.jp
WEB: http://kiac.jp

城崎国際アートセンター

1062 Yushima Kinosaki-cho, Toyooka City Hyogo 669-6101, Japan
TEL: +81-796-32-3888   E-mail: info@kiac.jp
WEB: http://kiac.jp

Kinosaki International Arts Center

K

J
〒602-0059 京都市上京区実相院町156
TEL: 075-431-6469   E-mail: contact@anewal.net
WEB: http://gallery.anewal.net/

特定非営利活動法人 ANEWAL Gallery

156 Jissouinn-cho, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0059 Japan
TEL: +81-75-431-6469   E-mail: contact@anewal.net
WEB: http://gallery.anewal.net/

NPO ANEWAL Gallery

M 〒529-1804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188-7
TEL: 0748-83-0909   WEB: http://www.sccp.jp/

滋賀県立陶芸の森

2188-7 Shigarakicho-Chokushi, Koka City, Shiga 529-1804 Japan 
TEL: +81-748-83-0909   WEB: http://www.sccp.jp/e/

The Shigaraki Ceramic Cultural Park

〒653-0041 神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館4階
TEL: 078-646-7044
E-mail: info@db-dancebox.org
WEB: http://www.db-dancebox.org/

NPO法人 DANCE BOX

AstaKunizuka#4 4F 6-1-1 Kubo-cho, Nagata-ku, Kobe City 
653-0041 Japan
TEL: +81-78-646-7044   E-mail: info@db-dancebox.org
WEB: http://www.db-dancebox.org/

NPO DANCE BOX

L

〒601-8026 京都市南区東九条中札辻町27-3
TEL: 050-5857-8454   WEB：http://baexong.net/

ベクソン・アーツ京都

27-3 Nakafudatsuji-cho, Minami-ku, Kyoto 601-8026 Japan   
TEL: +81-50-5857-8454   WEB: http://baexong.net/

Baexong Arts Kyoto

〒600-8092 京都市下京区神明町241 オパス四条503
WEB: http: / /www.jcdn.org/site0 0 0 0/

ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク ［JCDN］

503 Opas Shijo, 241 Shinmei-cho, Shimogyo-ku, Kyoto 
600-8092 Japan   WEB: http://www.jcdn.org/site0000/

Japan Contemporary Dance Network [JCDN]

H

〒606-8305 京都市左京区吉田河原町19-3
TEL: 075-761-2188
E-mail: infokyoto@villa-kamogawa.goethe.org
WEB: http://www.goethe.de/villa-kamogawa

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

19-3 Yoshida, Kawahara-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8305 Japan
TEL: +81-75-761-2188
E-mail: infokyoto@villa-kamogawa.goethe.org
WEB: http://www.goethe.de/villa-kamogawa

Goethe-Institut Villa Kamogawa
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人が集まれる建物を探していたら今の
町家がみつかって、あ、これじゃんって

̶まずはみなさんがA I Rに携わるように

なったきっかけをお伺いしたいです。

小寺_私は大学で幼児教育を専攻した後、建

築の勉強の為にフランスに行きました。語学学

校とインテリア学校で計4年間フランスに滞在

したあと、父の建築事務所でアルバイトをしな

がら時々フランス語の簡単な通訳などをして

いた時に、大阪のアリアンス【註1】の人からヴィラ

九条山の募集がでてるよって教えてもらったん

です。アーティストのサポートってあったので、

アーティストの通訳もしてるしっていうくらいの

気持ちで受けました。だから私はアーティスト・イン・

レジデンスどころか自分が働くところも知らずに

入ったって感じかな。

　フランスに行ったことで逆に日本を発見する、

というのがいまだに仕事でも続いています。ヴィラ

九条山に来るアーティストはみんな日本のことを

私よりもよく知っているので、その度に調べて勉強

になります。最初はフランス人から「グタイ（具体）」っ

て言われてもフランス語か日本語か分からなかっ

た（笑）。この仕事を始めて勉強のために歌舞伎

や能、文楽を改めて見たりもしました。相撲も何度

も予約を頼まれるけど見たことがないなと思って

いて、そっか一緒に見に行けばいいんだって。

それからは相撲は毎年見に行っています。

一同_へー（驚）。

飯高_私は建築出身で、設計事務所に勤めて

いたんですがやめてフリーになって、自分が住む

ところと事務所、人が集まれる建物を探してい

たら今の町家がみつかって、あ、これじゃんって

思いました。その時からここでAIRしたら楽しい

んじゃないかって思ってました。

小寺_私が飯高さんと知り合った2年前はまだ

レジデンスじゃなく展示するだけのスペースでし

たよね。それが今は滞在できるようになってて、

ちゃんと実現してる、って。

飯高_大学時代の設計課題でレジデンス機能

を持った建築を考える機会があったんです。町家

に出会った時に、これはぴったりだと思いました。

京都の文化的な入れ物、ハコとしてすでに町家

があった。もうこれしかないって。それから10年

くらいたちます。

̶レジデンスをはじめたっていう一言に10年

が詰まっていたんですね。沼沢さんは思い

立ってから実現するまでにどれくらいか

かったんですか？

沼沢_2年くらいですね。

一同_早い（笑）。

沼沢_福島県出身で、茨城県で警察官をして

いて、京都に来たのは偶然です。僕は全くアート

からは遠くて、高校生の頃に絵を描いていたく

らい。30年近くアートには関わらずにきましたが、

震災を経験して改めて芸術に関わりたいと思い

ました。警察って人の役に立つ仕事だから、その

延長線上で、芸術で誰かの役に立ちたいなって。

自分が高校生の時にあったらいいなと思ってい

たもの、滞在しながら絵が描けて、発表もできる、

そんな施設があったらなと思ってネットで探した

らあった（笑）。

小寺_イメージが先にちゃんとあるのってすごい

ですね。

̶ユミソンさんのところはどうですか？

ユミソン_私はアーティストなので今までAIR

に参加する側でした。一方、過去に福島の芸術祭

と、今は宮城にある「風の沢ミュージアム」の

ディレクターでもあります。この美術館はAIRと

はうたっていませんが、里山の中にある施設な

ので、アーティストや私自身もそこに行くと施設

で滞在や制作をします。東北ばかりで、京都は

今まで縁がなかったのですが、亀岡市の出身の

夫がいつか関西に帰りたいというので、スマホ

で検索したら格安の町家が見つかったのでその

場でポチっとしました（笑）。勢いで購入したも

のの、私も夫も関東や東北に仕事があるので、

移り住むのはまだ先になりそう。さて、家をどう

しようかと思っていたんです。それで一緒に仕事

をしたいと思っていたアーティストのイシャイの

作品を紹介することにしました。アーティストと

いう仕事にお金を払うのは当然だとは考えてい

ますが、私の予算も少なく、今回は作品の輸送

費と渡航費はベルリン文化庁から、講演会は

イスラエル大使館から支援してもらい、少しの

日当は私が支払って運営しています。

小寺_きちんとマネジメントされてるんですね。

ユミソン_アーティストとしての私がしてほしい

ことを中心に運営しています。

̶ヴィラ九条山は支援が手厚くてに競争

率が高いと思いますが、選考の段階で

小寺さんは関わらないのですか？

小寺_資料を見て欲しいと言われたこともあり

アーティスト・イン・レジデンス座談会

京都でアーティスト・イン・レジデンスに携わるみなさんに、AIRに関わるきっかけ、

仕事のおもしろさなどをお話いただきました。

飯高克昌（特定非営利活動法人ANEWAL Gallery代表理事） P.11

小寺雅子（ヴィラ九条山 文化アシスタント） P.5

沼沢忠吉（Art Space 寄す処 代表） P.6

ユミソン（ベクソン・アーツ京都 代表）

参加者

勝冶真美（京都芸術センター プログラムディレクター） P.3

進行
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ますが、逆に私は見たくなくて。プロジェクトが

できるかできないかの判断を事前にしたくない

ので。これまでの経験からも、無理だと思えても

できたこともあるし、簡単にできるかなと思って

いたことができなかったり、ということがあるの

で選ぶ段階では入りたくないですね。来日した

アーティストに対して一生懸命に付き合いたい。

作品はみれないけどアーティストが
みれるのがおもしろい

沼沢_寄す処は今、制作よりもリサーチのため

の短期滞在が中心になっています。アーティスト

にとっては、観光も含め生きていることのすべて

がリサーチですから。

小寺_ヴィラ九条山も、何かをしなければなら

ないというのはありません。日本に滞在するだけ

で色んなことに影響を受けて、後々それが作品

に表れてくることが結果として成果になるので。

だからといって何もしないのは困るので、なぜ日本

に滞在しなければならないのかを選考基準に

しています。

沼沢_作品しか見れないんじゃなくて、逆に作品

は見ることができないけどアーティストに関われ

るっていうのがAIRのおもしろいところかな。

小寺_いくらコーディネートしても、私たちには

分からないところで彼らの経験になったりして

いますよね。

飯高_何が彼らの経験になるか分からないって

いうのすごくよく分かります。いつも頭に浮かぶ

のは「犬も歩けば棒にあたる」。アレンジすること

もありますが、アーティストが自分で色々引き込ん

できますよね。

ユミソン_海外の例で言えば、NYのPS1【註2】

などは、滞在場所に様々なアート関係者が訪れる

と言いますよね。

̶ディレクター、キュレーターやアーティスト

同士を引き合わせることはどのように

考えてますか？

小寺_基本的にはアーティストが会いたいと言っ

たらアレンジするスタンスです。フランスってどこ

のカフェに行ったらこの分野のアーティストがいて、

このカフェにはこの分野のアーティストの溜まり場

で、っていうのがあるらしいんですけど、京都では

どこになるの？ってよく聞かれるんです。でも

答えられなくて。

ユミソン_ 外部から見た印象では京都はコミュ

ニティが盛んだと思っていました。

沼沢_あるといったらあるかな。映画関係者が集

まるお店とか、演劇関係者がよく使うお店とか…。

小寺_そうなんですね。これからは聞かれたら

沼沢さんに聞きます！

沼沢_うちはどちらかといったらアーティストにアー

ティストを紹介するよりもアーティストに地元の人

を紹介したい。地元の人にアーティストに関わっ

てもらってアートを好きになってもらいたい。本当

はアーティストがきたら毎回ウェルカムパーティー

をしたいんですけどね。

飯高_そういう定例化する行事があってもいい

ですよね。僕が関わっている京町家AIRでは必ず

町家ツアーをします。それが軸になってできごと

がついてくるので。

小寺_ヴィラ九条山も今後はアーティストの滞在

制作だけではなく、ヴィラ九条山そのものの活動

を知ってもらう活動が必要だと感じてます。去年

から新しく館長が就任し、尾道の美術館で展示

したり、と外に出ていく活動を始めました。

飯高_昨年、京町家AIRのアーティストをアーティ

スト・イン・神山【註3】に連れて行き向こうのアー

ティストとの交流プログラムを企画しました。また

京都で滞在制作して東京で成果発表することも

しています。小さいネットワークをつくってプログラム

を広げていくという取り組みをしているところです。

ユミソン_飯高さんの施設はどうやってアーティ

ストを決めているんですか？

飯高_まちづくりセンターと日本カルチャーセン

ター・アムステルダムとANEWALの三者共催

でやっているAIR【註4】で主に実施部分を担当し

ていますが、それは公募して三者で選考会議を

開きます。それとは別に2月から新しいプログラム

を始めるんですが、それはタイミングですね。展覧

会の話が先にあって、だったら滞在制作もしよう

ということになりました。今後は公募しようと思い

ますが、初回としてはタイミングで決まりました。

沼沢_ユミソンさんの今後のご予定は？

ユミソン_次はゴールデンウィークに展示があ

りますが、期間ありきではなく、アーティストあり

きで運営していく方針です。私の施設は必ずあ

けておかなければならないという制約はないので。

小寺_借りているのと購入しているのとの違い

はありますね。

沼沢_家賃を払い続けていくの大変ですよ（笑）。

飯高_この10年の間に少しずつ改善してきて、

ようやくまわるようになってきたかな、というところ

です。ようやくレジデンスが始められるようになった。

̶まわしているというのはレジデンスでは

ないところでですか？

飯高_そうですね。NPOとしての体制が整ってき

たかなというところです。私にとって一番興味があ

るのが人のアクティビティをのっけるプラットフォー

ムで、そこにAIRがある。それがどんな状態で動

いたら一番おもしろいのかなっていうのを一番考

えます。うちのNPOのコンセプトに地域に出てい

くっていうのがあって、アートとローカルのパイプ

役、この地域の、この町内の、このイベントのため

にAIRがあるっていう意味ではユミソンさんと同

じくアーティストありきというのに近いと思います。

びっくり箱を楽しめるようでないと
だめだね。

̶みなさんが活動する中で一番大事なスキ

ルはなんだと感じますか？

小寺_この仕事って無駄が多いというか、アーティ

ストから頼まれたことを一生懸命調べても全部
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無駄になることもあって、それを時間の無駄と

思ってしまうかどうかですね。そこでもう無理だと

思う人だと向いてないのかなと思います。逆にそこ

を楽しめる人だったらアートのバックグラウンド

がなくてもできると思う。

飯高_一番楽しいと思うのは、アーティストと

作品について相談している時。毎回コラボレー

ションしている感覚です。アーティストのコンセプト

を聞いて一緒にやっていくっていうコミュニケー

ション力かな。

小寺_人とつながることを楽しめることですね。

沼沢_僕は英語が話せないのですが、スタッフ

にサポートしてもらったり、英語が話せるお客さん

を巻き込んだり。一番大事なのはいろんな人を

巻き込めることかな。

飯高_私もそんなに英語が得意じゃないですが、

それでも楽しんでできています。アーティストに

対するリスペクトとそのサポートが大切ですね。

小寺_沼沢さんは語学で人を巻き込むんだと

したら、私は専門分野で人を巻き込む。アートの

バックグラウンドがない分、専門分野の人によく

協力をお願いします。

ユミソン_私にそのスキルはないのですが、

AIR運営で大切なのは、「声をかけられるスキ

がみえること、つまり暇そうな余裕をもつこと」。

福島の芸術祭では、招聘アーティストは現地で

レジデンスするのですが、管理スタッフがすごく

飄々とした人で。忙しくてもいつも同じテンション

でいてくれて、声がかけやすい。アーティスト自身

のスタジオではない場所での制作やインストール

を成功させるためには、気軽に声をかけられる人

が近くにいるのは重要ですよね。

小寺_私もアーティストが声をかけにくいと感じ

るような状況はつくりたくない。

沼沢_何をしちゃだめかじゃなくて何をしたら

楽しいかを優先的に考えられること。レジデンス

をするときに最初に大事だなと思ったことですね。

̶楽しがれるっていうのは大切ですね。プラ

ンがリアルタイムで変わっていって、無理

な提案があったり、時間が限られてたり。

でもそういう状況を楽しがる。

沼沢_アートに関わって何かしようと思うんだっ

たらびっくり箱を楽しめないとダメだね。びっくり

箱の中身を知ってるところから始まるんじゃなくて、

知らないところから始まることを楽しまないと。

小寺_内心ドキドキはしつつもね。

沼沢_そしてアーティストをわがままにしちゃい

けない、とも思うんですよ。やってあげるのが

当たり前、やってもらうのが当たり前っていうの

ではなく、対等にお互いリスペクトし合いつつやっ

ていけたらいいなと思います。

【註1】 大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ。現アンスティチュ・
 フランセ関西－大阪。

【註2】 MoMA PS1はニューヨーク近郊のロングアイランド・シティに
 位置する現代美術専門の施設。現代美術の展示やアーティスト・
 イン・レジデンスなどを行う。

【註3】 「京町家AIR」は（公財）京都市景観・まちづくりセンターと日本
 カルチャーセンター・アムステルダム、ANEWAL GALLERY
 の共催で実施。P.8参照

【註4】 高知県神山町。NPO法人グリーンバレーが中心となり活動する。
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