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
ヤマガミユキヒロ（オープニングパフォーマンス）
1976 年大阪生まれ。
2000 年京都精華大学美術学部卒業。
日常で見慣れた風景を鉛筆や墨などで描画した絵画に、
同一視点から撮影した映像をプロジェクターによって
投影する「キャンバス・プロジェクション」という絵画
に光と時間を取り入る独自の手法により作品を制作。こ
れまで東京ステーションギャラリー、アサヒビール大山
崎山荘美術館、川崎市岡本太郎美術館などでの展覧会に
参加。また、2014 年からは能楽とのコラボレーションによる「noh play」というプロジェクト
に取り組み、2016 年に「noh play 2016」
（札幌市教育文化会館）、2017 年に東アジア文化都市
2017 京都開幕式典にて「noh play TAMURA」（ロームシアター京都）の舞台芸術を担当。

林宗一郎（オープニングパフォーマンス）
能楽師観世流シテ方。1979 生まれ。3 歳で『鞍馬天狗』の花見役にて
初舞台。父・十三世林喜右衛門、及び二十六世観世宗家 観世清和に師
事。2012 年、独立披露能にて大曲『道成寺』を披く。京都、東京、岡
山、鳥取に稽古場を持ち、謡と仕舞の指南にあたる。レクチャーや体験
講座などの普及活動も積極的に行う。2013 年、能楽自主企画公演「宗
一郎の会」を発足。2014 年京都市芸術文化特別奨励者認定。

Tomi Aho （前回ミーティングの報告）
is a Special Advisor at the Arts Promotion Centre Finland, where he works as a coordinator
of the development program for cultural diversity and mobility. He started his journey at the
Arts Promotion Centre Finland in 2002 as a regional artist/producer and has worked as a
Special Advisor since 2007. During his career he has created and implemented several
international and multidisciplinary projects, especially in the Barents Euro-Arctic Region. He
has worked as a project leader, chairperson and an expert in several EU -funded project
steering groups. He is a member of the Barents Joint Working Group on Culture (JWGC). He
was also a member of the Open Method of Coordination (OMC) Working Group of European

Union Member States Experts on Artists` Residencies when a policy hand book on Artists`
Residencies was created.

建畠晢（挨拶）
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 （パネルディスカッション「AIR の変化のために」）
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。

山本麻友美（パネルディスカッション「AIR の変化のために」）
奈良県生まれ。2000 年の京都芸術センター開館時より、ア
ート・コーディネーター。その後、シニア・アートコーディ
ネーター、プログラム・ディレクターを経て、2016 年より
チーフプログラム・ディレクター。アーティスト・イン・レ
ジデンス事業、展覧会事業等の統括を行う。2017 年に元離
宮二条城、京都芸術センターを会場にした「東アジア文化都
市 2017 京都 アジア回廊現代美術展」ではキュレーターを

務めた。

Anupama Sekhar（パネルディスカッション「AIR の変化のために」）
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（パネルディスカッション「AIR の変化のために」、プレゼンテーション「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－」
）

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。

近藤誠一（基調講演）
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。

松尾惠（プレゼンテーション 展覧会「藝文京展～つなぐ～」）
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。

小田井真美（パネルディスカッション「日本における AIR の概況」、ワークショップ「AIR におけるアー
カイブの役割」
）

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。

吉田雄一郎（パネルディスカッション「日本における AIR の概況」）
トーキョーワンダーサイト、フェスティバル／トーキョーな
どにてコーディネーターとして勤務ののち、兵庫県豊岡市の
舞台芸術専門の AIR 施設、城崎国際アートセンターのプログ
ラムディレクターとして、レジデントアーティストの選定や
主催公演等年間プログラム立案に携わる。北近畿・山陰地域
の緩やかなアートネットワークを構想中。演劇カンパニー・
マレビトの会のプロジェクトメンバー。

森純平（パネルディスカッション「日本における AIR の概況」、ペチャクチャプレゼンテーション「ネク
スト・ウェーブ・レジデンシーズ」
）

1985 年マレーシア生まれ。東京藝術大学建築科大学院修了。在
学時より建築から時間を考え続け、舞台美術、展示、まちづく
り等、状況を生み出す現場に身を置きつづける。2013 年より千
葉県松戸を拠点にアーティスト・イン・レジデンス「PARADISE
AIR」を設立。主な活動に遠野オフキャンパス （2015-）、ラー
ニングをテーマとした「八戸市新美術館設計案（共同設計＝西
澤徹夫、浅子佳英）」
（2017-）
、東京藝術大学美術学部建築科助
教（2017-）
。

Heidi Vogels（パネルディスカッション「日本における AIR の概況」）
アーティスト、映像作家。長期間のリサーチを核としたプ
ロジェクトを行っている。現在はフェズ・モロッコにて制
作しているドキュメンタリー映像作品の完成を間近に控え
る。
オランダ AIR プラットフォームであるトランス・アーティ
スツのコーディネーターとして、設立当初より活動してお
り、オランダとフランドル地域の AIR 団体間の情報交換の
場を提供し、主催者と世界中の AIR をネットワークで結ぶ
プラットフォームを設けている。また、滞在型の芸術制作
プログラムに関するさまざまなアドバイスを、アーティスト、資金提供者、政策立案者らに向け
発信している。www.transartists.org / www.dutchculture.nl/ www.heidivogels.nl

Marie Fol（パネルディスカッション「日本における AIR の概況」）
has been working in the field of cultural mobility since 2010, first
for the artist-in-residence information platform Trans Artists
(2010-2012) and then for DutchCulture, centre for international
cooperation (2013-2018). Marie Fol has extensive experience in
complex project management within a national institute such as
DutchCulture, as Head of the Dutch Creative Europe desk, as
well as in international settings, specifically in the coordination
of European culture cooperation projects (ON-AiR, Green Art Lab
Alliance). She is regularly invited as expert on artist residencies in Europe, and facilitates
trainings for artists (mostly in visual arts, performing arts, and music) and cultural
professionals (producers, cultural managers) into the practical aspects of mobility such as
visa, taxation and funding opportunities. She was delegated by the Dutch government as
expert on cultural mobility in the 2016 Stock-Taking meeting organised by the European
Commission. Since 2017, Marie is treasurer and board member of On the Move, the cultural
mobility information network in Europe and beyond (www.on-the-move.org).

朝倉由希（パネルディスカッション「地域活性と AIR」）
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（パネルディスカッション「地域活性と AIR」）
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。
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Arie Syarifudin （パネルディスカッション「地域活性と AIR」）
Born in 1985, Indonesia. He is also known as Alghorie is
affiliated as an artist, curator, cultural producer and graphic
designer to the Jatiwangi Art Factory in the village of Jatiwangi
in West Java, which is Indonesia’s roof tile manufacturing
centre. Established on September 27, 2005. Jatiwangi art
Factory is a community-based organization focused on
examines how contemporary art and cultural practices can be
contextualized with the local life in rural area, both form nor
ideas; such as festivals, visual art, ceramic, music, artists in
residency, monthly discussions, radio and television broadcast and education. Arie’s main
interest is the dynamics of community behavior in a rural-urban context.

Annalee Davis（パネルディスカッション「地域活性と AIR」）
インスティゲーター、文化プロデューサー、教育者、ライター、ビジ
ュアルアーティストとしてハイブリッドな実践を行う。2011 年、17 世
紀にサトウキビ農場であった近代酪農場にアートのプラットフォーム
であり、小規模アーティスト・イン・レジデンスプログラムでもある
「Fresh Milk」を設立。2012 年、西インド諸島アルバで「Caribbean
Linked」を共同設立し、周辺の様々な言語領域から若手キュレーター、
アートライター、アーティストを集める、1 年ごとのレジデンスプロ
グラムを運営。2015 年、カリブ海地域の地政学的ギャップの橋渡しを
するための独立プラットフォーム「Tilting Axis」を共同設立。2016～
2018 年までブリティッシュ・カウンシルのカリブ海地域アーツマネー
ジャーを務め、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴでプロ
グラム開発を担当。2005～2018 年までバルバドス・コミュニティ・カ
レッジのビジュアルアートコース（学士）非常勤チューター。2019 年春には TEOR/éTica の
「Local Writings. Critical Positions from Central America, the Caribbean and their Diasporas」
というシリーズにおいてデービスの文章を出版予定。現在、Alaina Claire Feldman キュレーシ
ョン、Sidney Mishkin Gallery（ニューヨーク）にて 2020 年春開催予定の個展に向け制作中。
1986 年、メリーランド・インスティテュート・カレッジ・オブ・アートで美術の学士号、1989
年、ニュージャージー州立ラトガース大学で美術の修士号を取得。

Jean-Baptiste Joly（ビデオプレゼンテーション「AIR の新類型」）
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。

Anna Lovecchio （ビデオプレゼンテーション「AIR の新類型」）
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。

Petra Johansson（ペチャクチャプレゼンテーション「ネクスト・ウェーブ・レジデンシーズ」）
is the artistic leader and operational manager of Art
Inside Out, the nomadic residency institution situated in
Halland on the Swedish west coast. The institution is run
by Region Halland and the region’s six municipalities
with an ambition to intersect artistic work and a chosen
site. Petra Johansson is also editor-in-chief for AIO
Journal, Art Inside Out’s online publishing and exhibition
platform.

She

has

experience

of

working

with

contemporary art and culture in different roles. As a curator within institutions and freelancing,
as an art consultant, and as a filmmaker specialized in artist portraits and documentary
features for art institutions and the Swedish public service television. She is educated at the
University of Gothenburg and holds a Master in Film Curating from the Academy of
Valand/Gothenburg University.

Davor Abazovic（ペチャクチャプレゼンテーション「ネクスト・ウェーブ・レジデンシーズ」）
is the producer for Art Inside Out, the nomadic residency
institution situated in Halland County on the west coast of
Sweden. He also works with communications and with AIO
Journal, Art Inside Out’s online publishing and exhibition
platform, both as a content provider and with various editorial
tasks. He has experience of working as a project leader at film
festivals, as a freelance writer and interviewer, and as educator
in the fields of television & film production, and art studies. He
is a self-taught filmmaker & photographer, and a former
musician. He holds a Master in Film Studies and B.A. degrees in Comparative Literature and
Pedagogy.

Maayan Strauss（ペチャクチャプレゼンテーション「ネクスト・ウェーブ・レジデンシーズ」）
ニューヨーク、ベルリンを拠点に複合的領域で活動するアーティ
スト、建築家、キュレーター。世界的な船舶会社と連携し、空き船
室をスタジオスペースとして貨物船上で招聘アーティストが作品
を制作するレジデンス・プログラム「Container Artist Residency」
の創立者、ディレクター。Sushi Bar Gallery（ブルックリン、2013
～2017 年）設立者、アートシーンの裏側で起こる実践を取り上げ
る『Art Handler』誌編集者。近年では、Recess（ニューヨーク）
プロジェクト内でアーティスト・イン・レジデンス「The Service
Room」を実施。これまで The Herzliya Museum of Contemporary Art（イスラエル）
、イスラエ

ル博物館（エルサレム）、The Haifa Museum of Art（イスラエル）、Para Site 藝術空間（香港）
、
Recess、Storefront for Art and Architecture、Andrea Meislin Gallery、Louis B. James Gallery
（いずれもニューヨーク）、深圳建築ビエンナーレ／アーバニズム（中国）等の美術館、ギャラ
リーで作品を発表するなど国際的に活躍。アーティスト、ジェームズ・タレル氏の主任デザイナ
ーを務めたこともあり、グッゲンハイム美術館（ニューヨーク）、ロサンゼルス・カウンティ美
術館、ヒューストン美術館での重要な回顧展を指揮した。ベツァルエル美術デザイン学院（エル
サレム）で建築の学士号、イェール大学で写真の修士号を取得。

Drew Bennett（ペチャクチャプレゼンテーション「ネクスト・ウェーブ・レジデンシーズ」）
アーティスト、デザイナー。2012～2018 年まで Facebook 社
アーティスト・イン・レジデンスプログラム創設キュレーター
／ディレクター。このレジデンスプログラムは「アーティスト
第一」という理念の元、完成したアート作品を取り寄せるので
はなく、地域のアーティストを Facebook 本社に招き、従業員
と協力してサイトスペシフィックな新規プロジェクトを実施
するものである。これまで世界中から 500 人以上のアーティストが招聘され、現在も拡大し続
けている。世界規模のプログラムとして十分に成長を遂げたことを見届けたベネットは、サンフ
ランシスコ・ベイエリアやその他の地域でアート制作とリーダーシップの新しい機会を探すべ
く Facebook 社の仕事を離れ、現時点では、バー・レストランであり、創造、アクティビスム、
コミュニティを重視する地元のスペースでもある Starline Social Club で、よりフォーマルなリ
ーダーシップの役割を担っている。

山崎伸吾（茶会「おも茶会」）
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 （ワークショップ「新進 AIR のためのレザルティスワークショップ」）
イラン在住のレザルティス中東・北アフリカ・南アジア地域コーディ
ネーター。英文学学士。ドキュメンタリーフィルム制作、リサーチ、
フィルムアーカイブ、ジャーナリズム、ドキュメンタリーフィルム配
給について幅広い経験を持つ。現在、ドキュメンタリーフィルムに特
化したイランの季刊誌『Cinema- Haghighat』編集会議代表、主にド
キュメンタリー映画にフォーカスする Rybondoc センター理事。ドキ
ュメンタリーフィルム配給者としてはコミュニケーションおよび戦
略的プランニングの経験を有する。近年、中東・北アフリカ・南アジ
ア地域を管轄するコーディネーターとしてレザルティスに参加。

Lea O’Loughlin （ワークショップ「新進 AIR のためのレザルティスワークショップ」、プレゼンテー
ション・パネルディスカッション「評価の視点」
）

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。

村田達彦（ワークショップ「マイクロレジデンス」）
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（ワークショップ「レザルティス会員向け新ウェブサイトトレーニング」）
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。

Lisa Funderburke Hoffman（ワークショップ「レジデンスプログラムに多様性を確保する」）
is the Executive Director of the Alliance of Artists Communities, an
international association of 400+ artist residency programs and arts
organizations. A dynamic facilitator, she regularly consults with
residencies, foundations and other non-profits on engagement
strategy, and has spearheaded the Diversity and Leadership
Initiative,designe to promote equity and inclusion in the residency
field by building equitable capacity of organizations, and retention
strategies for leaders of colors and leaders with disabilities. Prior to
AAC, Lisa held leadership posts at McColl Center for Art + Innovation
and Discovery Place. She serves on the Grantmakers in the Arts
Individual Artist Committee and on the boards of the Performing Arts
Alliance, Institute of Museum and Library Services, and National Assembly of State Arts
Agencies.

Irmeli Kokko （プレゼンテーション「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
－」
）

has been working as curator, producer and educator since 1990’s,
at the Helsinki Festival;

MUU, artists’ association; Regional Arts

Council of Uusimaa and Frame, Finnish Fund for Art Exchange. In
1998 she initiated the HIAP – Helsinki international Artist Program
and worked there as director, later as chairman and member of the
board (1998-2015). She has initiated and started new residency
programs for Finnish artists at the Frame (2003-2006) and at the
Academy of Fine Arts (2015-) a postgraduate residency program,
supported by the Saastamoinen Foundation.

She has been

member of expert-groups of residencies at the Arts Council of
Finland (1995-2010) and at the Nordic Council of Ministers, Module to support artists
residencies (2007-2011) and a board member of the Res Artis (1999-2001).

From 2006 to

July 2018 she worked at the Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki she worked as lecturer
within the the Artist in Society studies.

She has curated alone and collaboratively several

seminars and symposiums, like Residencies Reflected (2016) together with Taru Elfving and
Juha Huuskonen, supported by the Kone Foundation. She’s one of the three editors of the
publication Contemporary Artist Residencies - Reclaiming Time and Space (2019). The book
is a consequence of collaborations and activities during several years within artists
residencies, nationally and internationally.

上村絵梨子（京都市立芸術大学学内展ツアー）
1985 年福岡県生まれ。2015 年より京都市立芸術大学国際交流室イ
ンターナショナル・コーディネーターとして海外大学との交換留学
プログラムや海外からの視察対応等を行う。元・京都芸術センターア
ート・コーディネーター（2012～2015 年）として展覧会業務のほか、
アーティスト・イン・レジデンス事業を担当。東アジア文化都市 2017
京都『アジア回廊現代美術展』アシスタント・キュレーター／エデュ
ケータ―（2017 年）
。

Markus Wernhard （アート施設訪問）
1961 年生まれ。ミュンヘン大学にて、中国、日本、ドイツ文学を専攻。
専門分野は比較文学。1985 年から 1987 年まで南京大学に留学し、1992
年よりゲーテ・インスティトゥート勤務。1994 年に初の海外任地とし
て日本へ赴任。以後、二度にわたってゲーテ・インスティトゥート東京
の文化部長・東アジア地域文化担当を務め、ゲーテ・インスティトゥー
ト北京所長、ゲーテ・インスティトゥート台北所長を経て、2014 年よ
りゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川館長。

矢津吉隆（アート施設訪問）
美術家、 kumagusuku 代表。1980 年大阪生まれ。2004 年京都
市立芸術大学美術科彫刻専攻卒業。京都造形芸術大学非常講師。
大学卒業後、2006 年までアーティストグループ Antenna で活動
したのち独立し、京都を拠点に活動。立体を中心に様々な素材を
用いてインスタレーション作品を制作。主な展覧会に第 13 回岡
本太郎現代芸術賞展(2010)、個展「umbra」Takuro Someya
Contemporary Art tokyo (2011)など。2013 年、AIR プログラム
でフランスのブザンソンに 2 ヶ月間滞在、個展を開催する。2012
年から宿泊型アートスペース kumagusuku のプロジェクトを
始動、瀬戸内国際芸術祭 2013 醤の郷+坂手港プロジェクトに参加。3 ヶ月限定で開催。2015 年
1 月に京都市壬生に KYOTO ART HOSTEL kumagusuku を正式オープン。
http://www.yazuyoshitaka.com
http://kumagusuku.info

パラモデル・ハヤシヤスヒコ（アート施設訪問）
デザイナーを経て、2001 年京都市立芸術大学美術学部構想設
計専攻卒業。同年より中野祐介と作品制作発表を開始し 2003
年よりパラモデルと名乗る。
東大阪の町工場で生まれ育ったという背景をもち、大量生産
された工業製品の特にユニット性のあるパーツを用いて、1
人又は不特定多数の人々と遊ぶことによって、サイトスペシ
フィックな拡張性のあるインスタレーションから絵画、彫刻、
写真、映像など様々な方法で、美術における空間表現の可能性を探る作品を制作する。

Eliza Roberts（全体司会）
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（全体司会）
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。

