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SAPPORO TENJINYAMA
ART STUDIO

Located inside Tenjinyama Park and situated 
near the top of Tenjin Hill (85m), Sapporo 
Tenjinyama Art Studio opened on May 31, 2014 
to the public, specically to celebrate the opening 
of the Sapporo International Art Festival 2014, 
to foster artist-in-residence programs and other 
residency opportunities, and to enhance creative 
activities in the present-day and future of 
Sapporo. For these purposes, this building, which 
had been used as a guesthouse for the purpose of 
national and international conferences and 
symposia, was renovated. Sapporo Tenjinyama 
Art Studio, with a panoramic view towards the 
city, contains 13 studio apartments, and local, 
national, and international artists and all manner 
of creative people are invited to stay, meet with 
locals and other artists, create works, research, 
and experiment with di�erent techniques. 
Sapporo Tenjinyama Art Studio also has an open 
space where locals and visitors of Tenjinyama 
Park are encouraged to interact with artists and 
people who engage with arts and culture. 

遊び紙 /前 /前面
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さっぽろ天神山アートスタジオ
住所 ｜ 〒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）
電話 ｜ 011-820-2140　　FAX ｜ 011-820-2142

メール ｜ info@tenjinyamastudio.jp

開館時間 ｜ 午前8時45分～午後9時
休館日 ｜ 毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合はその翌平日）および年末年始（12月29日～1月3日）

2016年のさっぽろ天神山アートスタジオは、「『Alternative life in Sapporo 

for People and Artists＝日常の延長上、またはパラレルに存在するもうひと

つの日常を体験する＝』をテーマとした。ここは札幌の人 と々アーティストが、

新しい生活、暮らしを試すことのできる実験的な場所です。だから札幌の人

とアーティストと私たちとで新しい生活の風景をつくろう」と、アートプロジェ

クトを運営するのと同じ手法と表現で連鎖していくように活動を展開した。

2014年5月末のオープン以来、この新しい拠点にやってくる国内外のアー

ティストは増え続け、2016年度はのべ416名が滞在した。週一回の休館

日と年末年始の冬季休業日を除き、公園の無料休憩所として訪れる近隣

の市民など、合計86件の交流型プログラムとイベントなどを通じた来館者

は78,207名となった。うち、プログラム・イベントなどへの参加者のべ人

数は39,599名で、数字上ではほぼ50%の来場者がプログラムを経験し

たことになる。つまりアートと市民の出会い/遭遇が日常的に起きている。

滞在するアーティストたちは、札幌で滞在し、制作などの創造的活動を行

うチャンスを思い思いに活かしきっている。また、毎日の暮らしの延長上に、

そしてなにかのはずみでこの拠点を訪れ、思い思いに時間を過ごす人々が

いる。意図的な遭遇と意図を超えた遭遇が起こることがアートプロジェク

トの面白いところだし、遭遇と同時にまたはあとから生まれている物語は、

私たちが知り得たものもあれば、まったく知り得ないものもあり、妄想の

領域のものもある。現実と想像の入り混じる新しい状況が生まれているこ

とこそが、さっぽろ天神山アートスタジオの日 で々あり、この場所とここで

起こっていることは、都市における、サードプレイス的機能であり、創造

的発展のためには必要不可欠なものだと考えている。

さ
っ
ぽ
ろ
天
神
山
ア
ー
ト
ス
タ
ジ
オ
に
つ
い
て

ABOUT
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さっぽろ天神山アートスタジオ
2016年度国際公募
アーティスト・イン・レジデンス
（AIR）事業

国際的なアーティストによる滞在制作活動と成果発表 

札幌市は、積雪寒冷地におよそ200万人が暮らす世界でも珍しい大都

市です。その独特な都市生活を支える存在として雪対策室といった専

門部署も備えられています。1972年に開催された冬季オリンピック札

幌大会で、札幌は都市化を加速させました。都市生活を支える独自

の除雪のしくみ、ロードヒーティングや地下道といったインフラや交通、

人々の日常的な行動や所作、さらにはスポーツ、雪まつりといったイベ

ントに至るまで、都市を生成するさまざまな創造力が、雪との共存の

試みの中に現れています。 

雪 、冬 、北方圏 

さっぽろ天神山アートスタジオでは、国際公募アーティスト・イン・レ

ジデンス（AIR）事業として、冬期間の札幌・北海道をフィールドに滞

在型制作（調査研究と作品制作など）を行う国際的に活動するアーティ

ストを毎年3名（組）招聘しています。今年度のプログラムキーワード

『冬・雪・北方圏』に対して113名の応募の中から選ばれた3名が滞在

制作と滞在成果発表を行いました。 

札幌・北海道は日本では北と位置付けられますが、地球規模の視点

では北方圏の南端に位置しています。「s(k)now - 雪を知るプロジェク

ト」では招聘アーティストと札幌の人 と々が「北方圏」地域、馴染み深

い「冬」「雪」について考え、学び、想いを馳せるという時間を共に体

験します。いつもの当たり前とはちょっと違う、そう、地図を逆さまにし

てみるように『視点を変えてものごとを見る、考えてみる機会』を共有

するさっぽろ天神山アートスタジオの冬のプログラムです 。

選考委員
島袋 道浩｜美術家
四方 幸子｜キュレーター
朴 炫貞（パク・ヒョンジョン）｜アーティスト、北海道大学 CoSTEP 特任助教 

招聘アーティスト活動期間
2017年1月20日（金）～ 2月28日（火） 
期間中には招聘アーティストの滞在制作活動に関連するイベントが偶発的に
起こった。 

イベント・スケジュール
オープニング・トーク 
招聘アーティストとキュレーター 四方 幸子さんによる座談会 
日時 ｜ 2017年1月28日（土） 15:00 -17:00  *予約不要、参加無料 
プレゼンテーション（滞在成果発表会） 
招聘アーティストによる滞在成果発表とパフォーマンス
日時 ｜ 2017年2月22日（水）～ 26日（日）  

招聘アーティスト
◎ジェフ ダウナー［カナダ］  Jeff Downer 
ダウナーは、写真を介して都市の日常や自然環境と向き合うことで、 その社会
の別の層を見せてくれる作家である。加えて、世界と自身との 関係可能性を
常に探索しているように思われる。拠点とし主に発表してきたバンクーバーは、
北太平洋の北西海岸文化圏に属し、親潮で日本とつながり、先住民族も多い。
カナダはそもそも開拓により形成された歴史をもつ多文化国家である。これま
で自らと近しい環境で制作し展示してきたダウナーが、札幌という新たな地に
分け入ることで、これまで見えなかった札幌の層を開示させてくれることを期待
する。それはまた、彼にとっては自身を育んできた文化や環境との新たな出会
いともなるだろう。 http://www.jeff-downer.com 
選考委員 ｜ 四方 幸子、キュレーター

◎福永 敦［ドイツ、日本］  Atsushi Fukunaga 
オノマトペはモノやコトに対するあり様や音を表す言語である。それは文化の
壁を超えて頭でも心からでも理解できるものである。アイヌのオノマトペをリ
サーチして作品制作する作家の計画は、北海道で滞在する意義をもたらし、
その活動を通して文化をつなげ、心を結ぶ役割ができると考えた。言葉の持
つ力からの表現、その相違と共有点を見つめることから見えてくる独自の世界
を、楽しみにしている。  http://www .atsushifukunaga.com 
選考委員 ｜ 朴 炫貞 パク ヒョンジョン、アーティスト、研究者

◎ウィリアム アンドレス ナルバエス セデーニョ［コロンビア］ 
William Andres Narvaez Cedeño 
まず顔写真を見て、ピンと来る人でした。南米コロンビアの風土や文化と寄り
添いながら作品を作ってきたウィリアムさんが、地理的にも文化的にもきっと遠
い北の雪の国、札幌と出会いどんな作品を作るのかとても楽しみにしています。
http://williamnarvaezc.wixsite.com/william-narvaez/instalacion 
選考委員 ｜ 島袋 道浩、美術家

主催 ｜ さっぽろ天神山アートスタジオ（札幌市）
企画 ｜ 小田井 真美（AIR ディレクター）
協力 ｜ 北海道大学創成研究機構研究支援室、北海道大学 高等教育推進
機構 オープンエデュケーションセンター科学技術コミュニケーション 教育研究
部門 （CoSTEP）
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福永 敦 
Atsushi Fukunaga

ドイツ、日本

さっぽろ天神山アートスタジオのAIRプログラムでは、アイヌ語のオノ

マトペ（擬音語・擬態語） のリサーチを目的に訪れました。その調査

過程の中で、アイヌの人々や研究者に話を聞き、そして文献を参考に

様 な々アイヌの文化や歴史に触れることができました。その出会いのひ

とつにアイヌ口承文芸であるウポポ（伝承歌謡）やカムイユカラ（叙事

詩）があります。独自の言葉と特徴的なリフレイン（ウポポの輪唱やカ

ムイユカラの囃詞であるサケヘ）は高揚感にあふれ、本来持つ言葉の

力強さに刺激を受けました。

今回のプログラム成果発表では2つの新作を発表します。

ひとつは、「sónko-kur」（語り部/アイヌ語で伝言・する人の2つの語を

組み合わせた造語）と題したドローイング作品です。アイヌ語にはいわゆ

る日本語で言われるオノマトペは少ないのですが、その代わりに動詞や

名詞などの語の形態素を分けていくと様 な々音や様態を表す言葉があり

ます。アイヌ語辞典などからこの内容を参照した単語と解説文を引用し、

その言葉からアイヌの人々の音のニュアンスや音の感覚を知る機会をもた

らします。その音の様相を想像させるため、アイヌの民族衣裳からインス

ピレーションを受けて刺繍によるアイヌ絵のドローイングを試みました。

もうひとつは、カムイユカラの囃詞である「サケヘ」を引用したサウンド・

インスタレーション 「ikóynu（イこイヌ）」です。アイヌ語で「動物など

普通聞けぬものの言葉を聞く」という意味を持ちます。アイヌの口承文

芸のカムイユカラの中で繰り返し謡われるサケヘには、主人公（カムイ）

である様 な々動物や虫などの声や様相（または既に意味が不明な言葉

など）が言い表されています。私たちがそれらを声に出して模倣するこ

とで、アイヌの言葉を体感することをこの作品で試みています。

短期間の滞在では、アイヌの文化や歴史の表層を知るにとどまったとい

うのが現状です。今回発表する作品は、アイヌの文化や言葉に触れる

ためのプロローグとして位置づけ、アイヌ文化およびアイヌと親交の深

かった北極圏の民族について再リサーチを試みたいと思います。

福永 敦

I have started a research project of onomatopoeia in the Ainu 
language for Open Call AIR (Artist In Residence) project of Sapporo 
Tenjinyama Art Studio. I have met and talked to some the Ainu people 
and researchers, read some documents to learn various culture and 
history of the Ainu. The impressive discovery for me is Upopo, an oral 
literature of the Ainu, and Kamuy yukar, an epic poetry of the Ainu. 
Their Unique words and characteristic refrain that are seen in troll of 
Upopo, or Sakehe (one of Hayashi Kotoba, the meaningless refrain 
used to maintain the rhythm of Kamuy yukar are filled with a sense of 
exaltation, which inspire me a lot to realize the natural power of words. 

I will present two new works for this Result of the Stay Presentation. 
One is a drawing work called “sónko-kur” which means a storyteller, a 
combination of the Ainu words of “message” and “someone who does 
things.” In the Ainu language, there is not as many onomatopoeic 
expressions as in the Japanese language, instead, they divide the 
morpheme of verbs or nouns to create words that express sound or 
manner. I referred some words and sentences that explain above from 
the Ainu dictionaries to bring you a chance of knowing the Ainu 
sounds or their sense of sounds. I made images using by the Ainu 
paintings to imagine the manner of the sound. I also made embroider 
drawings inspired by the Ainu costume that I had seen during 
working with the Ainu people.

The other is a sound installation called “ikóynu” using Sakahe. “ikóynu” 
means “to hear the words from animals or things that people usually 
cannot hear” in the Ainu language. Sakehe in Kamuy yukar is used 
repeatedly, to describe the voice of the main character called Kamuy, 
that are animals or insects. It also describes the manner of Kamuy, or 
sometimes they are just nonsense words. To imitate or vocalize the 
Sakahe will give you an experience of the Ainu words.

I am afraid to admit that I only get to know the surface of the Ainu 
culture and history due to a short period of stay in Sapporo. The works 
I made is the only prologue of knowing their culture and words, I 
hope I will keep learning about more of the Ainu culture and also start 
researching about the Arctic ethnic group that are close to the Ainu.
*To spell the Ainu words, I use “Ainu History and Culture” edited 
and published by the Ainu Museum, available only in Japanese.

Text by Atsushi Fukunaga

◉参考文献及び論文 
金田一 京助 「ユーカラの研究 Ⅱ」東洋文庫 1931年
知里 真志保 「知里真志保著作集 第3巻」平凡社 1973年
知里 真志保 「知里真志保著作集 第4巻」平凡社 1974年
久保寺 逸彦 「アイヌの文学」岩波新書 1977年
新谷 行 「国文学解釈と鑑賞」論文 サケヘにみる人間とカムイとの交流-アイヌの神話と神歌  P159-167 
1977年
田中 聖子 「学習院大学言語共同研究所紀要 第14 号」論文 アイヌ語のオノマトペ  P66 -74 1991年
◉参考図版 
泉 靖一 「アイヌの世界」鹿島研究所出版会 1968年 
松浦 武四郎 （著）、 高倉 新一郎 「竹四郎廻浦日記〈上〉」北海道出版企画センター 1978年 
松浦 武四郎 （著）、 高倉 新一郎 「竹四郎廻浦日記〈下〉」北海道出版企画センター 1978年 

谷本 一之 「アイヌ絵を聴く-変容の民族音楽誌」 北海道大学出版会 2000年 
小川 早苗 「アイヌ民族もんよう集 -刺しゅうの刺し方・裁ち方の世界 -」かりん舎  2010年
新明 英仁 「アイヌ風俗画」の研究 -近世北海道におけるアイヌと美術」中西出版  2011年
◉参考辞典 
中川 裕 「アイヌ語千歳方言辞典」草風館 1995年 
田村 すず子 「アイヌ語沙流方言辞典」草風館 1996年 
萱野 茂 「萱野茂のアイヌ語辞典」 三省堂 1996年 
川村 兼一、太田 満 「旭川アイヌ語辞典」アイヌ語研究所 2005年 
◉叙事詩の音声及び表記の参考資料 
萱野 茂 「萱野茂のアイヌ神話集成 カムイユカラ編 1-3」ビクターエンタテインメント 1998年
平取町立二風谷アイヌ文化博物館のWebsite,「アイヌ文化について」内の「アイヌ口承文芸を見る、聞
く」のアイヌ語音声資料

s(k)now SAPPORO TENJINYAMA 

ART STUDIO 
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ウィリアム アンドレス ナルバエス セデーニョ 
William Andres Narvaez Cedeño 

コロンビア

今回の作品について

私の試みは、身の回りの風景や、自然の中で発見して集めた天然の

素材の中から生まれました。刻 と々変化する自然から受け取った、私

なりの感覚や解釈といえます。ドローイングやペインティングなどの平

面を空間に展開することで、自然が内包する時間や人間の歴史、失わ

れつつある自然の記憶を人々に伝えたいと思います。それらはもののか

たちが直接呼び起こすものでもあります。

プロジェクト

2月22日から、同じ風景に異なる時間を示すかたちや素材のシリーズ

を展示します。素材をレイヤー状に重ねたり集めることからかたちをつ

くり、そこから風景を形成する時間の堆積を浮かび上がらせます。素

材のほとんどは天然で、自然の贈り物であり、素材と自然のつながり

をかたちにも取り入れています。

冬の間、私は2日と同じ景色を見ませんでした。雪のせいで空間が毎日

違って感じられました。雪は形を変え、時になにかを隠し、現れたかと

思うとまた隠します。雪の堆積は時間の記憶の層であり、周囲の空気を

変え、異なる風景を生み出します。たとえ同じ事象に見えていても。

紙をランダムにちぎってレイヤー状に重ねた作品があります。1枚の紙

を重ね合わせることで立体的な質量を紙に与えます。積雲のようなかた

ちが時間の堆積を示しています。ある特定の風景や見立てをめぐる、

ささやかで偶発的な連作です。

また、この地域に生えている木の樹皮や枝からつくった糸でできている

作品もあります。撚り合わせたりつないだりしながら線のパターンでか

たちを生み出した、薄い織物のような、連続する線の断片のような、空っ

ぽのかたちを与えられたオブジェのようです。これは修復された縄文土

器のつなぎ目から発想を得ています。破片のつなぎ目や、失われた破

片の部分の空洞といった、未完の土器が示す不安定な形状に、私は

とても興味を持ちました。新たな破片が発見されることでもののかたち

が変わり、そこから別の歴史が物語られていく可能性があるからです。

小さな破片がどのようにつながってひとつのかたちを生み出すか、探究

と蓄積、注視の作業であり、時には素材自体が、私にどことつながる

かを語りかけてくれました。

ウィリアム・セデーニョ

MY WORK

My practice proposals come from findings in the landscape, from 

organic materials found and collected that simply accumulate, as well as 

interpretations or perceptions that the natural space and its continuous 

changes give me. I use two-dimensional means such as drawing and 

painting, and in turn the installation as possibilities to explore the space 

and transport the viewer to landscapes where the passage of time or human 

history is perceived in the natural space, Generating spaces of resistance 

on the part of nature and memory; Although it is often the materials that 

direct the final result.

PROJECT

The project that will present the next February 22 is born to find a 

series of forms and materials that can show different times of the same 

landscape. In this way the pieces use the accumulation of material or layers 

of material to construct images that give shape to objects or elements 

recognizable in the territory or the same landscape shared over time. The 

materials that I use, for the most part, are gifts that in one way or another 

I got from nature and with them I generate successive lines that relate the 

material's behavior or its relation to the nature.

In winter, I never see the same landscape every day. Snow has the 

particularity of changing the perception of space daily, changes the form 

of things, sometimes hides, sometimes reveals clues, hides things again. 

This stratification of time is recorded in successive layers of snow and 

atmospheric changes influencing it, generating different states of the 

landscape or states of the same matter.

Some pieces use overlapping layers of paper that are previously and 

randomly broken, then selected and grouped together. The succession of 

layers generate a cumulus of different times, gives the material flat volume, 

tones, three-dimensionality. It is a series of little controlled events that 

give shape to some type of landscape or landscape view. 

There are also compositions made with plant material, threads or bark 

strings of different local plants, these are intertwined, accumulate and 

generate objects, linear patterns, is a kind of tissue, fragmented or 

continuous line, where the empty spaces give Shape the object. I am 

inspired by those scars of objects from the restored Jomon culture, I am 

very interested in those scars or lost pieces, hollows, unfinished pots, non-

static or definitive forms, because they could vary with the finding of a 

new part or piece lost, and How this formed another history of the object 

beyond the shape of the object. This action leads me to search, accumulate, 

select and look closely at small parts of a whole, they are the ones that tell 

me where they can fit or where they should go.

Text by William Andres Narvaez Cedeño
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ジェフ ダウナー 
Jeff Downer

カナダ

「歩く人は“都市の実践者”です、都市というものが歩かれるために作
られている、という理由で。都市はひとつの言語であり、可能性の宝
庫であり、歩くことは、その言語を話す行為であり、それらの可能性
から選ぶ行為です。言語が伝えうるものに限界があり、建築物が人の
歩ける場所を制限するのと同じくらい、歩く人は進むべき他の道を創り
出します。」
「…あなたが自分自身を場所に委ねるとき、場所はあなたにあなた自身
を返してくれるでしょう。場所を知るようになればなるほど、人は戻って
きたときに待っているであろう目に見えない思い出や絆をその場所に蒔
いているのです。その一方で、新しい場所というのは新しい考え、新し
い可能性を授けます。世界を探検することは、心を探究する最善の方
法の１つであり、歩くことはその両方の領域へ連れて行ってくれます。」
－レベッカ ソルニット著『Wanderlust: A History of Walking』（日本

語版未刊）より

1─わたしはカナダ バンクーバー出身の写真家です。これまでホー

ムと呼べる都市を記録し、カナダとアメリカのあらゆるところで出合っ

た、都市周辺の町を撮ってきました。そういった場所は、私がよく知っ

ている空間や文化であり、特権的な立場を内包している場所です。今

回が私にとって、外国で一連の作品を作る初めての機会です。

2 ─私にとって写真は、旅行や、特定の場所や考えを調べたり、さ

すらい歩いたりした結果の産物です。写真は、新しい場所にいるという

こと、変化に適応しなければならないということの行動や経験の次に発

生するものです。私が撮る写真というのは、視覚的な記録であったり、

たくさんの考えや出来事、写真を撮っている時に思い起こされた過去

の出来事の索引（インデックス）であったりします。

3─私が描くイメージは、人々の日常生活への強い関心を表した記

録写真的なものと言えます。私は都会とその周縁環境、の両方に特に

興味があります。私は写真家は自分がいる空間に影響を受けるもので

あり、自分のいる空間が写真に反映されると信じています。慣れ親し

んだ空間から離れることは、自分のいる環境に気づかせ、環境と同調

することを促します。

4─私の表現するものは、無数にある場所特有の要因や環境次第

で偶然出会うものを元にしています。私の現在の活動、特に北海道で

取り組んでいることは、現代の調査方法であり、そして役にたつ方法

である、歩き方と心理地理学の考えをもとにしています。心理地理学と

いうのは、地理学の一種で、風景や建築物、文化、そしてそれがどの

ように自分に影響を与えるかを、高められた感情で気づきながら都会

やその周辺を漂流し、歩くことを重要視したものです。

5─デリーブ、漂流というのは歩くのと似ています。デリーブという

のは、1950年代にマルクス主義のギー・ドゥボールを中心にヨーロッ

パで活動していた前衛芸術集団であるシチュアシオニストが発展させ

た考え方です。彼らは、都市を目的もなく、周りの環境によって引き出

された感情のまま歩いたものでした。彼らはわざといつもの道で起きて

いる営みを無視し、資本主義で見られる日常生活の予測可能性を超

越した真の経験を得ようとしたのでした。

6─ NAKED CITY のプリントをごらんください。シチュアシオニ

ストもまた地図を使いました、地図に変更を加え、予測不可能な道筋

を引き寄せたのです。ドゥボールもThe Naked Cityというタイトルで

地図を作り出しました。パリの地図は切り取られ、19区画に分けられ、

無作為に貼りもどされました。地図の使用者は、都市をつなぐ一連の

矢印の流れを利用して都市をめぐるルートを選びました。

7─地図を使った別の実験は、ドゥボールの友人が行った、ドイツ

のある地域をロンドンの地図にある指示にしたがってさまよい歩く、と

いうものです。シチュアシオニストは彼らの歩くという行動に、他の知

的な意思活動を含めました。たとえば、自然景観にいるときは、自分

の周囲がどのように自分の意識が過去に起きたことに向けるように利用

されているかということに目を向ける、といったことです。都市は、歴

史的な景観として捉えられていました、その構造や外見が出来事によっ

て作られ、埋められ、けっして完全には消される事なく残ったものとし

て。シチュアシオニストの心理地理学の考えは、なんとか都市の歴史

との関係性を維持することの重要性に注意を促し、多くの人が新しい

物の見方で都市を探検するよう気をひくことでした。

8─デリーブすることは漂流することです。場所と風景の新しい経

験を発見するために目的地を決めずに出発することです。こんにちの

路地は私たちのために作られています。でもそれらは新しい経験へと

は導いてはくれません。漂流することは、反抗することで、あたらしい

道案内標示を追い払うには意志が必要です。道案内標示は私たちに

指示し、追いかけ、何か形あるものへと足と、心を向けさせます。で

ももし私たちが何か別のものを発見したいと願っていたらどうでしょう

か？その場所を見るための場所を見つけること。私たちは新しい領域を

見つけるために漂流しましょう、そして密集している場所を避けましょう。

歩くひとは、中心からそれ、場末へ、端っこの空間へ、外側へ向かわ

なければなりません。漂流するというのは、すでにそこにあったものを

再び見つけることです。

9─私は歩いたことの証拠を記録するためにカメラを使っています。

私は都市の骨組みに埋め込まれていて、普段気づくことがないけれど、

外の至るところにあるユーモア、悲劇、美しさ、を表に出したいのです。

私は見過ごされてきたもの、場所、風景などが、ある種の見世物のよ

うにじっと見られることなく、できるだけそっと光を当てたいのです。歩

いてはいますが、私は視覚的にこっそりと、この自分がいる物質的な

空間が、芸術的に再び言葉を発するまであとをつけている、と言えます。

10─例えば、私は歩いている間、この特定のプロジェクトに関して、

自分がいる環境の中に無意識に探しているある主題に関する考えが浮

かびます。私は自分が今いる地域社会が、どのように厳しい冬、行く

手を阻む降雪、亜寒帯の気温、とうまくやっていこうとしていて、この
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“Walkers are 'practitioners of the city,' for the city is made to be walked. A city 
is a language, a repository of possibilities, and walking is the act of speaking 
that language, of selecting from those possibilities. Just as language limits what 
can be said, architecture limits where one can walk, but the walker invents 
other ways to go.”

“...when you give yourself to places, they give you yourself back; the more 
one comes to know them, the more one seeds them with the invisible crop of 
memories and associations that will be waiting for you when you come back, 
while new places offer up new thoughts, new possibilities. Exploring the 
world is one of the best ways of exploring the mind and walking travels both 
terrains.”

－ Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking 

1─ I am a photographer from Vancouver, Canada.I have documented 
the cities I have called home, and I have photographed the peripheries 
of towns I have encountered during my work throughout Canada and 
the United States. These are spaces and cultures I know well, and have a 
particular and privileged position within. This is the first time that I am 
making a new body of work abroad. 
2─ For me, photography is the product of traveling, wandering 
or investigating a particular place or idea. It is secondary to the act and 
experience of being in a new place and having to adapt to its variations. 
My photographs are a visual record or an index to a number of thoughts, 
events, or past happenings that arise when I am out making work. 
3─ My images participate in a lineage of photographic 
documentation that responds to a democratic fascination with daily life. 
I am interested specifically in both urban and peripheral environments. I 
believe photographers are affected by the spaces we are in, and our images 
reflect this. To be taken out of familiar spaces encourages one to be more 
cognizant of and attuned to our surroundings. 
4─ My images are based upon numerous site-specific factors and 
chance encounters with the environment. My practice now, especially 
what I am working on in Hokkaido, is contingent upon contemporary 
research and utilizing methods of walking and Psychogeography. It is a 
type of geography that emphasizes drifting, walking, or to Derive, around 
urban and peripheral environments with a heightened emotional awareness 
of the landscape, architecture, and culture, and how it comes to affect you. 
Walking is the way I get to know my world. 
5─ Derive is like walking. It is a concept developed by the Situationists, 
an avant-garde group of artists working in Europe in the 1950’s led by the 
Marxist theorist Guy Debord. They would walk the urban city, unplanned, 
being led by their emotions that were evoked through the environment onto 
them. They would purposefully forget all motives and habitual movements 
of the street, to gain an authentic experience, one beyond the predictability 
of everyday life, as seen through capitalism. The ideal outcome was that 
pedestrians enacting a Derive, would become more aware of their overlooked 
urban surroundings and would begin to see new possibilities of experiencing 
everyday life in the city. 
6─ NAKED CITY see handout: The situationists also used maps, 
making alterations to them in order to help instigate unpredictable 

trajectories. Debord himself produced a map under the title The Naked 
City. The plan of Paris is cut up and divided into 19 sections that are 
randomly placed back together. The users of the map choose their own 
route through the city by using a series of arrows that link parts of the city 
together. 
7─ Other experiments with maps existed including one undertaken 
by a friend of Debord who wandered through a region of Germany whilst 
following directions from a map of London. The situationists encompassed 
other intellectual devices into their walks. For example, when they were 
maneuvering within the landscape they would try to be aware of how 
their surroundings could be used to draw them toward the past. Cities 
were seen as historical landscapes, whose structure and appearances were 
shaped by temporal events that were buried but never completely erased. 
The situationists’ notion of phytogeography managed to draw attention to 
the importance of maintaining a link with the cities’ historical past and 
enticed many to explore the city with a new perspective.
8─ To Derive is to drift.To leave without destination in order to 
discover a new experience of place and landscape.The pathways today are 
made for us. But they do not lead to a new experience. To derive, is to defy, 
but will is needed to fight off the new signposts. They direct us, pursue us, 
guide our legs and minds towards something tangible. But what if we wish 
to discover something else? To find a place for the sake of place. We derive 
to find new realms and avoid the paths of convergence. The walker must 
step away from the centre and go to the outskirts, the marginal spaces, the 
peripheries. To derive, is to find what was already there anew. 
9 ─ I use the camera to document evidence of my walking. I want 
to expose the humour, tragedy, and beauty that is embedded-usually 
often unnoticed-within a cultural fabric, just outside and all around us. I 
am exposing the overlooked as delicately as possible as to not have these 
spaces, objects, or landscapes be gazed at, as if some sort of spectacle. As 
much as I am walking, I am also visually stalking the spaces I am in for 
material to be artistically re-articulated. 
10 ─ For instance, while I am walking, I have some ideas of subject 
matter that I am unconsciously looking for in my environment with 
regards to this particular project. I am looking at how these communities 
I am in cope with harsh winter weather, impeding snowfall, subarctic 
temperatures and how the everyday lives of the community are impacted. 
But more importantly I am scanning the landscape for quiet histories that 
are embedded throughout the environment. 
11─ I have photographed the peripheries of Sapporo, using the 
subway as a means to get out of the city centre. I head to the Miyanosawa, 
Sakaemachi, and the Makomanai stations and just start walking. I have 
also walked much of Otaru, Muroran, and plan to walk Hakodate and 
Yubari. Cities that have environments that may or may not be on the verge 
of disappearance. So as I travel urban spaces, spaces of modernity, I am 
looking to the past, to resurrect a type of history of space, and then re-
activate this through photography. Through discarded objects, forgotten 
architecture, cultural artifacts, posters on buildings, I am formulating a 
narrative based on these remnants from the near past before they disappear 
forever. 
12─ In my photographs I am studying the visual language of the 
cities and spaces I encounter. This visual language is of the near past, a 

Jeff Downer

地域の日常生活がどんな影響をうけているのかに着目しています。し

かしもっと重要なことは、その場所のあらゆるところで埋もれている静

かなる歴史がないか、風景を見渡しているのです。

11─私は札幌の周縁部を撮影してきました。市の中心から離れる

手段として地下鉄を使って、宮の沢、栄町、真駒内に向かい、駅から

はただ歩き始めました。また小樽、室蘭も歩き、これから函館と夕張

を歩く予定です。もしかしたら消えてしまうかもしれないという境目にい

る都市です。私が都会の空間、近代的な空間を旅するときは、私は

過去を見て、空間の歴史を蘇らせ、それから写真によって、その空間

に活気を与えます。捨てられたもの、忘れ去られた建築、文化的な人

工物、ビルに貼られたポスターを通じて、私はこれらの少し昔のもの

の面影をもとに、私は物語を話すのです、それらが永遠になくなってし

まう前に。

12─私の写真で、私が出会った都市と空間の視覚的な言語を学

んでいます。この視覚的な言語は、少し前の昔で、歴史の形をしてい

ます。私はこの過去を現在と関連づけようとしています。私は写真を通

じて、札幌と北海道の領域的なアイデンティティを生み出そうとしてい

ます。

13─多くの人が大都市に移り住むことで、都市は巨大化を進める

ため、郊外はさらに外に押しやられています。しかし、本当の郊外、

観光スポット以外の小樽であったり、室蘭であったり、そういった場

所に入り込んだ時、あなたはそこには誰もいないことに気づくのです。

住んでいる人の視線をそういった場所から感じます。あなたが心理的

に感じ取ったこの監視は、あなたに、その場所に入る許可があるのか

尋ねます。写真をとるということは、この監視から試されている行為な

のです。

14─しかしこの監視という感覚以上のものを人は感じます。例えば、

室蘭で私は、20年は営業していないであろう店が立ち並ぶ大通りを歩い

ていました。通りでは電子音演奏バージョンのジョンレノンの「イマジン」

がスピーカーから大音量で流れ、私はその音に付きまとわれながら、そ

こですっかり行き詰まって、手つかずになり、見捨てられた商店のそばを

通り過ぎたのでした。閉ざされたシャッターの後ろから、レースカーテン

の陰から高齢の方が私をじっと見つめていました。1人のおじさんが自分

の店から出てきて、私がどこから来たのか聞いて、すぐにプレゼントをく

れました。手作りの布の室蘭の絵葉書でした。また別の男の人は、一

方的に5層に包装された小豆の入ったパンをくれました。

15─さて、みなさんはこのことが私にとっても異国的なこと、文字通り、

比喩的な表現として異国的、ということを理解していただかなければな

りません。私は日本語も日本の習慣もよくわからないし、正直に言うと、

こんなにも空っぽで、しかしこんなに歴史ある町に行った事がありませ

ん。おそらく、人によっては、これは魅力がない、公式な歴史の目に見

えない裏側のもので、博物館に展示するようなものとは反対にあるもの

だと言うかもしれません。でも現実には、室蘭や他のわたしが探索した

場所は、その場所の過去の歴史が埋め込まれていました。私たちの歴

史です。ある期間の間、活気があったとき、そして人々がいなくなるまで

この場所はどんな風だったのでしょうか。この、人がすっかりいなくなる

ということはしばしば経済的で、財政的な現象です。我々の国での産業

構造変遷の産物です。もの、建物、看板、商業ストリートは、博物館

に展示されているジオラマのようにすべて完全な姿で、以前にここにあっ

たもの、このような工業地域、港町、炭鉱の町、観光地、の成り果て

た姿を現しているのです。

16─周縁部の見過ごされた歴史同様に、わたしは消費文化環境

にも関心があります。デパート、書店、レコード店、喫茶店などストリー

トの延長として見られるエリアです。それらは商業物質社会の内なる

視点です。しかしながら、それらのエリアを、自意識を持ち、批判的

な目で見るのが私のしごとです。私は広告や、夢のような品質、とく

にここ日本で、その力を感じるし、人間のイマジネーションと商品を

結びつける強い力を感じます。私にとっては、広告で作られた世界に

入り、都市の中心部を歩き、デパートの中に入ることは、別世界への

入り口を通るようなものです。写真を通じて、私はこのことにひねった

解釈を与えたいのです。これらの広告操作がどのように働き、どのよ

うに現実とこの夢のような広告の世界が食い違っているのかを強調し

たいのです。

17─このプロジェクトの他の探検の軌跡といえば、私は札幌市役所

雪対策室に話を伺ったことです。天神山の小田井さんの尽力で、雪堆積

場を見に行くことができました。雪捨て場は、もともと野球場であったり、

使われていなかったりした場所へ、大型トラックで不要な雪を札幌市が

運んでいる場所です。雪捨て場を歩くことは、まるで別の惑星を訪ねて

いるようでした。すべてが真っ白で、私が雪捨て場周辺の写真を撮る間、

たしか9メートルだと言っていたと思いますが、雪の山が私のはるか上に

そびえたっていました。

18─市役所のご協力で、札幌駅地下の都心北融雪槽へも行きまし

た。地下にあるスイミングプールのようなタンクに、温水が流され、天

井が開いてトラックが運んだ雪を入れます。このような場所に関心があ

るのは、普段公の目に触れる場所ではなく、札幌の市民生活においては、

あって当然と思われているであろう場所だからです。ゴミやトイレやシャ

ワーの排水とよく似ています。このような廃棄を自分の家の心地よさの

ために作りだし、魔法のようにそれは消え、なくなって、二度と思いをは

せたりしないのです。

19─「写真家は都会の地獄を踏査、闊歩、巡回する孤独な散歩者。
都会を官能の極まった風景として発見する覗き見趣味の逍遙者の武装
した形態」
－スーザン・ソンタグ「写真論」近藤耕人訳

ジェフ・ダウナー
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form of history. I am attempting to relate this past to the present. I am 
looking to create a territorial identity of Sapporo and Hokkaido through 
photography. 
13─ Because the vast majority of cities are expanding as more and 
more people are moving into them, the suburbs are continually being 
pushed farther out. But when you get into the real suburbs, outside of the 
tourist version of Otaru, or the city Muroran itself, what you notice is that 
there isn’t anyone there. There is a threatening silence as you move through 
the streets. There is a sense of eyes on you from the inhabitants of these 
places. This surveillance that you can psychologically feel, questions your 
permission to be in these spaces.The act of taking photographs is being 
challenged by this surveillance. 
14─ But it is more than this surveillance that one feels psychologically. 
For instance in Muroran.I was walking down the main streets that had 
shops on both sides that haven’t been in operation in what seemed like 20 
years. An electronic acoustic version of “Imagine” by John Lennon that 
was playing over the loudspeakers of the main street that followed me as I 
walked past abandoned businesses that were fully stocked but untouched. 
Older men and women were peering at me from behind closed shutters and 
lace curtains. A man came out of his shop and asked me where I was from 
and immediately gave me a present. A hand-made cloth greeting card from 
Muroran. Another man, without any provocation gave me a little sweet 
wrapped in 5 layers of packaging, a red bean bun. 
15─ Now you must understand that this is all very foreign to me, 
literally and figuratively. I don’t know the Japanese language, or the 
customs very well, and to be honest I have never been to a town that was so 
empty, yet had so much history. Perhaps to some, this is the unflattering, 
or unseen flipside of officially sanctioned history, like the opposite of what 
a museum would exhibit. But in reality, what Muroran and other places I 
am exploring have is an embedded history of their past. Of our past. What 
it looks like when people were thriving in a city for some period of time, to 
then have the population disappear. This disappearance is often economic 
and financial. It is a product of the shifting structures of industry that run 
our countries. Objects, buildings, signage, commercial streets that are all 
still intact like a diorama from a museum that shows what was once here, 
and what became of these factory towns, port towns, mining towns, and 
areas of tourism. 
16─ As much as I am interested in the overlooked histories of the 
peripheral, I am also interested in environments of consumer culture. 
Department stores, bookshops, record stores, cafes, these areas can 
be seen as an extensions of the street. They are an internal view of the 
material world of commodities. It is my job, however to view these areas 
critically, and with self-awareness. I am aware of the power of advertising 
and it’s dreamlike quality, especially here in Japan, and its power to link 
commodities with the human imagination. For me, entering a world 
created by advertising, walking in the City Centre, and inside department 
stores, is like passing through a threshold into another world. You are 
guided by advertising, the sounds, the colours, the lights. Through 
photography, I am hoping to put a spin on this. To show how these 
advertising operations function and highlight the discrepancies between 
reality and this dream-like world of advertising. 
17─ Another trajectory of this project that I was exploring was 

working alongside Sapporo’s City Hall Snow Management Office. Mami, 
was great to be able to grant me access to one of the many snow dumping 
sites in the city. A snow dumping site, is essentially a baseball field, or un-
used area of land between roads that the city moves all of the unwanted 
snow to with giant trucks. Walking around this site was like visiting 
another planet. Everything was white, the mountain of snow was I believe 
they said 9 meters, and it loomed large above me as I made pictures around 
the site. 
18─ The city also took me to the snow disposal site underneath 
Sapporo Station. It is a large underground, swimming pool-like tank 
of heated water that receives truck loads of snow from openings in the 
ceiling. The reason why I am interested in these sites is because they are 
areas that are unseen by the public, and facets of life in Sapporo that 
might be taken for granted. Much like trash or waste water in the toilet or 
the shower: we create this waste in the comforts of our own home and like 
magic it disappears, gone, we never have to think about it again. 
19 ─ ‘The photographer is an armed version of the solitary walker 
reconnoitering, talking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who 
discovers the city as a landscape of voluptuous extremes.’
-Susan Sontag(translated into Japanese as a slide)  

Text by Jeff Downer 

私たちは毎日なにかを食べる。食べることを抜きに日々が過ごせない。

アーティストも食べるし、アーティストじゃない人も食べる。

お互いにさほど関心がなくても、まずは、食べる時間を共にしてみようと、

天神山アートスタジオでは「一緒に食べる」場と機会を意識的に設けている。

月に一度のアート＆ブレックファーストデー、毎週水曜日の水曜ディナーミーティング。

そのほか、お別れ会や歓迎会などなにかと理由をつけては、その場にいる人といっしょに食べる。

ここでもまた、ただおいしいご飯をつくるのがすきな人、自分のごはんを作って食べる人、

できあいの弁当を持ち寄る人、お国自慢の料理を振る舞う人、

喋りたくていっしょに時間を過ごす人など、それぞれのスタンスで同じ時間と場所を共有している。

ルールでも義務でもないちょうどいい塩梅を探している。

だってそれがいちばんおいしそうだから。

EAT!  
EAT!  
EAT!  

Jeff Downer

SAPPORO TENJINYAMA 

ART STUDIO 

RESIDENCE PROGRAM 

2016-2017

Tenjinyama Art Studio does not provide any food. These images show participants bringing 
food and sharing them with others.

s(k)now

食べる時間
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APRIL
MAY
JUNE 
JULY

─

4APRIL/2016 

◉Art & Breakfast Day［4.17］
◉アーティストトーク
［4.17］Philippe-Janon, Nadege

◉公開制作
［4.10-15］「PUNI」EDWON

◉展示
［4.24-30］「Memory Manbo」Huang, Chia-Min

─

5MAY/2016

◉Art & Breakfast Day［5.15］
◉アーティストトーク
［5.5］Kehoe, Denise

［5.15］Kasper, Heinz

◉パフォーマンス 

［5.8］ Smith-Keiling,Beverly

［5.15］漂流者
◉展示
［5.5］「やばいプロジェクト」Kehoe, Denise

［5.15-17］「A show room Heinz Kasper. Fragments of the past, 

present, future」Kasper, Heinz

［5.21-29］「Sound Traces」Philippe-Janon, Nadege

◉イベント
［5.22］「リスニングパーティー」Philippe-Janon, Nadege

［5.29］「天神山アートスタジオ☆ハッピーバースデー」

─

6JUNE/2016 

◉Art & Breakfast Day［6.19］
◉アーティストトーク
［6.19］「オランダ報告会」小田井 真美（AIRディレクター）、ゲスト：鈴木 悠哉
◉公開制作 

［6.19-6.26］鈴木 悠哉
◉展示
［6.30-7.3］「稚内の草花と絵と言葉」稲崎 京子

─

7JULY/2016 

◉Art & Breakfast Day［7.18］
◉アーティストトーク
［7.2］稲崎 京子
［7.18］野田 苑邸
◉カルチャーナイト2016 ［7.22］
◉天神山アートキャンプ 2016

［7.30-31］講師アーティスト：松本 力
◉天神山 夏のこどもオープンスタジオ 　
［7.30-8.11］講師アーティスト：松本力、協力アーティスト：Van den Boom,

Freyja、Freeman,Becky（Sui Zhen）、Catterall,Rosanna

◉滞在アーティストと市民の交流企画
［7.14］「鈴木 悠哉 小学校へ行く」参加アーティスト：鈴木 悠哉、会場：札幌
市立平岸高台小学校
［7.28］「納谷 真大、藤本 道の稽古を見に行く」参加アーティスト：納谷 真大、
藤本 道、会場：イレブンナイン稽古場
［7.30］「松本 力なんぴら100円商店街まつりに参加」参加アーティスト：松本 

力、会場：甘太郎 南平岸駅前店駐車場

EVENTS イベント
SAPPORO TENJINYAMA 

ART STUDIO EVENTS

2016-2017

1．天神山大風呂敷工場
2．2015年国際公募プログラム招聘アーティスト Zhang,Xiaochuan （Boat）の作品「Hokkaido Snow Shop」
3．アーティストトーク Kasper,Heinz

4．展示「Memory Manbo」  Hung,Chia-Min

5．展示「A show room Heinz Kasper. Fragments of the past, present, future」 Kasper,Heinz

2016

1

2

3

4

5
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─

8AUGUST/2016 

◉Art & Breakfast Day［8.21］
◉天神山 夏のこどもオープンスタジオ
［8.3］「踊る人形・流れる麺」講師アーティスト：松本 力、協力アーティスト：
Van den Boom, Freyja、他滞在アーティスト数名
［8.11］「ラストタンゴ in 天神山」講師アーティスト：松本 力、協力アーティスト：
Freeman,Becky（Sui Zhen）、 Catterall,Rosanna

◉イベント
［8.16］「ソニア（スペイン・キュレーター）を囲みポートフォリオ・プレゼン大
会＆歓迎会」Fernández Pan, Sonia

［8.21］「ドキュメンタリー上映＆インタビュー撮影会」Pu, Hsiao-Shan （Marina）
◉アーティストトーク
［8.21］Freeman,Becky（Sui Zhen） 
◉公開制作・展示
［8.25-9.2］「大勝 純一 制作展示」大勝 純一
◉滞在アーティストと市民の交流企画
［8.23］「能楽を見に行く」参加アーティスト：Eng,Rithchandaneth、Pu, 

Hsiao-Shan （Marina）、Sinclair,Tim＆Shih-Pearson, Justine、会場： 

札幌市立平岸高台小学校

─

9SEPTEMBER/2016 

◉Art & Breakfast Day［9.19］
◉レクチャー＆ワークショップシリーズ
［9.4］「わたしたちの身近にあってわたしたちに必要なもの」 第2回オープン・
トーク 「鮭を通して見たアイヌ民族」ゲスト：曽我 英子
◉アーティストトーク
［9.19］ Sinclair,Tim

［9.25］「Laura Liverani 活動紹介」Liverani,Laura

◉滞在アーティストと市民の交流企画
［9.18］「伊東 潤、福士 恵二、山田 百次（＋納谷 真大）の稽古を見に行く」参
加アーティスト：伊東 潤、福士 恵二、山田 百次、会場：シアターZOO

─

10OCTOBER/2016 

◉Art & Breakfast Day［10.16］
◉展示
［10.1-10.14］「ONIKONN」Guihun（Chou,Ally、Wu, Yi Ping）
◉天神山文化祭
［10.9-10.10］参加アーティスト：Sinclair,Tim、Guihun （Chou,Ally、Wu, 

Yi Ping）、松本 力、 鈴木 悠哉、 壇原 照和、共催：南平岸まちづくり会
◉天神山文化祭 オープンスタジオ
［10.10］参加アーティスト：Sinclair,Tim、Guihun （Chou,Ally、Wu, Yi Ping）、
松本 力、 鈴木 悠哉
◉天神山文化祭 天神山トーク
［10.10］参加アーティスト：松本 力、壇原 照和
◉イベント 

［10.14］「ONIKONNクロージングパーティ&トーク」Guihun （Chou,Ally、
Wu, Yi Ping）
◉アーティストトーク
［10.16］ Zhang,Xiaochuan（Boat）、鈴木 悠哉、通訳：斎藤 ふみ
◉さっぽろ天神山アートスタジオ 2016年度国際公募プログラム
2016 -2017 Winter

募集期間：10.14-11.18、応募数：111名、選考委員：島袋 道浩（美術家）、四
方 幸子（キュレーター）、朴 炫貞（パク・ヒョンジョン / アーティスト、北海道大学 

CoSTEP 特任助教）、小田井 真美（さっぽろ天神山アートスタジオAIRディレクター）

─

11NOVEMBER/2016 

◉Art & Breakfast Day ［11.20］
◉イベント
［11.13］「a NABE lization」Nguyen,Thuy-Tien

◉アーティストトーク
［11.20］菊池 史子
［11.20］「比喩談 オープニングトーク」Ford,Tobias、Siemmond,Dide

［11.29］「Spatial Writing of the Lifescape in Sapporo City / 札幌日常
生活地景之空間書寫 オープニングトーク」 Lin, Szu Chun

◉展示
［11.27］「比喩談 -Figuraively speaking-」Ford,Tobias、 Siemmond,Dide

［11.29-12.18］「Spatial Writing of the Lifescape in Sapporo City / 札
幌日常生活地景之空間書寫」Lin, Szu Chun

◉冬季アジア札幌大会に向けたおもてなし企画
［11.26］豊平区内小学校との連携プロジェクト「ヒンメリんごの木制作」会場：
札幌市立みどり小学校、製作：豊平区役所

AUGUST 
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
2016

EVENTS イベント
SAPPORO TENJINYAMA 

ART STUDIO EVENTS

2016-2017

1.ポートフォリオ・プレゼン大会＆歓迎会 /Fernández Pan, Sonia

2.展示「比喩談 - Figuraively speaking -」 Ford,Tobias、Siemmond,Dide

3.天神山夏のこどもオープンスタジオ

2

3

1
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─

12DECEMBER/2016 

◉Art & Breakfast Day ［12.18］
◉合宿型ワークショップ
［12.16-18］「アーティスト・イン・レジデンスを始めよう！AIRキャンプ 2016冬」
ゲスト：小川 希、古橋 敬一、吉田 有里、山野 真悟、Salvatus,Mark、
Mami,Tuan、大澤 寅雄
［12.17］関連企画：「AIRキャンプ 2016冬アジアフォーラム＆交流会」、
会場：札幌市澄川地区会館ホール、主催：NPO法人S-AIR、 協力：AIR 

NETWORK JAPAN、MOVE ARTS JAPAN、 企画：小田井 真美（AIRディ
レクター）、 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
◉アーティストトーク
［12.18］Li,Shangquan

◉展示・トーク
［12.25-27］Gagnon,Mathieu＆Forest,Mathilde

 

─

1JUNUARY/2017

◉Art & Breakfast Day［1.15］
◉展示
［1.22-25］「seeing 眼 in the stream/ストリームの中で私を見ること」
Blake,Tom

◉さっぽろ天神山アートスタジオ 2016年国際公募アーティスト・イン・レジ
デンス事業 s(k)now 

［1.28-2.26］招聘アーティスト：福永 敦、Narvaez Cedeño, William Andres、
Downer,Jeff 

◉ s(k)now オープニング・トーク
［1.28］招聘アーティストとキュレーター四方 幸子さんによる座談会
◉冬季アジア札幌大会に向けたおもてなし企画
［1.21］豊平区内小学校との連携プロジェクト「ヒンメリんごの木制作」会場：
札幌市立みどり小学校、製作：豊平区役所

─

2FEBRUARY/2017

◉Art & Breakfast Day［2.19］
◉アーティストトーク
［2.1］ Smirnova,Ekaterina 

［2.9］「ヨンチア・チャン アーティストトーク」Chang,Yoong Chia、会場：
To ov Café

［2 .11］「バンクーバー（カナダ）拠点のアーティストによる写真についての
トーク＆パフォーマンスと、南米コロンビアのアートシーンと自身の活動に

ついて紹介するトークの二本立て。」Narvaez Cedeño, William Andres、
Downer,Jeff、会場・協力：眺望ギャラリーテラス計画
［2.26］「s(k)now 招聘アーティストによる滞在成果発表 ギャラリーツアー」
福永 敦、Narvaez Cedeño, William Andres、Downer,Jeff、通訳：
坂口千秋、ゼフ 由里子
◉パフォーマンス
［2.1］「詩がうまれるとき」三角 みづ紀
［2.26］「s(k)now 招聘アーティストによる滞在成果発表 パフォーマンス」
福永 敦
◉展示
［2.2-7］「FROZEN WATERS」Smirnova,Ekaterina

［2.22-26］「s(k)now 招聘アーティストによる滞在成果発表」福永 敦、
Narvaez Cedeño, William Andres、Downer,Jeff

◉交流会
［2.26］「s(k)now 招聘アーティストによる滞在成果発表 交流会」福永 敦、
Narvaez Cedeño, William Andres、Downer,Jeff、他滞在アーティスト
数名
◉ワークショップ
［2.5］「オノマトペワークショップ」福永 敦、会場：北海道大学遠友学舎、主催：
北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター CoSTEP 

◉冬季アジア大会でのデモストレーションブース出展
［2.22-26］会場：真駒内アイスアリーナ

─

3MARCH/2017

◉Art & Breakfast Day［3.20］
◉展示
［3 .10 -16］「S-AIR EXCHANGE programme 2016冬 期  VISUAL 

RESEARCH」Harper,Warren、 Ravinette,James

［3.10-19］「S-AIR EXCHANGE programme 2016冬期 2nd AIR ヨンチア・
チャン展覧会-Second Life-」Chang,Yoong Chia

［3.15-23］「EMOJIKKEN」 Ratcliffe,Jack

◉アーティストトーク
［3.10］「S-AIR EXCHANGE programme 2016冬期 2nd AIR ヨンチア・チャ
ン展覧会-Second Life-」Chang,Yoong Chia、会場：北海道教育大学アー
ツ&スポーツ文化複合施設HUG

［3.12］「S-AIR EXCHANGE programme 2016冬期 VISUAL RESEARCH」
Harper,Warren、 Ravinette,James

※S-AIR EXCHANGE programme 2016冬期  主催：NPO法人S-AIR、コー
ディネート：さっぽろ天神山アートスタジオ
◉公開制作
［3.20］「いったん発見されるも雪崩でまた遭難」岡和田 直人

DECEMBER
JANUARY
FEBRUARY
MARCH

EVENTS イベント
SAPPORO TENJINYAMA 

ART STUDIO EVENTS

2016-2017

1. 3.滞在アーティスト 三井 郁弥 万華鏡コレクション
2.  滞在アーティスト 根岸 桃子とChen,Clemaの滞在制作作品

2016-2017

2

3

1

※会場の表記がないものは、当施設で開催したものです。※Art & Breakfast Dayは三田村光土里さんのアートプロジェクトです。※プログラム・イベントなどへの参加者のべ人数：39,599名
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4 APRIL, 2016 
◉金 浩钒 ジン・ハオファン Jin,Haofan

①②中国③美術④2015年度ネットワーキング事業 STELLAR 
COURSE（中華民国、深圳市）からの派遣アーティスト
◉Boat 张小船 シャオチュアン・チャン（ボート） Zhang, Xiaochuan （Boat）
①②中国③美術
◉ナデージュ・フィリップ・ジャノン Philippe-Janon, Nadege  他1名
①②オーストラリア③美術④2016年度ネットワーキング事業 Asia 
Link（オーストラリア、メルボルン）からの派遣アーティスト
◉坂口 千秋  Sakaguchi, Chiaki 
①日本②東京都③美術
◉黃 嘉敏 ファン・チャーミン  Huang, Chia-Min  他1名
①台湾②フランス③美術
◉デニス・ケホー  Kehoe, Denise

①スイス②神奈川県③美術
◉堀尾 寛太  Horio, Kanta

①日本②東京都③美術
◉納谷 真大  Naya, Masatomo

①日本②富良野市③演劇④アリスインプロジェクト「アリス イン デッ
ドリースクール オルタナティブ」/コンカリーニョ
◉葉山 太司  Hayama, Futoshi

①日本②福岡県③演劇④イナダ組「亀屋ミュージック劇場」/コンカリーニョ
◉チョン・ヨンドゥ Tung, Young -Doo

①韓国②埼玉県③ダンス
◉石井 則仁  Ishii, Norihito

①日本②東京都③ダンス
◉ナディーン・ウィレムス Willems, Nadine

①日本②イギリス③文芸
◉ドリアン・ケイヴ Cave, Dorian

①フランス②中国③文芸
◉ビバリー・スミス・キーリング Smith-Keiling, Beverly  他1名
①②アメリカ③文芸
◉インゲ・トリニケンス Trienekens, Inge

①②オランダ③写真④トークセッション「札幌の写真」/眺望ギャラリー
テラス計画、500m美術館vol.18 Sapporo Section 3：Photo「記
憶と記録の札幌」/札幌大通地下ギャラリー500m美術館
◉帯川 将之 Obikawa, Masayuki  他2名
①日本②旭川市③写真
◉エドワン EDWON

①②アメリカ③映像

5 MAY, 2016

◉原口 比奈子  Haraguchi, Hinako

①日本②埼玉県③美術
◉ハインツ・キャスパー  Kasper, Heinz

①②オーストリア③美術
◉山崎 阿弥  Yamasaki, Ami

①日本②東京都③美術
◉毛利 悠子  Mohri, Yuko

①日本②東京都③美術
◉坂口 千秋  Sakaguchi, Chiaki

①日本②東京都③美術
◉鈴木 悠哉  Suzuki, Yuya

①日本②福島県③美術④「【特別展】北海道・いまを生きるアーティ
ストたち ともにいること ともにあること」/北海道立近代美術館、 
「City language」/札幌駅JRタワー ART BOX、「ヘキガ計画2 
鈴木 悠哉」/眺望ギャラリーテラス計画

◉野田 苑邸  Noda, Endy

①日本②イギリス③音楽
◉カルステン・オリバー・ビエラゲル  Bieräugel,Carsten Oliver 

①②ドイツ③工芸
◉藤田 貴大  Fujita, Takahiro  他5名
①日本②伊達市③演劇④「さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワー
クショップ  第1回」/札幌市立資生館小学校
◉藤本 道  Fujimoto, Yu  他3名
①日本②東京都③演劇④ELEVEN NINES presents dEBoo #2
「そして誰もいなくなった」/コンカリーニョ
◉帯川 将之  Obikawa, Masayuki  他1名
①日本②旭川市③写真

7 JULY, 2016

◉雨森 信  Amenomori, Nobu

①日本②大阪府③美術
◉浅井 真理子  Asai, Mariko

①日本②埼玉県③美術④浅井真理子展「つるつるのみちをとおって
かなたをさわりに」/CAI02
◉長坂 有希  Nagasaka, Aki

①日本②大阪府③美術
◉サラ・クリフォード・ラショット Clifford Rashotte, Sarah

①②カナダ③美術
◉ソル・フリードマン  Friedman, Sol

①②カナダ③美術
◉フレイヤ・ファン・デン・ボーム  Van den Boom, Freyja

①②オランダ③美術
◉豊嶋 秀樹  Toyoshima, Hideki

①日本②福岡県③美術④「ホーリー・マウンテンズ 内なる聖山へ続
く三本の足跡」/モエレ沼公園ガラスのピラミッド
◉坂本 大三郎  Sakamoto, Daizaburo  他1名
①日本②山形県③美術④「ホーリー・マウンテンズ 内なる聖山へ続
く三本の足跡」/モエレ沼公園ガラスのピラミッド
◉富田 俊明  Tomita, Toshiaki 

①日本②釧路市③美術
◉古市 保子  Furuichi, Yasuko

①日本②東京都③美術
◉島袋 道浩  Shimabuku, Michihiro

①日本②ドイツ③美術④「SIAFラボ 第2回『未来のパブリックアー
ト』」/札幌市資料館 
◉磯崎 道佳  Isozaki, Michiyoshi

①日本②ニセコ町③美術④「SIAFラボ 第2回『未来のパブリックアー
ト』」/札幌市資料館 
◉キャサリーン・アーノルド  Yarnold, Kathleen

①アメリカ②東京都③美術
◉ラッチャンダナエ・エン  Eng, Rithchandaneth

①②カンボジア③美術④「ラッチャンダナエ・エン オープンスタジオ」
/北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG
◉松本 力  Matsumoto, Chikara

①日本②東京都③美術④2016年度夏休み子どもプログラム招聘アー
ティスト
◉曽我 英子  Soga, Eiko

①日本②イギリス③美術
◉原口 比奈子  Haraguchi, Hinako

①日本②埼玉県③美術④六花ファイル第6期収蔵作家作品展 /六花
亭福住店
◉ベッキー・フリーマン（スイチェン）  Freeman,Becky（ Sui Zhen）   他1名
①②オーストラリア③音楽④「SUI ZHEN LIVE & DJ at PROVO」/
PROVO

◉若林 克友  Wakabayashi, Katsutomo

①日本②山梨県③美術④若林 克友 彫刻展「樹をひらく」/さいとうギャラリー
◉豊嶋 秀樹  Toyoshima, Hideki

①日本②福岡県③美術
◉川村 久恵  Kawamura, Hisae

①日本②旭川市③音楽④日韓ダンスプロジェクト「rap rap（ラプラ
プ）」/シアターZOO
◉劇団青羽  Chongwoo  他13名
①②韓国③演劇④劇団青羽「私の名は河」/シアターZOO
◉チョン・ヨンドゥ Tung, Young -Doo

①韓国②埼玉県③ダンス④日韓ダンスプロジェクト「rap rap（ラプラ
プ）」/シアターZOO
◉平原 慎太郎  Hirahara, Shintaro

①日本②神奈川県③ダンス④札幌市民芸術祭「現代文学演舞 地獄
変」/浄土宗観音寺
◉リュ ジェス  Liu, Jae-Soo

①②韓国③文芸
◉バン ユンウク Ban, Yooung

①②韓国③文芸
◉帯川 将之  Obikawa, Masayuki  他4名
①日本②旭川市③写真

6 JUNE, 2016

◉坂本 大三郎  Sakamoto, Daizaburo 
①日本②山形県③美術
◉坂口 千秋  Sakaguchi, Chiaki 

①日本②東京都③美術
◉富田 俊明  Tomita, Toshiaki

①日本②釧路市③美術
◉中崎 透  Nakazaki, Tohru

①日本②茨城県③美術
◉東方 悠平  Higashikata, Yuhei

①日本②札幌市③美術④「いつかきたみち、こどもみち」/札幌大通
地下ギャラリー 500m美術館
◉居原田 遥  Iharada, Haruka

①日本②東京都③美術
◉山上 幸宏  Yamagami, Yukihiro

①日本②京都府③美術④教育文化会館×SIAF LAB-ヤマガミユキヒ
ロ「Air Scapes」- /札幌市資料館 
◉正木 裕介  Masaki, Yusuke

①日本②京都府③美術④教育文化会館×SIAF LAB-ヤマガミユキ
ヒロ「Air Scapes」- /札幌市資料館
◉ナラワン・パトムワット Pathomvat, Narawan

①②タイ③美術
◉浅井 真理子  Asai, Mariko

①日本②埼玉県③美術④浅井真理子展「つるつるのみちをとおって
かなたをさわりに」/CAI02
◉梅田 哲也 Umeda, Tetsuya

①日本②大阪府③美術④「展示展『梅田哲也』/クロージングライブ」
/アートセンター土砂
◉雨森 信  Amenomori, Nobu

①日本②大阪府③美術
◉稲崎 京子  Inazaki, Kyoko

①日本②稚内市③美術
◉有馬 恵子  Arima, Keiko 

①日本②東京都③音楽④「さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワー
クショップ 第1回」/札幌市立資生館小学校
◉大友 良英  Otomo, Yoshihide

①日本②東京都③音楽④「さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワー
クショップ 第1回」/札幌市立資生館小学校

◉小松平 七織子  Komatsuhira, Naoko  他2名
①日本②東京都③工芸
◉国府田 典明  Koda, Noriaki

①日本②東京都③ダンス④札幌国際舞踏フェスティバル2017 プレイ
ベント「舞踏シンポジウム『昭和の軌跡と未来への舞踏。』」「大野慶人
舞踏公演 『花と鳥 舞踏という生き方』」/ターミナルプラザことにPATOS
◉溝端 俊夫  Mizohata, Toshio

①日本②東京都③ダンス④札幌国際舞踏フェスティバル2017 プレイ
ベント「舞踏シンポジウム『昭和の軌跡と未来への舞踏。』」「大野慶人
舞踏公演 『花と鳥 舞踏という生き方』」/ターミナルプラザことにPATOS
◉吉田 智彦  Yoshida, Tomohiko

①日本②神奈川県③写真④「ホーリー・マウンテンズ 内なる聖山へ
続く三本の足跡」/モエレ沼公園ガラスのピラミッド
◉山内 悠  Yamauchi, Yu

①日本②長野県③写真④「ホーリー・マウンテンズ 内なる聖山へ続
く三本の足跡」/モエレ沼公園ガラスのピラミッド
◉中村 美之  Nakamura, Miyuki

①日本②東京都③デザイン

8 AUGUST, 2016

◉シド・マリー・クラーク  Murry-Clark, Sidd  他2名
①イギリス②兵庫県③美術④「シド・マリークラークによる絵画ワー
クショップ」/さっぽろ天神山アートスタジオ交流スタジオ
◉カタリーナ・レンデルス  Reynders, Catharina

①オランダ②ベルギー③美術
◉山本 法子  Yamamoto, Noriko

①日本②兵庫県③美術④「第15回記念 サッポロ未来展」/赤レンガ
庁舎、札幌時計台ギャラリー
◉中村 和也  Nakamura, Kazuya  他1名
①日本②東京都③美術
◉富田 俊明  Tomita, Toshiaki

①日本②釧路市③美術
◉ソニア・フェルナンデス・パン  Fernández Pan, Sonia

①②スペイン③美術④「ソニア・フェルナンデス・パン＆ラッチャンダ
ナエ・エンによるレクチャー」/北海道教育大学アーツ＆スポーツ文化
複合施設HUG
◉ウェンナム・ヤップ   Yap, Weng Nam 

①②マレーシア③美術④「ウェンナム・ヤップ展『The Blind Men 
and the Elephant, in Sapporo』」/CAI02
◉吉倉 千尋  Yoshikura, Chihiro

①日本②東京都③美術
◉松本 力  Matsumoto, Chikara

①日本②東京都③美術④2016年度夏休み子どもプログラム招聘
アーティスト
◉大勝 純一  Daikatsu, Junichi

①日本②愛知県③美術
◉巫 伊平/ウー・イーピン  Wu, Yi Ping

①②台湾③美術
◉ハンニー・ファン・デン・ベルフ  Van Den Bergh, Hannie

①②オランダ③美術
◉ジャン・ファン・デン・ベルフ  Van Den Berg, Jan

①②オランダ③美術
◉有馬 恵子  Arima, Keiko 

①日本②東京都③音楽④「さっぽろコレクティブ・オーケストラ ワー
クショップ  第2回」/札幌市立資生館小学校
◉時崎 久夫  Tokizaki, Hisao 

①日本②札幌市③音楽
◉関 龍太郎  Seki, Ryutaro  他2名
①日本②東京都③音楽④「SUI ZHEN LIVE & DJ at PROVO」/
PROVO

RESIDENT 滞在アーティスト ①国籍②拠点③活動分野④活動内容 
※掲載情報は当施設に滞在していた時点の情報です。②海外アーティストは国名、国内アーティストは都道府県名（北海道内アーティストは市町村名）で表記。
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◉三角 みづ紀  Misumi, Mizuki

①日本②埼玉県③文芸④「これからの音楽 音楽のいま」（朗読）/札
幌コンサートホールKitara、 小林 俊哉 個展「何も語らざるものたち。
-森にて-」（朗読）/クラークギャラリー+SHIFT
◉勝部 ちこ  Katsube, Chiko  他1名
①日本②鹿児島県③ダンス④コンタクトインプロビゼーションWS/
市民活動プラザ星園、 Plantarion、 さっぽろ天神山アートスタジオ
◉ラウラ・リベラニ  Liverani, Laura

①②イタリア③写真
◉帯川 将之  Obikawa, Masayuki

①日本②旭川市③写真
◉天野 愛子  Amano, Aiko  他9名
①日本②愛知県③映像
◉エドワン EDWON

①②アメリカ③映像
◉ジェシー・リー・パーカー  Parker, Jesse Lee   他3名
①アメリカ②神奈川県③その他④「タオヨガアーツ氣の癒しの約束 
～Healing Promise of Ki」/札幌中央区民センター、さっぽろ天神
山アートスタジオ

10 OCTOBER, 2016

◉山崎 阿弥  Yamasaki, Ami 

①日本②東京都③美術④2016年度子どもの美術体験事業「おとど
けアート」/札幌市立鴻城小学校
◉ザック・ヤーリントン  Yarrington, Zach

①②アメリカ③美術④「500m美術館開館5周年企画 札幌・ポートラ
ンド姉妹都市交流展 」/札幌大通地下ギャラリー500m美術館
◉ピーター・シメンスキー  Simensky, Peter  他1名
①②アメリカ③美術④「500m美術館開館5周年企画 札幌・ポートラ
ンド姉妹都市交流展 」/札幌大通地下ギャラリー500m美術館
◉ブレア・サクソン・ヒル  Saxon-Hill, Blair

①②アメリカ③美術④「500m美術館開館5周年企画 札幌・ポートラ
ンド姉妹都市交流展 」/札幌大通地下ギャラリー500m美術館
◉鈴木 悠哉  Suzuki, Yuya

①日本②福島県③美術④「さっぽろアートステージ 2016」/札幌駅
前地下歩行空間
◉Boat 张小船 シャオチュアン・チャン（ボート） Zhang, Xiaochuan （Boat）
①②中国③美術④「さっぽろアートステージ 2016」/札幌駅前通地
下歩行空間
◉松本 力  Matsumoto, Chikara

①日本②東京都③美術
◉島袋 道浩  Shimabuku, Michihiro

①日本②沖縄県③美術④「SIAFラボ 第3回『古代のパブリックアー
ト』」/札幌市資料館
◉萩尾 憲治  Hagio, Kenji

①日本②東京都③美術
◉立山 正伸  Tateyama, Masanobu  他1名
①日本②千葉県③美術④「財団法人梅津奨学院設立七十周年に遊
び会」/札幌時計台ホール
◉坂口 千秋  Sakaguchi, Chiaki 

①日本②東京都③美術④「OPEN GATE 2016トーク」/札幌市資料館
◉水野 朋子  Mizuno, Tomoko

①日本②茨城県③美術④「OPEN GATE 2016トーク」/札幌市資料館
◉久保田 晃弘  Kubota, Akihiro  他3名
①日本②東京都③美術
◉中村 優見 Nakamura, Yumi  他1名
①日本②札幌市③音楽
◉縄手 晃徳  Nawate, Akinori 

①日本②札幌市③音楽

◉蒲 筱山 プ・シャオシャン（マリナ）  Pu, Hsiao-Shan （Marina）
①②台湾③映像
◉阿児 つばさ Ako, Tsubasa

①日本②兵庫県③映像
◉伊藤 潤  Ito, Jun

①日本②東京都③演劇④札幌座「肝っ玉おっ母とその子どもたち」/
サンピアザ劇場
◉福士 恵二  Fukushi, Keiji

①日本②東京都③演劇④札幌座「肝っ玉おっ母とその子どもたち」/
サンピアザ劇場
◉山田 百次 Yamada, Momoji

①日本②東京都③演劇④札幌座「肝っ玉おっ母とその子どもたち」/
サンピアザ劇場
◉下館 和巳  Shimodate, Kazumi  他3名
①日本②宮城県③演劇
◉ティム・シンクレア  Sinclair, Tim

①②オーストラリア③文芸
◉ジャスティン・シーパーソン  Shih-Pearson, Justine

①②オーストラリア③文芸
◉周 幸儀 チョウ・アリー  Chou, Ally

①台湾②京都府③写真
◉三浦 一馬  Miura, Kazuma 

①日本②東京都③その他

9 SEPTEMBER, 2016

◉阿児 つばさ Ako, Tsubasa

①日本②兵庫県③美術
◉Boat 张小船 シャオチュアン・チャン（ボート） Zhang, Xiaochuan （Boat）
①②中国③美術
◉曽我 英子 Soga, Eiko

①日本②イギリス③美術
◉ラタナ・ソル  Sor, Ratana

①②カンボジア③美術
◉梅田 哲也  Umeda, Tetsuya

①日本②大阪府③美術
◉さわ ひらき Sawa, Hiraki

①日本②イギリス③美術
◉長谷川 仁  Hasegawa, Jin

①日本②東京都③美術
◉雨森 信  Amenomori, Nobu

①日本②大阪府③美術
◉堀尾 寛太  Horio, Kanta

①日本②東京都③美術
◉富田 俊明  Tomita, Toshiaki

①日本②釧路市③美術
◉原口 比奈子  Haraguchi, Hinako

①日本②埼玉県③美術
◉中村 優見  Nakamura, Yumi

①日本②札幌市③音楽
◉佐々木 光弘  Sasaki, Mitsuhiro  他5名
①日本②東京都③演劇④空飛ぶ猫☆魂「８月のウィークエンド・プロ
フェシー」/BLOCH
◉前田 司郎  Maeda, Shiro  他5名
①日本②東京都③演劇④北海道文化財団アートゼミ事業 五反田団
「pion」/シアターZOO
◉藤本 道  Fujimoto, Yu  
①日本②東京都③演劇④「親の顔がみたい」/コンカリーニョ

◉トバイアス・フォード  Ford, Tobias

①②イギリス③工芸④「像を押す」/ギャラリー犬養 ※谷口大個展
「～表裏との対話～」内
◉村井 雄  Murai, Yu 

①日本②東京都③演劇④札幌劇場祭TGR2016 開幕ペナントレース
＆劇団コヨーテ「身毒丸」/BLOCH
◉竹原 圭一  Takehara, Keiichi

①日本②札幌市③演劇④札幌劇場祭TGR2016 RED KING CRAB
「カラッポ」/コンカリーニョ
◉平原 慎太郎  Hirahara, Shintaro

①日本②神奈川県③ダンス④ダンス公演「Room Servise」/ターミ
ナルプラザことにPATOS
◉志賀 信夫  Shiga, Nobuo

①日本②千葉県③ダンス④札幌国際舞踏フェスティバル 2017プレ
イベント「舞踏を語る」/hammock basecafe
◉ディデ シエモンド  Siemmond, Dide 

①②イギリス③文芸
◉ポール・ブラッドリー・コング  Bradley-Cong, Paul 

①②イギリス③文芸
◉檀原 照和  Danbara, Terukazu 

①日本②神奈川県③文芸
◉林 思駿 リン・スーチョン Lin, Szu Chun

①②台湾③デザイン④2016年度ネットワーキング事業 Soulangh 
Artist Village（台湾、台南市）からの派遣アーティスト
◉上田 假奈代  Ueda, Kanayo

①日本②大阪府③その他
◉中沢 新一  Nakazawa, Shinichi  他1名
①日本②山梨県③その他④「SIAFラボ 第３回『古代のパブリックアー
ト』」/札幌市資料館

11 NOVEMBER, 2016

◉鈴木 悠哉  Suzuki, Yuya

①日本②福島県③美術④「さっぽろアートステージ 2016」/札幌駅
前通地下歩行空間
◉村上 慧  Murakami, Satoshi

①日本②長野県③美術④「さっぽろアートステージ 2016」/札幌駅
前通地下歩行空間
◉河田 百代  Kawata, Momoyo

①日本②広島県③美術④「さっぽろアートステージ 2016」/札幌駅
前通地下歩行空間
◉地主 麻衣子 Jinushi, Maiko

①日本②神奈川県③美術④「さっぽろアートステージ 2016」/札幌
駅前通地下歩行空間
◉前川 紘士  Maekawa, Koji

①日本②京都府③美術④「アートミーツケア学会2016年度総会・大
会＠札幌」/札幌市立大学 芸術の森キャンパス
◉藤木 正則  Fujiki, Masanori

①日本②旭川市③美術④2016年度子どもの美術体験事業「おとど
けアート」/札幌市立藻岩小学校
◉長谷川 仁  Hasegawa, Jin

①日本②東京都③美術④2016年度子どもの美術体験事業「おとど
けアート」/札幌市立月寒東小学校
◉千葉 千栄美  Chiba, Chiemi  他1名
①日本②豊頃町③美術④「ココtoミライinさっぽろ」アート総合講師
の彫刻家・相原正美とともに行うワークショップ/子どもの体験活動
の場・Coミドリ
◉梅田 哲也  Umeda, Tetsuya

①日本②大阪府③美術
◉中崎 透  Nakazaki, Tohru

①日本②茨城県③美術

◉雨森 信  Amenomori, Nobu

①日本②大阪府③美術
◉堀尾 寛太  Horio, Kanta

①日本②東京都③美術
◉小川 紀美代  Ogawa, Kimiyo

①日本②東京都③音楽④さっぽろアートステージ 2016 実験演劇集
団 風蝕異人街「リア王」/ターミナルプラザことにPATOS
◉小松平 七織子  Komatsuhira, Naoko

①日本②東京都③工芸④「ミュンヘンクリスマス市 in Sapporo」/札
幌大通公園
◉ニール・ホール  Hall, Neal

①②アメリカ③文芸④「Dr.Neal Hall 朗読イベント＠北海学園大学」/
北海学園大学、「POETRY READING by Dr.Neal Hall, M.D., Poet」/
市内アメリカ領事館
◉トゥイティエン・グエン  Nguyen, Thuy-Tien

①②ベトナム③写真④Move Arts Japanの招聘アーティスト
◉帯川 将之  Obikawa, Masayuki  他2名
①日本②旭川市③写真
◉イヴァン・トルレス  Torres, Ivan  他1名
①②スペイン③映像
◉中村 美之  Nakamura, Miyuki

①日本②東京都③デザイン
◉リー・サンクァン  Li, Shang-Quan

①②中国③その他④2016年度ネットワーキング事業 STELLAR 
COURSE（中華民国、深圳市）からの派遣アーティスト

12 DECEMBER, 2016

◉南 隆雄  Minami, Takao

①日本②フランス③美術④第6回博物館研究会：公開研究会 「アー
カイブとコンテクスト：アーティストと映像」/北海道大学総合博物館
◉菅 定  Kan, Sadamu  他3名
①日本②美深町③美術④「Gift ～三人の作家からの贈りもの～」/大
通ビッセギャラリー
◉パク・ジヘ  Park, JiHye

①韓国②茨城県③美術
◉パク・ジェヒョン Park, Jehyon

①韓国②東京都③美術
◉根岸 桃子  Negishi, Momoko

①日本②群馬県③美術
◉クレム・チェン  Chen, Clem

①②カナダ③美術
◉鈴木 悠哉  Suzuki, Yuya

①日本②福島県③美術
◉ステファン・ジョージ・カヴァナー  George Kavanagh, Stephen

①②イギリス③美術
◉大澤 寅雄  Ohsawa, Torao  他14名
①日本②福岡県③美術④「AIRキャンプ 2016冬」/さっぽろ天神山
アートスタジオ、澄川地区会館ホール
◉マシュー・ガグノン Gagnon, Mathieu

①②カナダ③美術
◉マチルダ・フォレスト Forest, Mathilde

①②カナダ③美術
◉遠藤 園子 Endo, Sonoko

①日本②宮城県③音楽④「クリスタルボウル 札幌演奏会」/札幌エ
ルプラザ、「クリスタルボウル 札幌トランスフォーメーションゲーム」/
札幌市内
◉剣持 直明  Kenmochi, Naoaki

①日本②東京都③演劇④MAM「父と暮せば」/シアターZOO
◉松村 沙瑛子  Matsumura, Saeko

①日本②埼玉県③演劇④MAM「父と暮せば」/シアターZOO

RESIDENT 滞在アーティスト ①国籍②拠点③活動分野④活動内容 
※掲載情報は当施設に滞在していた時点の情報です。②海外アーティストは国名、国内アーティストは都道府県名（北海道内アーティストは市町村名）で表記。
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未記入
0.9/%その他 5.0%

工芸 2.8%

ダンス 4.1%
文芸 5.8%

デザイン 7.3%

映像 7.3%

写真 7.3%

音楽 8.4%

演劇 14.9%

美術 36.3%

3 MARCH, 2017

◉藤木 正則  Fujiki, Masanori

①日本②旭川市③美術④2016年度子どもの美術体験事業「おとど
けアート」/札幌市立藻岩小学校
◉カイヤン・ビショップ  Bishop, Kyan

①②アメリカ③美術④PechaKuchaNight SAPPORO #1/眺望
ギャラリーテラス計画
◉堀尾 寛太  Horio, Kanta

①日本②東京都③美術
◉ジャック・ラットクリフティー  Ratcliffe, Jack

①②イギリス③美術
◉進藤 冬華  Shindo, Fuyuka

①日本②江別市③美術
◉富田 敏明  Tomita, Toshiaki

①日本②釧路市③美術
◉竹内 公太  Takeuchi, Kota

①日本②福島県③美術
◉中崎 透  Nakazaki, Tohru

①日本②茨城県③美術
◉岡和田 直人 Okawada, Naoto

①日本②帯広市③美術
◉李 宜芳 リー・イーファン  Lee, I-Fang

①②台湾③美術
◉わにぶち みき  Wanibuchi, Miki

①日本②大阪府③美術
◉遠藤 園子 Endo, Sonoko

①日本②宮城県③音楽④「札幌＊ひなまつりクリスタルボウル演奏
会」/札幌エルプラザ
◉河田 まりか  Kawata, Marika 他8名
①日本②東京都③音楽④Primavera concert vol.4 東京音楽大
学付属高等学校出身者による演奏会/札幌友の会「友の家ホール」
◉奥田 梨惠子  Okuda, Rieko

①日本②ドイツ③音楽④Virtaranta-Okuda- Berger Trio/札
幌COO、ミニマル×舞踏 VIRTARANTA OKUDA BERGER TRIO 
NATURE OF SPINNING JAPAN TOUR/Conte-Sapporo

◉アンティ・ヴィルタランタ Virtaranta, Antti

①②フィンランド③音楽④Virtaranta-Okuda- Berger Trio/札
幌COO、ミニマル×舞踏 VIRTARANTA OKUDA BERGER TRIO 
NATURE OF SPINNING JAPAN TOUR/Conte-Sapporo

◉ヤカ・ベルガー  Berber, Jaka

①②スロベニア③音楽④Virtaranta-Okuda- Berger Trio/札
幌COO、ミニマル×舞踏 VIRTARANTA OKUDA BERGER TRIO 
NATURE OF SPINNING JAPAN TOUR/Conte-Sapporo

◉スペラ・スクール  Skulj, Spela

①②スロベニア③音楽④Virtaranta-Okuda- Berger Trio/札
幌COO、ミニマル×舞踏 VIRTARANTA OKUDA BERGER TRIO 
NATURE OF SPINNING JAPAN TOUR/Conte-Sapporo

◉下館 和巳  Shimodate, Kazumi  他2名
①日本②宮城県③演劇④対談イベント「下館和巳×廣瀬純 東日本大
震災後の舞台作品作りと日常」/さっぽろ天神山アートスタジオ
◉三角 みづ紀  Misumi, Mizuki

①日本②埼玉県③文芸
◉クリスティー・コリンズ  Collins, Christy

①②オーストラリア③文芸④2017年度ネットワーキング事業 Asia 
Link（オーストラリア、メルボルン）からの派遣アーティスト
◉西海 悠介  Nishigai, Yusuke

①日本②神奈川県③写真
◉寺岡 桃  Teraoka, Momo

①日本②幕別町③デザイン

◉下館 和巳  Shimodate, Kazumi

①日本②宮城県③演劇
◉廣瀬 純  Hirose, Jun

①日本②宮城県③演劇
◉ジャン・ユアンリー  Zheng, Yuan-li

①②中国③その他

1JANUARY, 2017

◉藤木 正則  Fujiki, Masanori

①日本②旭川市③美術④2016年度子どもの美術体験事業「おとど
けアート」/札幌市立藻岩小学校
◉三田村 光土里  Mitamura, Midori

①日本②東京都③美術④500m美術館vol.21 500メーターズプロ
ジェクト004「おはようございます、おつかれさまです」/札幌大通地
下ギャラリー 500m美術館
◉クォン・スンチャン Gwon, Seung-Chan

①②韓国③美術④-雪と光のプロジェクト-さっぽろユキテラス 2017/
札幌市北3条広場“アカプラ”
◉東方 悠平  Higashikata, Yuhei

①日本②札幌市③美術④展示 「ファッション/Fashion」/JRタワー
札幌ART BOX
◉ジェフ・ダウナー  Downer, Jeff

①②カナダ③美術④2016年度国際公募プログラム招聘アーティスト
◉ウィリアム・アンドレアス・ナルバエス・セデーニョ
Narvaez Cedeño, William Andres  他1名
①②コロンビア③美術④2016年度国際公募プログラム招聘アーティスト
◉福永 敦 Fukunaga, Atsushi

①日本②ドイツ③美術④2016年度国際公募プログラム招聘アーティスト
◉マチルダ・フォレストForest, Mathilde

①②カナダ③美術
◉マシュー・ガグノン Gagnon, Mathieu

①②カナダ③美術
◉梅田 哲也  Umeda, Tetsuya

①日本②大阪府③美術
◉中崎 透  Nakazaki, Tohru

①日本②茨城県③美術
◉堀尾 寛太  Horio, Kanta

①日本②東京都③美術
◉坂口 千秋  Sakaguchi, Chiaki

①日本②東京都③美術
◉トム・ブレイク Blake, Tom  他1名
①②オーストラリア③美術
◉ヨンチア・チャン  Chang,Yoong Chia   他1名
①②マレーシア③美術④「S-AIR EXCHANGE programme 2016
冬期 2nd AIR ヨンチア・チャン展覧会-Second Life-」/北海道教
育大学アーツ＆スポーツ文化複合施設HUG
◉雨森 信  Amenomori, Nobu

①日本②大阪府③美術
◉阿児 つばさ Ako, Tsubasa

①日本②兵庫県③美術
◉さわ ひらき Sawa, Hiraki

①日本②イギリス③美術
◉エカテリーナ・スミルノヴァ Smirnova, Ekaterina

①②アメリカ③美術
◉中島 憲  Nakajima, Satoshi  他18名
①日本②岩見沢市③演劇
◉橋本 玲奈  Hashimoto, Reina  他3名
①日本②東京都③ダンス④瞬project presents「Tatiana Chorot
×Organ Works」/シアターZOO

◉タティアナ・チョロト Chorot, Tatiana

①②スペイン③ダンス④瞬project presents「Tatiana Chorot×
Organ Works」/シアターZOO
◉三角 みづ紀  Misumi, Mizuki

①日本②埼玉県③文芸
◉岡和田 直人 Okawada, Naoto

①日本②帯広市③映像

2 FEBRUARY, 2017

◉三井 郁弥  Mitsui, Ikuya

①日本②富良野市③美術④万華鏡学校ふらび カレイドスコープ展
「美しき世界を覗く幸せ」/CAFE ESQUISSE（カフェ エスキス）
◉平川 紀道  Hirakawa, Norimichi

①日本②東京都③美術④2017冬季アジア札幌大会連携 創造都市
発信事業 札幌国際芸術祭2017 アーティスト・プレビュー「平川 紀
道《datum》」/モエレ沼公園ガラスのピラミッド雪倉庫
◉濱 哲史  Hama, Satoshi

①日本②神奈川県③美術④2017冬季アジア札幌大会連携 創造都
市発信事業 札幌国際芸術祭2017 アーティスト・プレビュー「平川 
紀道《datum》」/モエレ沼公園ガラスのピラミッド雪倉庫
◉磯崎 道佳  Isozaki, Michiyoshi

①日本②ニセコ町③美術④北海道アイススターホテル「真駒内スノー
アート2017-雪の動物園-ワークショップ」/札幌南ゴルフクラブ駒丘
コース
◉巫 伊平 ウー・イーピン  Wu, Yi-Ping

①②台湾③美術④「分かれ道」/WORLD BOOK CAFÉ
◉リンデン・エラー  Eller, Linden

①②アメリカ③美術
◉中崎 透  Nakazaki, Tohru

①日本②茨城県③美術
◉ジェームス・ラヴィネット Ravinet, James

①②イギリス③美術
◉ウォレン・ハーパー  Harper, Warren

①②イギリス③美術
◉竹本 勢也  Takemoto, Seiya

①日本②東京都③美術
◉島袋 道浩  Shimabuku, Michihiro

①日本②沖縄県③美術
◉坂口 千秋  Sakaguchi, Chiaki

①日本②東京都③美術
◉クリス・ボーン  Bohn, Chris

①スイス②イギリス③音楽
◉野田 苑邸  Noda, Endy

①日本②東京都③音楽
◉雪 雄子  Yuki, Yuko

①日本②青森県③ダンス④札幌国際舞踏フェスティバル2017 舞踏
公演 /コンカリーニョ
◉山中 透  Yamanaka, Tohru  他6名
①日本②東京都③ダンス④札幌国際舞踏フェスティバル2017 舞踏
公演 /コンカリーニョ
◉可世木 裕子  Kaseki, Yuko

①日本②ドイツ③ダンス④札幌国際舞踏フェスティバル 2017 舞踏
公演 /コンカリーニョ
◉周 幸儀 チョウ・アリー Chou, Ally

①台湾②千葉県③写真④「分かれ道」/WORLD BOOK CAFÉ
◉絵空 摩邪  ESORA

①日本②東京都③映像
◉中村 美之  Nakamura, Miyuki

①日本②東京都③デザイン

◉新見 永治  Shinmi, Eiji  他13名
①日本②愛知県③その他④大風呂敷サミット2017 「そもそも大風
呂敷ってなんだっけ？」/おおどおり大風呂敷工場

《申請者の文化・芸術活動の分野》

《滞在中施設内で行う活動内容》

滞在スタジオ利用者データ（2016年度）

RESIDENT 滞在アーティスト

《活動拠点》

創作活動
42.5%

その他
29.0%

未記入
0.7%

リサーチ活動
27.8%

海外 26%

日本国内 74%

道外 54%

道内
10%

札幌市
10%

①国籍②拠点③活動分野④活動内容 
※掲載情報は当施設に滞在していた時点の情報です。②海外アーティストは国名、国内アーティストは都道府県名（北海道内アーティストは市町村名）で表記。
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さっぽろ天神山アートスタジオ 2016年度

管理運営 ｜
一般社団法人 AISプランニング

スタッフ ｜
漆 崇博（代表理事）
小林 亮太郎（コーディネーター）
鈴木 萌（アシスタントコーディネーター）
小林 大賀（アシスタントコーディネーター）
竹田 麻衣
工藤 雅子

AIRディレクター ｜
小田井 真美

コーディネーター ｜
坂口 千秋（国際公募AIRプログラム・コーディネーター）
ゼフ 由里子（国際公募AIRプログラム・コーディネーター）
福原 明子（アシスタントコーディネーター）

協力者（敬称略、順不同）｜
金津 麟太郎、中村 佑樹、志村 綾、寺岡 桃、渡辺 瑞穂、都築 ひろみ、
安田 せひろ、秋保 沙央里、垣内 ルイ、平尾 拓也、渡部 早稀、
Catterall,Rosanna、Freeman,Becky、南平岸まちづくりセンター、
豊平区地域振興課、草の実会、パティスリー楽、Sweet'n sour、
BIGBAND北極、NPO法人北海道スポーツコンシェルジュ、はなの会、
東山小学校、平岸小学校、平岸高台小学校、平岸西小学校、末廣 仁志、
森 雅美、澤田 勝、石田 しろ、佐藤 夕香、下出 理恵子、斎藤 健一、
杉浦 正人、伴野 卓磨、山崎 直子、松本 力、 Sinclair,Tim、鈴木 悠哉、
檀原 照和、Chou, Ally、Wu, Yi Ping、佐中 泰輔、大友 恵理、永井 雅人、
楢山 美樹、佐 木々 はるか、能登 絵里子、荒巻 義雄、三浦 祐嗣、加藤 康子、
川上 りえ、曽我 英子、浅沼 敬子、山本 雄基、岡和田 直人、小島 拓也、
俺のジンギスカン小樽、加賀屋、三角 みづ紀とご両親、中村 絵美、
大賀 千尋、進藤 冬華、太田 博子、魚源、佐藤 歩惟、中村 一典、
マリヤ手芸店、鎌田 洋子、沢井 清行、東方 富美子、天神山ご近所の
中谷さん、水上 さえ、久世 薫嗣、山路さんご夫婦、Korpi Yabe,Yoko 、
高木 秀一、斎藤 武一、成田 真由美、新井 宏明、常田 益代、小野 有五、
竹内 公太、Klien,Susanne、細川 麻沙美、赤城 修司、千秋 美紀子、
高橋 幸恵、神保 知子、加藤 潤、呉 ショウセン、露口 啓二、山本 顕史、
橋口 義大、原 万希子、瀬戸 正人、大橋 英児、To ov café、テラス計画、
逢見 篤太、貝澤 竹子、松田 仁央、川上 大雅、カンコドリ、深澤 優子、
佐野 小和、石橋 そのみ、長谷川 ともみ、わたなべ ひろみ、廣野 聡美、
中司 まなみ、かばやし 龍太郎、rekpo、mayunkiki、島袋 道浩、
四方 幸子、相馬神社、札幌駅前通まちづくり株式会社、NPO法人 

S-AIR、CAI現代芸術研究所、北海道演劇財団、北海道立埋蔵文
化財センター、アイヌ・先住民研究センター、札幌市建設局雪対策室、
北海道大学創成研究機構研究支援室、川本 真奈美、森岡 和子、北海
道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター科学技術
コミュニケーション教育研究部門（CoSTEP）、朴  炫貞、 藤井 浩（北海
道立埋蔵文化財センター）、佐藤知己（北海道大学大学院文学研究科教
授 、同アイヌ・先住民研究センター兼務教員）
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