登録
2 月 5 日（火）
時間

イベント/セッション 会場

概要

3:00 pm
- 8:00 pm

受付

からすま京都ホテ

受付デスク・インフォメーションデスクをからす

ル（京都市下京区

ま京都ホテルに設置します。

言語

登壇者
スタッフ

烏丸通り四条下
る）

1 日目: AIR の進化
2 月 6 日（水）
時間

イベント/セッション 会場

概要

9:30 am
- 10:00 am

受付、インフォメーシ

受付デスク・インフォメーションデスクを京都芸

ョン（お飲み物）

京都芸術センター

術センターに設置します。

言語

登壇者
スタッフ

10:00 am
- 11:00 am

主催者挨拶

京都芸術センター

オープニングパフォーマンス Noh Play－KAMO

林宗一郎（能楽師）、ヤマガ
ミユキヒロ（美術家）

概要説明

逐次通訳

Eliza Roberts（レザルティ
ス・エグゼクティブディレク
ター）／オーストラリア

ロヴァニエミ ミーティングの報告

Tomi Aho（フィンランドア
ーツプロモーションセンター
特別アドバイザー）、Katja
Rakkolainen（フィンランド
アーツプロモーションセンタ
ープロジェクトコーディネー
ター）

京都芸術センターより挨拶

建畠晢（京都芸術センター館
長）

11:00 am –
12:30 pm

パネルディスカッショ

京都芸術センター

AIR の変化のために：この数十年、アーティス

英語

Sarah Gardner（レザルティ

ン

ト・イン・レジデンスは急速に広がっています。

ス運営委員 ）／オーストラリ

質疑応答

それはなぜ、どのように起こっているのでしょう

ア *モデレーター

か。どのような外的変化がこの進化に影響を与え
ているのでしょうか。

山本麻友美（京都芸術センタ
ーチーフプログラムディレク
ター）／日本
Anupama Sekhar（アジア
欧州財団）／シンガポール

Taru Elfving（キュレータ
ー）／フィンランド

12:30 pm
– 2:00 pm

昼食

2:00 pm
- 2:15 pm

*一般公開

近隣レストラン

ランチ券を提供します。おすすめレストランで各
自昼食をお取りください。

京都芸術センター

主催者挨拶

逐次通訳

村田善則（文化庁次長）
門川大作（京都市長）

2:15 pm
– 3:00 pm

*一般公開

変転する国際情勢と AIR の役割

逐次通訳

近藤誠一（公益財団法人京都

基調講演

市芸術文化協会理事長、元文

質疑応答

化庁長官）

3:00 pm
-3:15 pm

休憩（お飲み物）

3:15 pm
– 3:30 pm

プレゼンテーション

3:30 pm
– 4:45 pm

京都芸術センター

プレゼンテーション
質疑応答

京都芸術センター

京都芸術センター

展覧会「藝文京展 EX～つなぐ～」キュレータープ 逐次通訳

松尾惠（キュレーター、公益

レゼンテーション（展覧会主催：公益財団法人京

財団法人京都市芸術文化協会

都市芸術文化協会）

理事）

日本における AIR の概況

英語

小田井真美（AIR ネットワー

日本でユニーク且つ経験豊かなレジデンスプログ

クジャパン副委員長、さっぽ

ラムを運営するレジデンスディレクターによるプ

ろ天神山アートスタジオプロ

レゼンテーション。どのような共通するモデル、

グラムディレクター）

課題や機会が見出せるでしょうか。

*モデレーター

吉田雄一郎（城崎国際アート
センタープログラムディレク
ター）
庄子渉&森純平（PARADISE
AIR プロデューサー&ディレ
クター）
Heidi Vogels（Trans Artis
コーディネーター）／オラン
ダ
Marie Fol (On the Move ボ
ード)／オランダ

4.45 pm
- 5.15 pm

休憩（お飲み物）

京都芸術センター

5:15 pm
-6:45 pm

パネルディスカッショ

京都芸術センター

ン

地域活性と AIR

逐次通訳

朝倉由希（文化庁地域文化創

アーティスト・イン・レジデンスはアーティスト

生本部 研究官）

とコミュニティにとってどのような相互関係を築

*モデレーター

けるでしょうか。幅広い地域の事例を用い、AIR
がどのように社会へ影響を与えうるかを考えま

日沼禎子（AIR ネットワーク

す。

ジャパン事務局長、陸前高田
AIR プログラムディレクタ
ー）

Arie Syarifuddin（Jatiwangi
Art Factory AIR コーディネー
ター）／インドネシア

6:45 pm
– 7:00 pm

休憩（お飲み物）

京都芸術センター

7:00 pm
- 8:30 pm

レセプションパーティ

京都芸術センター

逐次通訳

ー、ネットワーキング

ご挨拶：Gerard Michels オラ
ンダ王国総領事館総領事

（お飲み物と軽食）

２日目：AIR の新類型
2 月 7 日（木）
時間

イベント/セッション 会場

9 am
- 9.30 am

（お飲み物）

京都芸術センター

9:30 am –
10:30 am

ビデオプレゼンテーシ

京都芸術センター

内容

言語

登壇者

AIR の新類型：急速な広がりと変化をみせる AIR

英語

Jean-Baptiste Joly（元

ョン（オンラインでの

において、私たちはどのように AIR プログラムを

Akademie Schloss Solitude

質疑応答）

大別することができるでしょうか。最新のトレン

アーティスティックディレク

ドは？未来に何を見据えるべきなのでしょうか。

ター、レザルティス運営委
員）／ドイツ
Anna Lovecchio（NTU
Centre for Contemporary Art

Singapore キュレーター）／
シンガポール

10:30 am –
11:45 am

ペチャクチャプレゼン

京都芸術センター

ネクスト・ウェーブ・レジデンシーズ：コミュニ

英語

Petra Johansson（Art

テーションとパネルデ

ティベース、ソーシャリー・エンゲージド、協

Inside Out アーティスティッ

ィスカッション

働、ノマド的など AIR 新時代のケーススタディ

ク・リーダー&運営マネージ

質疑応答

ャー）、Davor Abazovic
（Art Inside Out 文化プロデ
ューサー）／スウェーデン
Maayan Strauss
（Countainer Residency 主
宰）／アメリカ
Drew Bennett（Facebook
Residency マネージャー）／
アメリカ
庄子渉（PARADISE AIR プロ
デューサー）／日本
Mkrtich Tonoyan（アーティ
スト、Akos Cultural NGO ・
ACOSS 代表）／アルメニア
Cai Liyuan（LUXELAKES·
A4 Art Museum キュレータ
ー）／中国

Neta Meisels（Hamiffal 共
同創設者 ）／イスラエル

11:45 am
- 1:00 pm

昼食

1:00 pm
-4:00 pm

#1.茶会体験

近隣レストラン

ランチ券を提供します。おすすめレストランで各
自昼食をお取りください。

京都芸術センター

と

茶会「おも茶会」

英語

山崎伸吾（キュレーター）

地域に根ざしたものづくりに強い関心を持ち、主

（ワークショ

*茶会席主

に伝統工芸の分野で作り手に寄り添った企画を行

ップは通訳補

う山崎伸吾氏を席主に迎え、現代美術家による待

助あり）

合での音楽ライブと、現代工芸作家による茶道具
を用いた本席。
#2.ワークショップ

京都芸術センター

グループ 1. 新進 AIR のためのレザルティスワー

Maryam Bagheri（レザルテ

クショップ

ィス MENASA クラスターコ

1:00pm -3:00pm: ワークショップ

ーディネーター）／イラン、

3:00pm -4:00pm: 茶会

Vincent Liew（レザルティス
運営委員、アーティスト）／

レザルティス運営委員とスタッフによる、設立間

シンガポール

もないレジデンシーやこれからレジデンスプログ
ラムを始めたい方に向けた実務的なワークショッ
プ。双方向方のディスカッション形式で、レジデ
ンシーの組織や明確なミッションの組み立て方、
財務、広報、アーティストの関わり方などについ
て考えます。
グループ 2. マイクロレジデンス

村田達彦（遊工房アートスペ

1:00pm – 4:00 pm: ワークショップ

ース共同ディレクター、レザ
ルティス名誉運営委員）／日

(4:00pm － 5:00pm は後述のプレゼンテーション

本、マイクロレジデンスネッ

と集合写真)

トワーク共同創始者 (Antti

5:00pm – 6:00pm: 茶会

Ylonen&Waria Artbreak／
フィンランド、Mkrtich

マイクロレジデンスネットワークは 2012 年のレ

Tonoyan, ACOSS／アルメニ

ザルティス東京総会をきっかけに村田達彦によっ

ア、松崎宏史, Studio Kura／

て設立された、アーティスト主導による小規模な

日本) Gideon Smilansky,

AIR の世界ネットワークです。多様なマイクロレ

Artis-run Alliance ディレクタ

ジデンスを運営者から紹介するほか、Artist-run

ー、増山士郎（アーティス

Alliance ネットワークや、AIR 参加アーティスト

ト）、堀真理子（アーティス

からの意見も聞きながら、ディスカッションを通

ト）ほか

じてその可能性を探ります。

グループ 3. レザルティスのための新ウェブサイト

Birte Gehm（レザルティス

トレーニング

コミュニケーション・オペレ

1:00pm - 2:00pm: 茶会

ーションマネージャー）／オ

2:00pm – 4:00pm: ワークショップ

ランダ、Tony Youssef
（NOW Digital）／オースト

NOW DIGITAL によるレザルティスの新しいウェ
ブサイトがオープンします。開発チームと一緒に
このウェブサイトを使いこなし、掲載効果を最大
化させる方法を学びます。新しいメンバーの方、
さらに自身のプログラムを活性化させたい方はぜ
ひこのワークショップで、届けたい先へ情報を届
けるツールの使い方を学びませんか？

ラリア

グループ 4. AIR におけるアーカイブの役割

小田井真美（さっぽろ天神山

1:00pm – 2:00 pm: 茶会

アートスタジオプログラムデ

2:00pm – 4:00 pm: ワークショップ

ィレクター）

AIR の成果について短期・中期・長期的なものが
あります。ブレインストーミングをしながら創造
的なアーカイブについて参加者とともに考えま
す。
グループ５.レジデンスプログラムに多様性を確保

Lisa Hoffman（Alliance of

する

Artists Communities エグゼ

1:00pm – 3:00pm: ワークショップ

クティブディレクター）／ア

3:00pm - 4:00pm: 茶会

メリカ

多様性、公平性、包摂は AIR を運営する上で欠か
せない要素です。しかし現状はバランスを欠いて
いたり、組織体制の壁がそれらを妨げていたりし
ます。どのように壁を取り除き、アーティストの
意志を反映した環境をつくることができるでしょ
うか。

4:00 pm
-4:15 pm

休憩（お飲み物）

京都芸術センター

4:10 pm
- 4:45 pm

プレゼンテーション

京都芸術センター

現代アーティスト・イン・レジデンス－時間と場
所を取り戻す－

英語

Taru Elving (CCA
Contemporary Art
Archipelago アーティスティ

グローバル化のプロセスと、クリエイティブ産業

ック・ディレクター)／フィ

はアートマーケットの拡大とともにアーティス

ンランド

ト・イン・レジデンスにも影響を与えています。
経済的、地政学的な影響も大きくなってきていま

Irmeli Kokko (ヘルシンキ芸

す。それに呼応するように、多くの AIR は現在の

術大学講師)／フィンランド

新自由主義的条件化での実践に代わる、持続可能
な方法を模索しているようです。AIR 分野からの
幅広い批評とともに、社会が変容していく中での
アーティストとアートエコシステムの関係におけ
る AIR の役割を考えた編著「現代のアーティス
ト・イン・レジデンス－時間と場所を取り戻す
－」について話します。

4:45 pm-

集合写真

京都芸術センター

*5:00 pm to 6:00 pm ワークショップグループ 2
のみ茶会

3 日目：未来に向けて
2 月 8 日（金）
時間

イベント/セッション 会場

内容

9:15 am
- 10:00 am

移動

バス（京都芸術センター発）

10:00 am
-4:00 pm

#1. 京都市立芸術大学学 京都市立芸術大学

#1. 京都市立芸術大学作品展ツアー

内展訪問

ほか各施設

言語

登壇者

英語

金氏徹平（京都市立芸術大学
講師、アーティスト）、上村
絵梨子（京都市立芸術大学イ

昼食

ンターナショナル・コーディ
ネーター）

#2. AIR 施設／アーティ
ストスタジオ／アート

#2. AIR 施設／アーティストスタジオ／アート施

施設訪問

設訪問

グループ１．ゲーテ・インスティトゥート・ヴィ

マルクス・ヴェンハルト（ゲ

ラ鴨川

ーテ・インスティトゥート・

https://www.goethe.de/ins/jp/de/sta/kyo.html

ヴィラ鴨川館長）／日本、ド

午前：京都市立芸術大学学内展

イツ

午後：ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川
グループ２．ヴィラ九条山－アンスティチュ・フ

シャルロット=フーシェ・石

ランセ日本

井（ヴィラ九条山館長）／日

http://www.villakujoyama.jp/ja/

本、フランス

午前：ヴィラ九条山－アンスティチュ・フランセ
日本
午後：京都市立芸術大学学内展
グループ３．アートスペース寄す処

沼沢忠吉（アートスペース寄

http://air-yosuga.jp/?lang=en

す処代表）

午前：京都市立芸術大学学内展
午後：アートスペース寄す処
グループ４．kumagusuku

矢津吉隆（kumagusuku 代

http://kumagusuku.info/

表、アーティスト）

午前：kumagusuku
午後：京都市立芸術大学学内展
グループ５．VOSTOK

西條茜、田中秀和、水木塁、

https://vostok-kyoto.jimdofree.com/

矢津吉隆（アーティスト）

午前：京都市立芸術大学学内展
午後：VOSTOK

グループ６．青春画廊

林泰彦（青春画廊代表、アー

https://www.airbnb.jp/rooms/22378326

ティスト）

午前：青春画廊
午後：京都市立芸術大学学内展

4:00 pm
-5:30 pm

プレゼンテーション

京都芸術センター

レザルティスによる、評価のリサーチデータに関

英語

するプレゼンテーション

Lea O’Loughlin（Acme スタ
ジオレジデンス部門代表、レ
ザルティス代表）／UK

評価の視点：AIR における評価の問題の現在地

Lea O’Loughlin *モデレータ

パネルディスカッショ

は？評価すること／されることにより何がもたら

ー

ン

されるのでしょうか。個々のプログラムについ
て、あるいは AIR そのものをどのように評価する

Marianne Magnin（コーネ

ことができるのでしょうか。

リアス芸術財団議長）／UK
Diane Isabelle（ケベック
CALQ 文芸カウンシルプログ
ラムマネージャー）／カナダ

5:30 pm
-6:00 pm

クロージング

京都芸術センター

会議のまとめとクロージング

逐次通訳

Eliza Roberts（Res Artis エ
グゼクティブディレクター）
／オーストラリア
北村信幸（京都市文化市民局
文化担当局長）

DAY 4: オプショ
ナル・エクスカ
ー

シ

ョ

ン

2 月 9 日（土）／
2 月 10 日（日）
時間

イベント/セッション 会場

内容

エクスカーション

日本各地の AIR によるオリジナルツアー（別紙参
照）

言語

登壇者

