Res Artis Meeting 2019 Kyoto
Creative Encounters: Reimagining Residencies
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

Excursion Tour / Optional Activities #1
エクスカーション／オプショナルイベント①

城崎国際アートセンター（KIAC）と城崎温泉を楽しむツアー
Tour to Kinosaki Onsen (a hotspring town) by the Kinosaki
International Arts Center
豊岡市（関西エリア）
Toyooka City (Kansai Area)

日時：2019年2月10日（日）12:00～2月11日（月）
15:00ごろ
（※半日プランA／1泊2日プランB／1泊2日プラ
ンCから選択してください）
Date: noon Sun. 10 Feb to 3PM Mon. 11 Feb,
2019
(Please select between A. a half day tour / B. 1
night, 2 days / C. 1 night, 2 days)

ツアー料金：無料（ただし、城崎温泉駅までの交通費、

集合：JR城崎温泉駅（解散場所はプランごとに異
なります）
Meeting point: JR Kinosaki Onsen station

最少催行人数：2名
Number of participants: apx. 6 people *If the
number of participants is under 2 people, the tour
will be canceled.

城崎温泉での旅館宿泊費、ツアー中の飲食費などは、
参加者それぞれでご負担ください）

Free Admission (however, participants are
responsible for travel costs to Kinosaki Onsen
station, accommodation, food during the tour, etc.)
定員：6名程度

ホスト：城崎国際アートセンター（豊岡市）
Hosted by the Kinosaki International Arts Center (Toyooka City)

Photo: Madoka Nishiyama

兵庫県豊岡市の日本情緒あふれる温泉街に位置する舞台芸術
専門のアーティスト・イン・レジデンス。ホールに加え、6つのスタジ
オ、22名まで宿泊可能なレジデンスで構成。年1回の公募によっ
て選考されたアーティストは、最短3日～最大3ヶ月まで滞在可能
で、24時間、施設を無料で使用することができる。都市部の喧騒
から離れ、創作に集中することのできる施設として高い評価を受
けている。
The Kinosaki International Arts Center (KIAC) is Japan’s largest
artist-in-residence center specializing in performance art, located
in Toyooka City’s atmospheric hot spring resort town, in Hyogo
Prefecture. It is comprised of a hall, six studios, and
accommodation for up to 22 resident artists. Artists selected
through annual open call applications can stay for a minimum of
three days and up to three months. Residents may use the
facilities free of charge for twenty four hours. KIAC is valued as a
place where artists can focus on creation away from the hustle and
bustle of the city center.
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兵庫県豊岡市城崎温泉は、京都から電車で約2時間半の距離に位置する関西屈指の温泉街です。
このツアーでは、2014年にオープンした国内最大級の舞台芸術のアーティスト・イン・レジデンス「城崎国
際アートセンター」と、そこで滞在制作を行っている最中のアーティストの活動をご紹介します。
さらに、ご希望の方には城崎の旅館に1泊していただき、温泉を楽しんでいただく事も可能です。
Kinosaki Onsen (Toyooka City, Hyogo Prefecture) Is 2.5 hours away from Kyoto City by train, and is one of
the most famous hot spring towns in the Kansai area. In this tour, you will have the opportunity to visit
the Kinosaki International Arts Center, the biggest performing arts residence in Japan, and observe
current artists’ creations.
For anyone who wishes to enjoy the onsen, we will arrange a ryokan (Japanese-style hotel) to
accommodate a one-night stay in town at Kinosaki.
.
スケジュール（予定）

Schedule (TBD)

2月10日（日）
12:00 城崎温泉駅集合（9:25京都駅発⇒福知山駅
乗換⇒11:52城崎温泉駅着のJR電車あり／2018年9
月現在の時刻表）
12:00～13:00 昼食
13:30～16:00 城崎国際アートセンター見学
16:00～ 旅館チェックイン、その後自由行動
城崎温泉泊

Sun 10 Feb
At noon_/ meet at Kinosaki Onsen sta.
(9:25 Kyoto sta. – 11:52 Kinosaki Onsen sta.)
Noon to 1 pm / Lunch
1:30 to 4 pm / Visit the Kinosaki International
Arts Center
4 pm / Check in Ryokan (hotel), followed by free
time.

2月11日（月）
10:00 旅館チェックアウト
10:30～ 出石へ出発
11:00～12:30 出石永楽館見学
12:30～14:00 出石で昼食（出石そば）
15:00ごろ 江原駅で解散

Mon 11 Feb
10 am / Check out
11 am to 0:30 / Visit Izushi Eirakukan
0:30 pm to 2 pm / Lunch (Famous Izushi soba)
3 pm / Tour end and dismissal
Please select the tours you wish to join.
Tour A. only 10 Feb. (from noon to 4 pm)
Tour B. full day tour on the 10th until ryokan
check out on the 11th.
Tour C. full day tour on both the 10th and 11th of
February.

それぞれのご都合に合わせて、参加行程を以下か
ら選択してください。
・プランA：2月10日、城崎国際アートセンター見学ま
でのご参加（2月10日16時ごろ終了予定）
・プランB：2月11日朝の旅館チェックアウトまでのご
参加（2月11日朝終了予定）
・プランC：全行程参加（2月11日15時ごろ終了予定）

Note:
*Please pay travel costs to Kinosaki Onsen
Station
*Host organization will arrange Ryokan
accommodation within your budget. Please feel
free to consult with them.

※城崎温泉駅までの往復チケットは各自でご用意く
ださい。
※プランB、もしくはCにご参加の方は、ご予算に応じ
て城崎温泉の旅館をご予約いたします。申込と合わ
せてご予算をお知らせください。

ご予約・お問い合わせ：

Please send reservations and any inquiries to:

城崎国際アートセンター
担当：吉田雄一郎、 Juliana Kogan
E-mail: info@kiac.jp
TEL: 0796-32-3888
WEB: http://kiac.jp/

The Kinosaki International Art Center
Person to contact: Yuichiro Yoshida, Juliana
Kogan
E-mail: info@kiac.jp
TEL: +81-(0)796-32-3888
WEB: http://kiac.jp/
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Creative Encounters: Reimagining Residencies
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

Excursion Tour / Optional Activities #2
エクスカーション／オプショナルイベント②

PARADISE AIRツアー
PARADISE AIR TOUR
松戸市（東京エリア）
Matsudo City (Tokyo Area)

江戸時代、水戸街道の宿場町として栄えた松戸駅前は、江戸と水戸をつなぐ拠点として多くの旅人が行き
交いました。地元住民の邸宅には過去に訪れた文人画人が宿泊料代わりに残した作品が今も残ると言わ
れます。
かつての松戸宿の歴史伝統をふまえた「一宿一芸」をコンセプトとするパラダイスエアもまた、国内外の
アーティスト達が行き交う文化・芸術のトランジットポイントとして新たな歴史を積み重ねています。
このツアーでは、PARADISE AIRの施設と松戸駅周辺の状況をぐるりとご案内致します。
Situated along the old Mito Road, Matsudo thrived during the Edo Period (1603–1868) as one of the route’s
“post towns”– stop-off points punctuating major roads – where travelers would stay on their journey
between Edo (present-day Tokyo) and Mito. Countless travelers came and went past where Matsudo station
stands today, including artists – poets, painters, calligraphers and the like – who would sometimes leave
pieces of their own art as payment for lodging. Some of these works can still be found today, preserved in
local residents’ homes. In the spirit of this Matsudo tradition, PARADISE AIR operates under the concept of
“One Stay, One Art,” and is accumulating its own history as a cultural and artistic transit point where visitors,
both from Japan and overseas, can stop off along their artistic journeys. We will show you around the
building/rooms of PARADISE AIR and the recent-artistic situations around Matsudo Sta.

日時：2019年2月10日（日） 14:00〜17:00
Date: Sun 10 Feb. 2019 2 pm to 5 pm

定員：20人
Number of participants: 20 persons

参加費：3,000円（お土産付き）
Tour Fee: JPY3,000 (Including souvenir)

場所：PARADISE AIR（松戸市）
Venue: PARASIDE AIR (Matsudo City)

スケジュール

Schedule

2月10日（日）
14:00 松戸駅西口デッキ集合
14:30～15:30 松戸＆PARADISE AIR紹介
15:30～16:00 コーヒーブレイク
16:00～17:00 街歩きツアー

Sun 10 Feb.
2 pm _ Meet at Matsudo Sta. West Exit
2:30 pm to 3:30 pm_ Introduction of Matsudo
City & PARADISE AIR
3:30 pm to 4 pm _ Cofee/Tea Break
4 pm to 5 pm _ City walk tour
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ホスト：PARADISE AIR
Hosted by PARADISE AIR
パラダイスエアは、東京都心からほど近い、千葉県松戸市に
位置するアーティスト・イン・レジデンスです。パチンコホール
楽園の協力により、かつてホテルだったビルを活用して運営
されています。楽園を意味する’PARADISE’からPARADISE AIR
と名付け、2013年にその活動を開始しました。
PARADISE AIR is an artist-in-residence program located in
Matsudo, Chiba Prefecture, conveniently close to yet
comfortably removed from the bustle of central Tokyo. The
program is held on the vacant floors of a former hotel, a
setting afforded to us by the Rakuen pachinko parlor (a
pinball-gambling establishment) owned by Hamatomo
Corporation. We launched the program in 2013, naming
ourselves PARADISE AIR after this “Rakuen” – “paradise” in
English.

ご予約・お問い合わせ：

Researvation and Inquiry to;

PARADISE AIR 担当：庄子／森
E-mail: touch@paradiseair.info
WEB: http://paradiseair.info/

PARADISE AIR (Mr. Shoji/Mr. Mori)
E-mail: touch@paradiseair.info
WEB: : http://paradiseair.info/
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Excursion Tour / Optional Activities #3
エクスカーション／オプショナルイベント③

世界のAIRから（仮）
See the World Residency (title TBD)
松戸市（東京エリア）
Matsudo City (Tokyo Area)

レザルティスミーティング参加者と関東のAIR団体やアーティストによる交流会。トピックなどは追ってお
知らせします。
Fringe network meeting together with Res Artis Participants and AIR or Artists in Tokyo area. Topics will
follow soon.
日時：2019年2月10日（日）18:00〜21:00
Date: Sun 10 Feb. 2019 6 pm to 9 pm

定員：40人
Number of participants: 40 persons

参加費：5,000円（アーティスト以外）
3,000円（アーティスト）
Registration fee: 5,000JPY for non artist
3,000JPY for artist

場所：HAGISO（http://hagiso.jp/）
Venue: HAGISO（http://hagiso.jp/）

Hanare（http://hanare.hagiso.jp/）での宿泊を希望される方は、お問い合わせください。

Please inquire PARADISE AIR if you wish to stay at Hanare（http://hanare.hagiso.jp/）
ホスト：PARADISE AIR
Hosted by PARADISE AIR

パラダイスエアは、東京都心からほど近い、千葉県松戸市に
位置するアーティスト・イン・レジデンスです。パチンコホール
楽園の協力により、かつてホテルだったビルを活用して運営
されています。楽園を意味する’PARADISE’からPARADISE AIR
と名付け、2013年にその活動を開始しました。
PARADISE AIR is an artist-in-residence program located in
Matsudo, Chiba Prefecture, conveniently close to yet
comfortably removed from the bustle of central Tokyo. The
program is held on the vacant floors of a former hotel, a
setting afforded to us by the Rakuen pachinko parlor (a
pinball-gambling establishment) owned by Hamatomo
Corporation. We launched the program in 2013, naming
ourselves PARADISE AIR after this “Rakuen” – “paradise” in
English.

ご予約・お問い合わせ：

Researvation and Inquiry to;

PARADISE AIR 担当：庄子／森
E-mail: touch@paradiseair.info
WEB: http://paradiseair.info/

PARADISE AIR (Mr. Shoji/Mr. Mori)
E-mail: touch@paradiseair.info
WEB: : http://paradiseair.info/
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Excursion Tour / Optional Activities #4
エクスカーション／オプショナルイベント④

冬・雪・北方圏とAIRを体験する！
Experience the Winter Snow of Japan’s
Northern Regions and an Artist Residency in a
Unique Location!
札幌市（北海道エリア）
Sapporo City (Hokkaido Area)
Trans Artis Coordinator Heidi VOGELS/NLによる、ドキュメントとアーカイヴの活用/データベース構築と公
開メディア（ウエブサイト）運営_Trans Artisの公共性に関するレクチャーを実施します。気候と歴史の異な
る北海道・札幌のレジデンス拠点「さっぽろ天神山アートスタジオ」で滞在しながら、真冬の札幌と雪まつ
りを楽しみませんか？
この時期には、国際公募により選出されたアーティスト４名（組）がキーワード「冬・雪・北方圏」にした滞在
制作を行っています。レジデンス拠点のさっぽろ天神山アートスタジオは公園の中に位置しており、豊富
な雪の中での生活を体験することができます。
TransArtists coordinator Heidi Vogels (The Netherlands) will give a lecture on utilizing documentation and
archives, building databases, running websites and other media, and the public nature of TransArtists.
While staying at Sapporo Tenjin-yama Art Studio, an artist residency facility located in Sapporo in Hokkaido,
an island in the far north of Japan with a distinctive climate and history, participants can enjoy the city
during the midwinter as well as its famous Snow Festival.
During the visit, four artists selected through an international open call will also be staying at the
residency and creating artworks inspired by winter, snow, and the Northern Regions. Located inside a park,
Sapporo Tenjin-yama Art Studio will give participants the opportunity to experience an incredible snowy
landscape.
続けるための記録について_AIR勉強会002
Study Meeting 002_Documents and Archives
for Sustainability

Res Artis Meeting 2019 Kyoto参加者のための
AIR拠点滞在体験
Residency experience for participants of Res
Artis Meeting 2019 Kyoto

日時：2019年2月10日（日）16:00〜18:00
Date: Sun 10 Feb. 2019 4 pm to 6 pm
参加費：無料
Admission Free
定員：25名
Number of participants: 25

滞在期間：2019年2月8日（金）～11日（月/祝）
の1泊～3泊4日
*最終チェックアウトは11日10:00AM
Date: Fri. 8 Feb to Mon. 11 Feb. 2019 (between
1 night to 3 nights) *Check out 10AM
受入人数：3名
Number of participants: 3 persons
スタジオ：滞在スタジオC
*個室ではありません。相部屋になります。
https://tenjinyamastudio.jp/stay/
Studio to stay: Studio type C *Sharing room
料金：3,500円/泊＆寝具付
Fee: 3,500JPY/Night (including bedclothes )
*定員に達し次第締切ります。
*available on a first come, first served basis

レクチャー後に滞在中のアーティストとの交流
会があります（有料）
Exchange party with artists available after the
lecture.(Fee required)

申込締切：2018年1月21日（月）
Deadline: Mon. 21 Jan.2018
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さっぽろ雪まつり
http://www.snowfes.com/
The Sapporo Snow Festival, one of the Japan’s largest winter events,
attracts about two million people from Japan and abroad every year.
During the festival, Sapporo is tuned into a winter dreamland of
crystal-like ice and white snow.
日時：2019年2月4日（月）～11日（月・祝）*大通会場・すすきの会場
Date: Mon. 4 Feb. to Mon. 11 Feb 2019

*京都市内から、北海道札幌市（さっぽろ天神山アートスタジオ）までの日本国内移動の手配は各自お願
いします。また移動費用は自己負担となります。
*Please note that participants need to arrange their own travel from Kyoto to Sapporo (Sapporo Tenjinyama Art Studio) and pay for the travel costs.

ホスト：さっぽろ天神山アートスタジオ
Hosted by Sapporo Tenjinyama Art Studio

天神山緑地内の自然豊かで静かな環境、13室の滞在
スタジオのほか、展示スペース、市民も利用可能な交
流スタジオ（有料）の貸し出しを行っています。緑地公
園の無料休憩所としても開放しているのが特徴。1階
吹き抜けのロビー空間は、誰でも気軽に立ち寄ること
ができる公共空間で、交流イベントや滞在作家の成果
発表、公開制作などを通して、滞在作家と市民の対話
が日常的に生まれる環境が作られている。
Located within the tranquil natural environment of
Tenjinyama Part, Sapporo Tenjinyama Art Studio has
thirteen studio apartments, an exhibition space, and
rental spaces for community use. The facilities are also
open to the public as the park’s free rest house. The
lobby area with a vaulted ceiling on the first ground
welcomes everyone, and it provides an environment
where resident artists and local people interact through
social events, presentations and open studios by the
artists.

ご予約・お問い合わせ：

Researvation and Inquiry to;

さっぽろ天神山アートスタジオ
担当：小田井真美（AIRディレクター）
E-mail: mami@sapporo2.org
WEB: https://tenjinyamastudio.jp/

Sapporo Tenjinyama Art Studio
(Ms. Mami Odai, AIR director)
E-mail: mami@sapporo2.org
WEB: https://tenjinyamastudio.jp/
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