
 

 

レザルティスミーティング 2019 京都  

創造的遭遇－アーティスト・イン・レジデンスの再想像 

登壇者プロフィール 

 

建畠晢 

美術評論家。詩人。1947 年京都市生まれ、1972 年早稲田大学文学部仏

文学科卒業、2005 年～11 年国立国際美術館館長、2011 年～15 年京都

市立芸術大学学長、2011 年～埼玉県立近代美術館館長、2016 年～多摩

美術大学学長。2017 年～京都芸術センター館長。専門は近現代美術。

「ヴェネチア・ビエンナーレ」日本館コミッショナー（1990、93 年）、

「横浜トリエンナーレ 2001」アーティスティック・ディレクター、「あ

いちトリエンナーレ 2010」芸術監督など、多くの国際美術展を組織し、

アジアの近現代美術の企画にも多数参画。おもな著書に、詩集『余白のランナー』（1991 年）第

2 回歴程新鋭賞受賞、『問いなき回答 オブジェと彫刻』（1998 年）、『未完の過去 絵画とモダニ

ズム』（2000 年）、詩集『零度の犬（2004 年）第 35 回高見順賞受賞、エッセイ集『ダブリンの

緑』（2005 年）、詩集『死語のレッスン（2013 年）。第 21 回萩原朔太郎賞受賞。 

 

Sarah Gardner  

国際ネットワークと文化政策を専門とするフリーランスのコンサルタン

ト／アドバイザー。文化セクターのリーダーとして 25 年以上の経験を

有する。レザルティス事務局長。2001～2017 年まで、70 カ国のメンバ

ーによって構成される文化大臣とアーツカウンシルの国際的ネットワー

ク IFACCA の初代エグゼクティブ・ディレクターを務めた。それ以前の

10 年間は、オーストラリア・アーツ・カウンシルで主に戦略・政策ディ

レクターとして様々な上級役員の職務を担う。Australian Bicentennial Authority の広報ディレ

クター、オーストラリア有数の Issues Australia 社の官民両部門のコンサルタント、ドイツの

Schering AG 社のテクニカルマネージャー、さらに英国、イタリア、スコットランド、スペイン

でフリーランスとしての勤務経験も有する。シドニー大学で学士号、公共政策の修士号を取得。

IFACCA のレポート「アーティスト・イン・レジデンスに関する国際的な視点」の編集に加わっ

た他、2015 年にはユネスコの文化多様性条約（2005）のエキスパートパネリストとして任命さ

れた。 

 

Anupama Sekhar 

アジア欧州財団（ASEF）文化部ディレクター。ASEF は、アジア、ヨ

ーロッパ 51 ヶ国のアーティストおよびアート機関の文化的な交換と

協働の推進を目的としており、アジア欧州会合（ASEM）でこのような

役割を果たす唯一の組織である。 

現在、ユネスコの文化多様性条約（2005）施行において能力開発イニ

シアチブをサポートする、ユネスコ Expert Facility の一員を務める。 

2009 年に ASEF に加わる前は、国際労働機関やインドのインディペン



 

 

デントなアートスペースで勤務した経験を持つ。英文学、国際関係の学位を有し、インドの

古典的伝統舞踊バラタナティヤムの熟練ダンサーでもある。 

 

Taru Elfving  

ヘルシンキを拠点に活動するキュレーター、作家、教育者。

Frame Contemporary Art Finland プログラムディレクター

（2013～2018 年）、Helsinki International Art Programme

（HIAP）ディレクター（2012～2013 年）。現在は、トゥル

ク大学 Archipelago Sea Research Institute と協働でアート

リサーチについての横断的で新しいプラットフォームの開

発に携わる。キュレーションプロジェクトに「Hours, Years, 

Aeons」（ヴェネツィア・ビエンナーレ 2015 フィンランド館）、「Frontiers in Retreat」（HIAP、

2013～2018 年）、「Contemporary Art Archipelago CAA」（トゥルク 2011、欧州文化首都）、

「Towards a Future Present」（Lofoten International Art Festival 2008）など。『Altern Ecologies. 

Emergent Perspectives on the Ecological Threshold at the 55th Venice Biennale』（Frame、

2016 年）など数多くのテキストを国際的な媒体に発表、近刊予定『Contemporary Artist 

Residencies. Reclaiming Time and Space』（Valiz、2019 年）などの共同編集も。2009 年にロ

ンドンのゴールドスミス・カレッジで博士号を取得、現在もヘルシンキ芸術大学で実践に基づく

博士課程の学生を指導する。 

 

Seiichi Kondo 

近藤文化・外交研究所代表。1946 年生まれ。東京大学教養学部卒。

外務省入省後、ユネスコ大使、駐デンマーク大使、平成２２年より

同２５年まで文化庁長官。退官後、京都市芸術文化協会理事長等

を務める。 

フランス共和国レジオン・ドヌール・シュバリエ章（2006）、平成

２８年瑞宝重光章等受賞。 

『世界に伝える日本のこころ』等著書、論文多数。 

 

小田井真美 

Trans Artist（オランダ）で文化政策と AIR ネットワーキングの研修

とリサーチを経て帰国。現在はアーティストの移動のためのぽーたる

さいと Move Arts Japan 運営（コマンド N）、VISUAL ARTS FOCUS

（フランス）招聘など国内外 AIR 事業とその背景に関するリサーチ

及び AIR 事業設計や環境整備に多数関わる。アートとリサーチセン

ター及びさっぽろ天神山アートスタジオ AIR ディレクター。 

 

 

 

 

 



 

 

松尾惠 

MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w 代表。京都市立芸術大

学工芸科卒。'86 ギャラリー開設。主に京都拠点の作家を取り扱う。

芸術活動によって現代を考察する作家であれば、年齢や表現形式を問

わない。これまで、欧米の非営利芸術組織や施設を視察し、その情報

を身辺の作家や芸術系大学での指導に活用している。'00～'12 現代美

術系ギャラリーの連絡組織 KYOTO ART MAP 事務局、現在、文化財

における現代美術展やアートフェアを企画運営する「芸術計画 超京

都」事務局代表。今年から京都駅東南部エリアにおいてまちづくり構想にも参加している。公益

財団法人京都市芸術文化協会理事、大学非常勤講師など。 

 

朝倉由希 

京都大学文学部卒業。東京藝術大学音楽環境創造科を経て同大学大学院

応用音楽学博士後期課程修了。博士号取得。2009～2012 年、東京藝術大

学アートリエゾンセンター学術研究員として、大学と地域の連携事業に

携わる。2012 年より故郷の福井に戻り、文化政策の研究を続ける傍ら、

音楽祭やアートプロジェクト運営に携わる。静岡文化芸術大学、福井県

立大学、福井大学非常勤講師。2017 年 4 月より文化庁地域文化創生本部

研究官として、文化政策の国際比較研究に携わる。 

 

 

 

日沼禎子 

女子美術大学教授。ギャラリー運営会社勤務、美術雑誌編集者を経て、

1999 年から国際芸術センター青森設立準備室、2011 年まで同学芸員を

務め、アーティスト・イン・レジデンスを中心としたアーティスト支援、

プロジェクト、展覧会等の企画、運営に多数関わる。さいたまトリエン

ナーレ 2016 ではプロジェクトディレクター、2013 年より陸前高田 AIR

プログラムディレクター、2017 年よりときわミュージアムアートディレ

クターを務める。 

 

 

 

Jean-Baptiste Joly 

パリ生まれ。パリ、ベルリンでドイツ文学やドイツ語を学ぶ。シュト

ゥットガルトのフランス文化センター前ディレクター（1983～1988

年）。1989 年の 1 月 1 日より Akademie Schloss Solitude 財団の

CEO、創立ディレクター、芸術監督も兼任。ベルリン・ヴァイセンゼ

ー芸術大学名誉教授。ドイツとフランスで様々な財団や文化機関の理

事を務める。ボストン Transcultural Exchange 諮問会議メンバー。

2009～2015 年まで仏独文化評議員。 

©Hideki Nagase 



 

 

Anna Lovecchio  

シンガポールを拠点に活動するキュレーター、美術史家。2016 年 9 月

より NTU CCA Singapore（南洋理工大学コンテンポラリーアートセ

ンター、シンガポール）でレジデンスプログラムのキュレーターを務

める。これまでのレジデンスにおいて Siren Eun、Young Jung、Lucy 

Davis、Robert Zhao Renhui、Sonya Lacey、Michael Lee、Luca Lum

などとともにスペシャルプロジェクトを展開してきた。また Ute Meta 

Bauer、Anca Rujoiu と協働し「The Making of an Institution 」展

（2017）キュレーションも。以前の経歴に Villa Croce Museum of 

Contemporary Art（ジェノバ、イタリア）ジュニア・キュレーター、

アート雑誌『Around Photography International』エグゼクティブ・エ

ディター。ボローニャ大学（イタリア）で現代美術の博士号、タフツ大学（ボストン、アメリカ）

で美術史、キュレーション学の修士号を取得。 

 

 

Maayan Strauss  

is a multidisciplinary artist, architect, and curator based in New 

York and Berlin. She is the founder and director of Container 

Artist Residency, a program that invites artists to work onboard 

cargo ships, using available cabins as studios spaces through 

partnerships with leading shipping lines. She is the founder of 

Sushi Bar Gallery in Brooklyn (2013-2017) and is serving as an 

editor at Art Handler, a magazine dedicated to the behind-the-

scenes practices of the art world. Recently, she realized her 

project The Service Room as an artist-in-residence at Recess, New York. She has exhibited 

in museums and galleries internationally, including The Herzliya Museum of Contemporary 

Art; The Israel Museum in Jerusalem; The Haifa Museum of Art; Para Site, Hong Kong; Recess, 

New York; Storefront for Art and Architecture, New York; Andrea Meislin Gallery and Louis B. 

James Gallery in New York; Shenzhen Biennale for Urbanism/Architecture. Previously, she 

was head designer for artist James Turrell, leading work on major retrospectives at the 

Guggenheim Museum in New York, the Los Angeles County Museum of Art, and the Museum 

of Fine Arts, Houston. Strauss received her MFA in photography from Yale School of Art and 

a B.Arch degree from Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem. 

 

Drew Bennett  



 

 

is an artist, designer, and founding curator/director of the 

Facebook Artist in Residence program from 2012 to 2018.  

The program was founded on the “artist first” philosophy, 

inviting local artists into the Facebook headquarters to 

experiment with new, site specific projects alongside the 

employees instead of shipping in already completed works of 

art.  The program has grown to employ over 500 artists to create new work from around the 

world and is still growing.  

Bennett left his post as it became clear to him the program was fully established at global 

scale in search or new art-making and leadership opportunities in the Bay Area and beyond.  

In the short term, Drew has taken up a more formal leadership role at Starline Social Club, 

his local venue, restaurant, and bar, prided on creativity, activism, and community.   

 

Shingo Yamasaki 

ディレクター、音楽家。1978 年倉敷市生まれ。京都を拠点に、音楽・美術・

工芸・デザインなど様々な分野の人たちと協働しプロジェクトを行う。 

地域に根ざしたものづくりに強い関心を持ち、主に伝統工芸の分野で作り

手に寄り添った企画を行っている。 

現在の主なプロジェクトに「京都職人工房」「KOUGEI NOW」「KYOTO 

CRAFTS MAGAZINE」「Social Kitchen」がある。 

その他、音楽家として双子の未亡人、モノクロームサーカス、高嶺格など

のダンス／パフォーマンス作品に参加。バンド GTSVL ではドラムを担当

している。 

https://kougeimagazine.com/ 

http://kougeinow.com/ 

 

Maryam Bagheri  

Is Res Artis MENASA (Middle East, North Africa, and South Asia) 

Cluster Coordinator (Iran) 

Bagheri holds a BA in English Literature. She has a diverse 

experience in documentary filmmaking, researching, film archiving, 

journalism and documentary film distribution. At the moment she 

works as the board of editors chairperson for Cinema- Haghighat 

magazine, documentary film specialized quarterly on Iran. She is 

one of the board members of Rybondoc center in which the main 

focus is on documentary cinema. As a documentary film distributor, she has experience in 

communication and strategic planning. She recently joined Res Artis as the MENASA (Middle 

East, North Africa, and South Asia) Cluster Coordinator. 

 

 

 

http://kougeinow.com/


 

 

村田達彦 

遊工房アートスペース共同代表。創作・展示・滞在のできるアーティス

トのための創作館を 1989 年に東京・杉並にパートナーである村田弘子

と開設。アートを通した作家間の交流、多様な文化の違いを受け入れる

土壌づくりを意識した活動に努める。独自の運営を行うマイクロでア

ーティスト主導による AIR プログラムを「マイクロレジデンス」と名

付け、グローバルなネットワーク活動も推進する。 

 

Birte Gehm  

アーティスト・イン・レジデンスの世界的ネットワーク、レザルティ

スのコミュニケーション・オペレーションマネージャー。アムステル

ダムにあるレザルティスのオフィスでコミュニケーション関連業務

および事務担当。ネットワーク参加メンバーを繋げ、コミュニケーシ

ョンを促進することや、事務処理、委員会会議参加などの職務の他、

ネットワークメンバーのニーズに応えるためのツールやコンテンツ

を開発し、アーティスト・イン・レジデンス領域の現状を変えること

にも取り組んでいる。 

 

Lea O’Loughlin  

アクメ・スタジオ国際レジデンスプログラム（Acme IRP）運営、レ

ザルティス代表理事。ロンドンの文化レジデンスへの投資を最大化

するため国際的なアーティストと協働、あるいは政府や財団と連携

する。オーローリンの役割で最も重要なのは、レジデンスの資金提供

者、滞在アーティスト、文化領域内外の幅広い横断的コミュニティ間

に強固な関係を構築し、維持することである。これまで、レジデンス

の立ち上げや、国際的な対話と批評的な交換を促進すること、また、

人々とネットワークを接続することや、アーティストとアート機関

に実践的なガイダンスとアドバイスを提供してきた経歴を持つ。南オーストラリア大学でビジ

ュアルアートの学士号、Sotheby’s Institute of Art London で現代アートの修士号を取得。The 

Royal British Society of Sculptors、The Florence Trust、Tate、Gasworks、Cubitt Artists（英

国）、MoMA（アメリカ）、Adelaide Central Gallery & Studios（オーストラリア）での勤務経験

を有する。 

 

Eliza Roberts 

レザルティスの創立エグゼクティブ・ディレクター。ファンドレイジン

グや組織の社会認知、組織戦略を担当。2012 年から 2016 年までレザル

ティス理事、2014 年からの 2 年間は副ディレクターの任務に就いた。

過去６年間、オーストラリア最大規模、最も歴史あるレジデンスプログ

ラム Asialink のマネージャーを務めた。ロンドンのオークションハウ

ス、クリスティーズやイアン・ポッター美術館、Artbank など地域の、



 

 

あるいは国際的な機関、組織で勤務するなど、アート業界で様々な経験を有する。メルボルン大

学でクリエイティブアーツの学士号、アートキュレーターシップの修士号を取得、インドネシア

語の中級話者でもある。 

 

菅野幸子 

アーツ・プランナー/リサーチャー AIR Lab。ブリティッシ

ュ・カウンシル東京、独立行政法人 国際交流基金を経て現職。

グラスゴー大学美術学部装飾芸術コースディプロマ課程修

了。東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究（文化経

営専攻）修士課程修了。 専門領域はアーティスト・イン・レ

ジデンス、英国の文化政策、国際文化交流。秋吉台国際芸術村

アーティスト・イン・レジデンス等選考委員、横浜市創造界隈

形成推進委員なども務める。 

 


