
会場

登壇者

札幌市澄川地区会館 多目的ホール
〒005-0003 北海道札幌市南区澄川3条2丁目6
TEL 011-813-5300

2016年12月17日㊏ 交流会 21:00 ｰ18:30 ｰ20:30  

アジアフォーラム＆交流会
AIR  CAMP  2016    Asia  Forum  &  After  Party

ー黄金町エリアマネジメントセンターの“アジア的”アート活動ー
アートプロクエクトとアーティストのサバイバルについて

一般参加可能・有料

交流会は、さっぽろ天神山アートスタジオに
移動して開始します。参加費： 1,000円

参加費
フォーラムのみ＝ 500円
フォーラム＋交流会＝ 1,500円

●プレゼンテーション（各20分・逐次英日通訳）
　山野 真悟（黄金町エリアマネジメントセンター／横浜）、Mark Salvatus（98B ／フィリピン）、Tuan Mami（Nhà Sàn Collective ／べトナム）
●ワークショップ講師、ゲスト全員によるラウンドテーブル
　モデレーター：小川 希（Art Center Ongoing ／東京）　進行：小田井 真美（さっぽろ天神山アートスタジオ／札幌）

12月15日㈭までにオンラインフォームにて各自お申し込みください。
定員に達した段階で募集を終了します。

AIRキャンプ2016冬事業問合せ＆参加申込専用番号　TEL/070-5607-4204

定員

参加
申込

50名 事前予約・
先着順

　なぜいまアジアなのでしょう？　日本はアジアの一員でありながら、私たちはアジアのアーティストの活動、アートシーンにつ
いて、その背景も含め知る機会は多くありません。今回は、もともとの活動拠点であった福岡で培ったアジアとの縁を横浜の
拠点で結びなおし、独自のネットワークを構築してきた山野真悟氏をゲストに迎え、黄金町エリアマネジメントセンターを拠点
に、地域と渡り合う、“アジア的”アート活動の取り組みについて紹介いただきます。
　改めていま、日本のわたしたちがアジアとつながる意義や親和性を、自国で、また国外でも積極的に活動の場を広げるアジアの
アーティストを交え、合宿ワークショップの参加者と、独自の歴史的背景のある北海道・札幌で対話し、共有することを試みます。

アジアフォーラム＆交流会 参加申込オンラインフォーム
http: //ur0.l ink /ztoH

↑至 札幌

↓至 真駒内
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澄川地区会館

A I R  キャンプ  2 016  冬
アー ティスト・イン・レ ジ デ ン ス を 始 めよう！

ー 地域とのつきあいかた合宿ワークショップー

アーティスト・イン・レジデンス事業人材育成キャンプ＆フォーラム アジア　AIRキャンプ2016冬

主催／特定非営利活動法人S-AIR　　
助成／文化庁 平成28年度 アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業
　　　国際交流基金アジアセンター

2 016年12月16日㊎  /  17日㊏  /  18日㊐

協力／AIR NETWORK JAPAN, MOVE ARTS JAPAN
企画／小田井真美（さっぽろ天神山アートスタジオ）　　
運営事務局／大友恵理、寺岡桃、さっぽろ天神山アートスタジオ

アーティストが いることから始まるプロジェクト

参加者
募集！
申込
締切

定員
20名12.9金



1976年東京生まれ。2001年武蔵野美術大学卒。2004年
東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。2002年か
ら2006年に亘り、大規模な公募展覧会『Ongoing』を、年
一回のペースで企画、開催。その独自の公募システムにより
形成したアーティストネットワークを基盤に、2008年に吉祥
寺に芸術複合施設『Art Center Ongoing』を設立。現在、
同施設代表。また、JR中央線高円寺駅～国分寺駅区間を
メインとしたアートプロジェクト『TERATOTERA（テラトテ
ラ）』のチーフディレクターも務める。2016年、総勢45名から
なるアーティスト集団『Ongoing Collective』を結成。

小川 希
Nozomu Ogawa
Art Center Ongoing ／東京

札幌市の遊休施設の再利用として、2014年に文化芸術
施設として開始した。天神山緑地公園の中にあり、建物
の一部を無料休憩所として開放している。13のスタジオ
があり、市内、国内外のアーティストなど文化芸術分野の
プレイヤー、研究者を対象にセルフ・ファンディングでの
滞在を促進している。創造的活動を行う方々個人の活
動に対し、札幌での滞在制作のチャンスを提供するAIR
支援と同時に、市内の別事業で招聘されたプレイヤーや
ゲストの滞在もあり、広く市内の文化芸術分野のインフラ
として機能を発揮している。一般市民、来館者と創造的
活動をつなぐコーディネートを主軸にした新しいタイプの
文化芸術施設と活動である。

さっぽろ天神山アートスタジオ
http://tenjinyamastudio.jp/

1999年度、札幌アーティスト・イン・レジデンス実行委員会を
発足、2005年、NPO法人S-AIRとなる。2004年以降から10
年間、ICC（さっぽろ産業振興財団管轄、インター クロス・ク
リエイティブ・センター）とのタイアップでAIR事業を展開。現
在は再び、インディペンデントな組織として独自の事業路線を
進めている。現在までの16年間で35カ国、88名の滞在製作
をサポートするほか、S-AIRアワードとして、海外9カ国、11施
設、13名の派遣事業も行なっている。

特定非営利活動法人S-AIR
http://www.s-air.org

2016年12月9日㈮

↓至 真駒内

↑至 札幌

［さっぽろ天神山アートスタジオへのアクセス］
●地下鉄をご利用の場合
札幌市営地下鉄南北線
「澄川駅」西出口または北出口より徒歩11分
「南平岸駅」西出口より徒歩14分
●バスをご利用の場合
じょうてつバス［環56］
「平岸1条16丁目」下車、徒歩8分
※詳細はHPをご確認ください。また、施設専用の駐車場
はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。

12:00-13:00 合宿参加者集合 
13:00-14:30 講師・ゲスト紹介、参加者自己紹介 
15:00-16:00 大澤 寅雄（ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室／文化生態観察）
 レクチャー
17:10-18:00 貸切バスで移動
18:00-21:00 札幌市内温泉施設にて交流会＋グループワーク①
21:00 貸切バスで移動
21:45 さっぽろ天神山アートスタジオ帰着
22:00-23:00 夜のプレゼンテーション
 「アーツ前橋と地域プログラム」
 プレゼンター：家入 健生（アーツ前橋）

1
Day

　昨年度から始まったAIRキャンプの2回目となるこのプログラムでは、日本国内に広
がる文化芸術事業、アーティストの活動の新しい傾向に着目します。事業運営者と
アーティスト自身は、この新しい動きの意義や可能性をそれぞれどのように見出してい
くべきなのでしょうか。
　そこで今回は、日本と同様に西洋型ではない、独自の生き方、コミュニティのあり
方、文化由来の活動を模索しサバイバルする東アジアのアート現場実践者と“文化芸
術事業・アーティストの活動と地域・コミュニティのつきあい方”について意見交換しな
がら、参加者それぞれの活動地域でのこれからの事業計画をつくってみる、2泊3日の
合宿型プログラムと、東アジアのプロジェクト実践者を迎えるフォーラムイベントを開催
します。 このAIRキャンプ2016冬事業を通じて、新しいアーティスト・イン・レジデンスの
潮流を、アジアの、日本各地の現場で奔走する講師、チューター、ゲスト、参加者のみ
なさんと共につくっていきたいと考えています。

企画：さっぽろ天神山アートスタジオ 小田井 真美（AIRディレクター）

対象者   
•AIR事業運営をされている方
•AIR事業開始を検討しているアー
ティストを含む個人・団体
•地方自治体、まちづくりに携わる方
•コミュニティとアート、東南アジアの
アートに関心のある方

定員 20名（先着順）

参加方法
さっぽろ天神山アートスタジオ
に滞在体験する参加

20,000円
滞在スタジオ＋寝具代、全てのプログラム、初日の交流
会参加費、2日目フォーラム及び交流会参加費含む

滞在体験なしの参加

15,000円
全てのプログラム、初日の交流会参加費、2日目フォー
ラム及び交流会参加費含む

滞在場所
さっぽろ天神山アートスタジオ
http://tenjinyamastudio.jp
http://tenjinyamastudio.jp/stay/#sublink05
滞在については、同施設HPの「滞在スタジオの使用
にあたって」をよくお読みください。

参加申込
ご参加希望の方は、申込締切日迄に下記URLよりお
申込みください。
締切前に定員に達した場合は、募集を予定より早め
て終了します。

地下鉄
南北線
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AIR  キャンプ  2016  冬
合 宿 ワ ー ク ショップ

インフォメーションプレゼンター／ゲスト

参加者募集要項 タイムテーブル

http://ur0.link/ztoL

合宿ワークショッププログラム
参加申込オンラインフォーム

AIRキャンプ2016冬 事業問合せ＆参加申込専用

Mail/workshop@tenjinyamastudio.jp 
TEL/070-5607-4204※時間は前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。

12.16
fri

10:00-12:00 グループワーク②
14:00-16:00 アジアのアートマップつくりワークショップ
 プレゼンテーション
 プレゼンター：小川 希（Art Center Ongoing）
 聞き手：東方 悠平（アーティスト／npo S-AIR）

16:30-17:30 プレゼンテーション
 「まちづくりをベースにしたアートプログラム
 ～アッセンブリッジ・ナゴヤという企てを通して～」
 プレゼンター：古橋 敬一（港まちづくり協議会 事務局）、
 ゲストプレゼンター：吉田 有里（MAT, Nagoyaディレクター）

18:30-20:30 フォーラム＠澄川地区会館（一般公開）
 ●プレゼンテーション（各20分・逐次英日通訳）
 　 山野 真悟（黄金町エリアマネジメントセンター）
 　 Mark Salvatus（98B）
 　 Tuan Mami（Nhà Sàn Collective）

 ●WS講師、ゲスト全員によるラウンドテーブル
 　 モデレーター：小川 希
 　 進行：小田井 真美

21:00- 交流会＠さっぽろ天神山アートスタジオ

2
Day

12.17
sat

10:00-12:00 グループワーク③
 ※10:00-12:00 Art and Breakfast Day が
 　天神山アートスタジオで同時開催されています。

13:30-15:00 まとめ:参加者による地域とつきあうレジデンスの
 運営計画グループ・プレゼンテーション
16:00 終了／解散

3
Day

12.18
sun

申込
締切

1

2

一般参加可能・有料

一般参加可能・有料

【所在地】
〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目2-10 3F-A
TEL/011-299-1883　Mail/info@s-air.org

〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条17丁目1番80号
（天神山緑地内）
TEL/011-820-2140　FAX/011-820-2142

講 師

定員 15名

1976年、愛知県生まれ。2008年より港まちづくり協議
会事務局次長。名古屋学院大学、愛知淑徳大学等に
て非常勤講師。博士（経営学）。
学部時代にアラスカへ留学。帰国後、大学院へ進学す
ると共に、商店街活性化のまちづくり、愛知万博におけ
るNGO/NPO出展プロジェクト、国内および東南アジア
をフィールドにするワークキャンプのコーディネーター等
の多岐にわたる活動に従事。多忙かつ充実した青春
時代を過ごす。人と社会とその関係に関心がある。

古橋 敬一
Keiichi Furuhashi
港まちづくり協議会／名古屋

チューター

1970年生まれ。㈱ニッセイ基礎研究所芸術文化プロ
ジェクト室准主任研究員、九州大学ソーシャルアートラ
ボ・アドバイザー、NPO法人STスポット横浜監事。慶應
義塾大学卒業後、劇場コンサルタントとして公共ホー
ル・劇場の管理運営計画や開館準備業務に携わる。
2003年文化庁新進芸術家海外留学制度により、アメリ
カ・シアトル近郊で劇場運営の研修を行う。帰国後、
NPO法人STスポット横浜の理事および事務局長、東京
大学文化資源学公開講座「市民社会再生」運営委員
を経て現職。共著＝『これからのアートマネジメント”
ソーシャル・シェア”への道』『文化からの復興 市民と震
災といわきアリオスと』。

大澤 寅雄
Torao Osawa
ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室
／文化生態観察　※12/16のみ

ゲスト

1950年福岡県生まれ。1978年よりIAF芸術研究室を
主宰、展覧会企画等をおこなう。1990年ミュージアム・
シティ・プロジェクト事務局長に就任。1990年より隔年
で街を使った美術展「ミュージアム・シティ・天神」をプロ
デュース。「まちとアート」をテーマに、プロジェクトやワー
クショップ等を多数てがける。2005年「横浜トリエン
ナーレ」キュレーター。2008年より「黄金町バザール」
ディレクター、翌2009年黄金町エリアマネジメントセン
ター事務局長に就任。
芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

山野 真悟
Shingo Yamano
黄金町バザール ディレクター／横浜

ゲスト

1980年マニラ生まれ。マニラ／大阪を拠点に活動。
ヴァーガス美術館、アテネオ・アート・ギャラリー、フィリピン
文化センター、ドローイング・ルーム、1335マビニ（以上マ
ニラ）、ラ・トローブ大学ビジュアルアートセンター（ビクトリ
ア州／オーストラリア）、アートセンターオンゴーイング（東
京）、高陽アートスタジオ（韓国）等で個展開催。
作品やプロジェクトはベネチア建築ビエンナーレ フィリ
ピン館（2016）をはじめ、国際的なグループ展でも多数
発表している。フィリピン文化センター第13回アーティス
ト・アワード（2012）およびアテネオ・アート・アワード
（2010）受賞。また、2006年にはマニラを拠点とするス
トリートアーティストのコミュニティであるフィリピン・スト
リート・プラン、2012年には創造的な共有・議論・協働
を目指す分野横断的な場として98Bコラボラトリーを共
同設立している。

マーク・サルバトス
Mark Salivates
98B／フィリピン

チューター

定員 5～10名

1981年ハノイ生まれ。2006年ハノイ美術大学卒業。クリ
エイターとして活動する一方で、MACハノイ（モバイルアー
トセンター）を2012年に設立、Nha サンコレクティブアート
スペース（ハノイ）共同設立者（2013）、サンフランシスコ・
アート・インスティテュート客員研究員（2013）。表現にお
ける新しいメディアと方法を継続的に探求している。
制作は、異なる分野の異なる方法、例えば人類学や社会
研究などを取り入れ、インスタレーションや映像、パフォー
マンス、コンセプチュアルアートを用いながら、ますます沈思
黙考的な実験状態になっている。近年、私的空間・公的空
間両方における、パフォーマンス性のある複合インスタレー
ションの実験を開始。作品はしばしばサイトスペシフィック
で再構築的な考え方に基づきながら、人生についての問
いや意味、人間同士の社会的相互作用を扱うものであり、
つまり、ある特定の現実にある人や物を、社会過程におい
てアーティストと関わるように引き込む状況を再構築する。

チュアン・マミ
Tuan Mami
Nhà Sàn Collective ／ベトナム

チューター

1987年熊本県生まれ。2011年立命館アジア太平洋
大学アジア太平洋マネジメント学部卒業。在学中より
NPO法人BEPPU PROJECTにて、別府現代芸術フェ
スティバル「混浴温泉世界」（2009 ／2012）、国東半
島アートプロジェクト（2012）の作品制作や、ダンス・音
楽公演の制作、アーティスト・イン・レジデンスの運営な
どに携わる。2013年よりアーツ前橋にて地域アートプロ
ジェクトや滞在制作などを担当するほか、アーティストと
ともにアトリエ・展示のためのスペースMaebashi Works
の運営や、前橋中央通り商店街理事など。

●グループワークのチューターは、講師、シン
ポジウムゲストが担います。
●アジアゲストとのコミュニケーションはミ
ニマムな通訳サポートがあります。

特定非営利活動法人S-AIR 柴田 尚（代表理事）、
東方 悠平（アーティスト、コーディネーター）、さっぽ
ろ天神山アートスタジオ 小田井 真美、AISプランニ
ング 漆 崇博（代表理事）が随時ファシリテーターと
して参加者といっしょに活動します。いつでもご相談
ください。

キャンセルについて
一度された申し込みをキャンセルする場合は、12月9
日までにご連絡ください。それ以降はキャンセル料:
10,000円が発生します。ご了承の上、お申込みくだ
さい。

家入 健生
Kensei Ieiri
アーツ前橋 学芸員／群馬
※12/16-17のみ

チューター

合宿ワークショップの全プログラムに対応


