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Excursion Tour / Optional Activities #1
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Microresidence Meeting 2019 Kyoto in NISHI-JIN・西陣

Kyoto City (Kansai Area)

With the aim of introducing a range of domestic and international Microresidence programs and providing 

opportunities for information exchange and networking, the Microresidence Network will hold a two-day 

meeting on February 9 and 10 at Koshoji Temple in Kyoto. The event is co-sponsored by the Artist-Run 

Alliance.

Taking place in a historical temple in Kyoto, the meeting will consist of presentations and a workshop on 

Day 1 in which domestic and international artists will have the opportunity to consult with Microresidence

directors fro  Japa  a d o erseas ith the ai  of fosteri g e  et orks a d expa di g artists’ horizo s. 
It is hoped this will lead to new opportunities for domestic and international artists to participate in 

microresidencies in Japan and overseas. The second day will consist of an optional program, including an 

early Zen Meditation and breakfast at Koshoji Temple, and a guided tour of Nishin-jin. The Microresidence

Network will also be leading a workshop in Res Artis Meeting on 7 February to discuss the role of 

microresidencies in society.

Date: Sat. 9 February and Sun, 10 February, 2019

Venue: Kosho-ji temple, ANEWAL Gallery and other locations

Registration Fee:2,000 yen for 9 Feb.

3,000 yen for 10 Feb PM programs. (Zen meditation and Guided tour in morning will be free

of charge)

Number of participants: 50

日本語 別紙チラ を 参照くだ い。

PROGAM:

Sat. 9 February: Language bilingual between JP and EN

1 pm-: Introduction to Microresidencies and AIR programs in general, in addition to existing AIR networks.

2 pm-: Presentations by microresidence directors about respective microresidence programs and activities

4 pm-: Workshop and interview session

Group-1: Interviews with international microresidence organizers for those who wish to experience 

microresidencies overseas

Group-2: Interviews with domestic microresidence organizers for those who wish to establish a new 

microresidencies

6 pm- : Exchange and Networking Dinner

*Dinner at extra charge: 2,000 yen

Sun. 10 February: Language Japanese only

6:30 am: Zen Meditation and breakfast (rice gruel) at Koshoji Temple

9:30 am: Guided Tour of Nishijin district near Koshoji Temple

1 pm: Special Seminar on Microresidencies (Japanese speakers only)

Seminar A: AIR Administration and Japanese Law

Seminar B: Writing Funding Applications and Giving Presentations

*Participants must choose 1 between Seminar A or B



Hosted by ANEWAL Gallery

NPO Anewal Gallery, plans and implements several

projects including artist residency for the community

revitalization by using the unique features of arts

and design. These projects conducted in various

locationsm sites, and spaces such as abandoned

houses or the important cultural properties in the

city.

Register here: https://goo.gl/forms/S6D8lf9JEgvCYNxJ3

Inquiry to;
Katsumasa Iitaka (ANEWAL Gallery) 

Makiko Tsuji (Youkobo Art Space)

E-mail: microresidence2019@gmail.com

WEB: https://microresidence.net/

Hosted by Microresidence Network

The structures and scales of operation vary from long-

term residencies to event-led programs which exist

widely both in Japan and overseas. Withinthese, a

microresidence may be described as small scale (both

in the size of facilities and budget), artist-run,

independent, grass roots and flexible, while placing

importance upon responding flexibly to artists' needs

and valuing human relationships. Today surely it is this

growing group of small scale residencies promoting

artistic and cultural exchange which have the potential

to point towards new directions for artist in residence

programs.

ABOUT Koshoji-temple:

Founded in 1604 by the monk, Kiin Enin,

sponserd by Oribe Furuta.

WEB: http://www.ko-sho-ji.jp/

Address: Horikawa dori Teranouchi Agaru, 

Kamigyo-ku, Kyoto City

ABOUT the Nishijin District, Kyoto:

The center of the Nishijin District has diverse 

attractions and resources such as traditional Nishijin

weaving and other crafts, traditional culture and 

entertainment, temple shops, flower street culture, 

shopping streets and townscapes. Having survived 

through turbulent times during the Ō i Civil War, the 

history of Nishijin Town in Kyoto stretches back more 

than a thousand years.

WEB：https://microresidence.net/microresidence-network-

list/

Organizers: Microresidence Network,

NPO ANEWAL Gallery, Kyoto Art Center

Co-organizers: Youkobo Art Space, Artist-Run Alliance

Supported by Embassy of Israel

Koshoji-temple

https://goo.gl/forms/S6D8lf9JEgvCYNxJ3
mailto:microresidence2019@gmail.com
http://gallery.anewal.net/index.html
http://www.kac.or.jp/eng/
http://www.youkobo.co.jp/
https://artistrunalliance.org/


in NISHI-JIN

2019 2/9SAT, 10SUN

Res Artis Meeting 2019 Kyoto　創造的遭遇 – アーティスト・イン・レジデンスの再想像
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登壇予定AIRプログラム

 国内外のAIRプログラム約10組
 （オランダ、フィンランド、英国、ルクセンブルグ、アルメニア、イスラエル、クック諸島、東京、山梨、京都、福岡、など）

 最新情報はWebサイトにてご確認下さい　 http://microresidence.net/

主 催 Microresidence Network、NPO ANEWAL Gallery、京都芸術センター（アートマネジメント研修プログラム2018～アーティスト・イン・レジデンス～）

共 催 Youkobo Art Space、Artist Run Alliance

協 力 臨済宗 興聖寺、Res Artis

助 成 平成30年度文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）、アーツサポート関西

後 援 イスラエル大使館

臨済宗 興聖寺臨済宗 興聖寺

参加費 

 2月 9日（土） ：Microresidence Meeting 2019　2,000円（交流会は別途）

 2月10日（日） ：特別講座 　　　各3,000円（学割 2,500円）A B



2/9 SAT

2/10 SUN

プログラム概要

 13 : 00 – イントロダクション & ミーティング

 14 : 00 – プレゼンテーション

 16 : 00 – 「滞在したい！運営したい！Microresidence相談会」 

 18 : 00 – ネットワーキング交流会

6 : 30 – 早朝座禅会

 Microresidence Meeting 2019

9 : 30 – 西陣ツアー

13 : 00 – Microresidence 特別講座

「AIR運営の為の法律講座」

「アーティストの為の助成金申請&プレゼン講座」

開催趣旨

世界規模の会員制アーティスト・イン・レジデンス（以下“AIR”）ネッ

トワーク “Res Artis（レザルティス）” による、“Res Artis Meeting 

2019 Kyoto” の 開 催 を 機 に、“Microresidence Meeting 

2019 Kyoto in NISHI-JIN”を京都・西陣の禅寺“臨済宗 興聖寺”

にて開催します。

“Microreisdence（マイクロレジデンス）”とはAIRプログラムの中でも、

特に施設・予算などにおいて小規模でアーティスト・ラン、イン

ディペンデントスペースなどが主催する草の根的な特徴を持つ

AIRプログラムを指します。

“Res Artis Meeting” でのプレゼンテーションに続く本企画は、

マイクロレジデンスのより一層の社会への認知と定着、活用の可

能性の議論の場として開催します。

また国内外のマイクロレジデンス約 10組のディレクターとの出

会いを通じて、海外 AIR参加、AIR事業参入、ネットワーク構

築などの機会創出と、その実現を支援するべく二つの実践的な

講座を併設。皆さんの新たなチャレンジを後押しします。

AIRの中でも独立性の高い組織が運営する多様性と個性ある魅力を持つ「マイクロレ

ジデンス」。国内外の多様なプログラムの存在を知り、その理解を通じて、AIRの利

用に関わる知識を得ると共に運営の実態を知る。

また各ディレクターが集うこの機会だからこそ実現した直接対話の場や運営の為の知

識の共有、海外 AIR参加の為の講座など、AIRに興味がある方はもちろん、これか

ら AIRを運営したい方、AIRに滞在したい方におすすめの二日間のプログラム。もち

ろん講座単体での受講も可能です。

“Microresidence” について、また “Res Artis” 及び本企画に先立

ち開催された“Res Artis Meeting 2019”の紹介を導入とし、アーティ

ストや研究者にとって新たな環境を提供する仕組み “アーティスト・

イン・レジデンス（AIR）” についての理解を深めます。

新鮮な朝の空気を感じながら、日本が誇る禅文化の神髄である “坐禅” を気軽に

体験できる坐禅会。終了後には禅の作法に乗っ取り朝粥を皆で戴きます。

千年を超える都である京都、“平安京” と呼ばれた時代から受け継がれ、そして

育まれてきた文化を今なお色濃く残す地域と伝統産業の現場を徒歩で巡ります。

国内外の個性あふれるマイクロレジデンスのディレクターが、各プロ

グラムの魅力や特徴を紹介します。

Group1：AIRに行きたい作家の為の海外 AIR面談

Group2：AIR運営を始めたい人の為の国内 AIR相談

参加ご希望の方は、なるべく事前にお知らせ下さい。

＊17:30より交流会を予定しております（参加費有料）。

Microresidence Meeting 2019 事務局
（NPO ANEWAL Gallery内）

Tel. 075-431-6469　Fax. 075-950-3240

Mail. microresidence2019@gmail.com

Address. 京都府京都市上京区実相院町 156

最新情報はWebサイトにてご確認下さい

Url. http://microresidence.net/

● 参加希望プログラム

 （Microresidence Meeting 2019・2月9日交流会・早朝

座禅会・西陣ツアー・A講座「AIR運営の為の法律講座」・

B講座「アーティストの為の助成金申請&プレゼン講座」）

● 参加者氏名（全員）　 ● ご職業

● 当日連絡先（携帯電話）　● メールアドレス

フォームにて必要事項をご記入いただくか、

下記内容を事務局までメールにてお知らせ下さい。

https://goo.gl/forms/S6D8lf9JEgvCYNxJ3

A

B

申込期限：1月31日（木）

要申込

会費2,000円

集合：臨済宗 興聖寺 山門 参加費無料

実際に国内で運営されている AIRにアドバイスも行う弁護士 茂手木 氏による

AIR運営にまつわる法律の知識を身につけるための講座とＱ＆Ａ。

これから AIRを運営したい方におすすめです。

助成金を得て世界 20ヶ所以上の AIRの滞在体験を持つアーティストの増山

士郎氏を講師に迎え、AIRプログラム参加の申請や助成金獲得のための知識と

テクニックを事例を交え親切に伝授します。

海外レジデンスに参加したい方におすすめです。

※2講座同時開講

講師：茂手木克好 氏（弁護士）、ほか　終了予定： ～15 :00

講師：増山士郎 氏（アーティスト）　終了予定： ～17 :00

開催エリア「西陣」について

「西陣」と呼ばれるこの地域は、西陣織をはじめとした伝統産業や工芸・

芸能、茶道などの伝統文化、寺社・花街・路地・町家が残る歴史的な

街区や町並みなど、多彩な魅力・資源を有しており、応仁の乱など多く

の困難を越え、千年以上にわたりまちを、京都を発展させてきた地域です。

お問合せ・お申込み

ご予約

当日、会場受付にてお支払い下さい。

参加費お支払方法

参加費無料

参加費2,000円 要申込

要申込

要申込

定員50名

参加費 3,000円（学割2,500円） 定員50名
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