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NAIROBI rESIDENCE 2
田口行弘／蓮沼執太
2013年5月1日（水）ー5月31日（金）
招聘アーティスト

企画書

2012年11月
西尾工作所ナイロビ支部

YUKIHIRO TAGUCHI

参考作品：
《モーメント：パフォーマティブス・シュパチィーレン》2008｜映像／インスタレーション｜ベルリン

SHUTA HASUNUMA

参考作品：蓮沼執太 山田亮太
（TOLTA）
《タイム》2012｜舞台作品｜KAAT神奈川芸術劇場
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プログラム概要
世界で活躍する日本人アーティストをケニア共和国の首都ナイロビに招聘し、
ワークショップと講演会、滞在制作を行ないます。2011年3月の「ナイロビレジ
デンス」に続いて2回目の実施になります。今回は、映像作家の田口行弘と音楽家
の蓮沼執太の2名が参加します。アフリカの現代都市という刺激的で思索に富む
制作環境を日本人アーティストに提供するのみならず、
地域住民と地元アーティ
ストにとっても同時代の日本から生まれた新しいユニークな表現手法を知る貴
重な機会となります。アーティスト2名はナイロビ市内各地でワークショップを
開催し、地域住民の参加をえながら楽曲制作と映像制作に励みます。作品発表の
会場として、
地域住民が日頃から音楽と映像を楽しんでいる大衆レストランバー
と公共交通機関の車両内部を使用します。また、ナイロビを代表するアートセン
ターで現地アーティストを対象とした講演会を催して交流を行ないます。

プロジェクト名

ナイロビレジデンス 2

開催期間

2013年5月1日（水）ー5月31日（金）

招聘アーティスト

田口行弘、蓮沼執太

主催

西尾工作所ナイロビ支部

協力

Nairobi Arts Trust/ Centre for Contemporary Art in
East Africa、
Kuona Trust/ Centre for Visual Arts in Kenya

後援
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日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター

ナイロビレジデンス

2

ナイロビレジデンスの理念
近年、ケニアを含む東アフリカ地域の美術作品は、世界の現代アート業界で評価
が高まりつつあります。しかし、当地域において最新の現代美術の動向と表現技
法を体感できるのは、海外留学や国際展など海外で活躍する一握りのアーティ
ストだけ、しかも国外でのみです。一方で、大半の一般市民はもちろん、地元で生
まれ育って地道に制作活動を続けているアーティストたちは、同時代的なテー
マと表現技法に触れる機会は皆無といってよいでしょう。しかし、私たちは

2009年にナイロビで活動を始めて以来、このような人々が新しい表現との交流
を積極的に楽しみ、日常生活に反映したり自らの表現技法に融合したりする才
能をもっていることを実感してきました。
ナイロビレジデンス 2の招聘アーティストである蓮沼執太は、音楽界の革命児と
して音楽業界のみならず現代アート界でも目覚ましい活躍を見せています。従
来の楽器演奏のための作曲のみならず、日常のありふれた生活音を採取して編
集し、一編の音楽へと結晶させる優れた技能を開発してきました。もう一人の参
加アーティストの田口行弘は、欧米や日本の現代アート界においてストップ
モーション・アニメーションの技法を駆使した映像制作やインスタレーション
作品で、高い評価を得ています。日常の断片を変化させながら切り取って再編集
し、美しく躍動的な映像作品へと生まれ変わらせる技術に長けています。
喧騒激しいナイロビの街は、さまざまなユニークな音と光景であふれ返ってい
ます。これらが単なる耳障りな雑音や雑踏として捉えられるのではなく、自らの
生活を生き生きと再生させる音楽や映像へと変換できる素材になる喜びと、そ
のための具体的な手法について、地元の芸術家やミュージシャン、住民たちは 2
名の制作活動を見ながら学ぶことができます。このことは音楽や映像制作と
いった芸術活動に限らず、ゴミとして切り捨てられてきた物事をより良い生活
へと編集しなおす総合的な日常の技術と意思につながる可能性があります。
蓮沼も田口も、ナイロビでの制作活動に精力的に取り組もうとする強い意欲を
表明しています。両アーティストはナイロビ市内各所のアートセンターや教会、
公園、コミュニティセンター、ストリートなどに出向いて、一般市民に開かれた
ワークショップを開催する予定です。ケニア全国のみならずアフリカ諸地域か
らナイロビに集まる人々が、現代日本発の生き生きとした最先端の芸術表現を
体験できることはもちろん、地元アーティストが従来の技法とテーマを再考し、
新たな表現技法やコンセプトの地平を目指して、自らの制作・居住環境を顧みる
ための貴重な機会となることでしょう。
西尾咲子（西尾工作所ナイロビ支部）
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ワークショップ、展覧会、講演会の会場
Kuona Trust/ Centre for Visual Arts in Kenya
ナイロビを代表するアートセンター。ケニアのアーティスト
を育成する目的で、制作スタジオや図書館、ギャラリー、カ
フェなどを併設。定期的にワークショップや講演会、上映会
などが開催されている。

Taidy’s Restaurant
毎週末、ライブ演奏やスポーツ観戦、ダンスで賑わう地元で
大人気のレストランバー。一晩に 100 名を超える集客があ
る。

中央バスターミナル
タウン中心部とナイロビ市内各地をつなぐバス、ミニバスの
発着駅。バスやミニバスの内部は個性豊かに飾られて、東ア
フリカで人気のさまざまな音楽やラジオが流れている。一般
市民にとって文化普及の場でもある。

コロゴチョ地区コミュニティセンター
ナイロビ東部にある「スラム」と称される地区のコミュニ
ティセンター。生活環境の改善を目指すさまざまなプログラ
ムを行なっている。コミュニティラジオの発信やアート系
ワークショップなど文化的な取り組みも多数実施。

ウフルパーク
市内中心部にある巨大な公園。平日も週末もファミリーや
カップル、サークル活動などで大賑わいを見せている。

ギコンバ市場
ナイロビ東南部にある東アフリカ最大規模の市場。衣料や台
所用品、家具、絨毯など生活用品の全てが手に入る。2010年
のワークショップ「Overall Project」もここで開催。
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招聘アーティストのプロフィール
田口行弘（たぐち・ゆきひろ）
ナイロビ滞在期間は2013年5月2日〜5月30日を予定

1980年大阪生まれ。2004年に東京芸術大学美術学部油画科を卒業後、ベルリン
に拠点をかまえてドイツやオランダ、フランス、キューバ、モルディブなど世界
各地の展覧会やレジデンス、アートプロジェクトなどに参加。屋外のパブリック
スペースでデジタルカメラを用いたストップモーション技法によるアニメー
ション映像を制作する。日常空間にある既存の物事を少しずつ移動させながら、
もう１つのイマジネーション世界への亀裂を生じさせる。周囲の環境や人間関
係に介入し関係を作り変えてゆく制作過程そのものが、ワークショップやパ
フォーマンスの要素をはらんでいる。2008年に文化庁メディア芸術祭アート部
門優秀賞およびアジアデジタルアート大賞優秀賞を受賞。2011年には森美術館

MAMプロジェクト014で個展。
http://yukihirotaguchi.com/

蓮沼執太（はすぬま・しゅうた）
ナイロビ滞在期間は2013年5月2日〜5月17日を予定

1983年東京生まれ。2012年に東京藝術大学大学院映像研究科研究生を修了。国
内外のレーベルからアルバム作品を多数発表。電子音楽からオーケストラ演奏、
ライブパフォーマンス、CDリリース、映画音楽まで、多彩なジャンルを横断した
作曲演奏活動を行なう。海外の大型フェスティバルをはじめ日本でのフェス
ティバル、美術館、アートプロジェクト、ファッションショーなどで発表をする。
同時に、録音機とビデオカメラを手にしながら周囲の音と映像を採取し編集・作
曲して、音楽作品へと編み直すサイトスペシフィックな技法を追究している。ア
メリカのレーベル Western Vinylよりアルバム『Self Titled』と『OK Bamboo』
を発売。日本でも HEADZ より『 CC OO| シーシーウー』をリリース。個展に
『have a go at flying from music part3』
（2012・東京都現代美術館・ブルーム
バーグパヴィリオン）、
『soundlike』
（2013・アサヒ・アートスクエア）。

http://www.shutahasunuma.com/
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過去のナイロビレジデンス実施（2011年）
2011年3月に第1回目のナイロビレジデンスを実施しました。
公募で選出された日本人アーティスト2名、彫刻家の東明と建築家の松原慈がナ
イロビの各地区で1ヶ月間にわたり、地域住民と協働して制作と展示を行ないま
した。アーティストたちが独自の視点と感覚で自らのフィールドを発見し、制作
活動を通して地域や人々と新たな関わりを築きました。

東明はナイロビ西部レースコース地区の家具工房群の一角にて公開制作を行ないまし
た。完成した作品は東の帰国後も家具職人たちの休憩所として設置されたままでした。

東明は、ナイロビ南部ランガタ地区のペンテコスタル教会にて、子どもたちと一緒にナ
イロビで見つけたゴミ袋とカーテンから創作したパラシュート作品を飛ばすワーク
ショップを行ないました。
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過去のナイロビレジデンス実施（2011年）

松原慈はKuona Trustのスタジオにてケニア人アーティストOtieno Kotaとの共同制
作を行ない、ナイロビ中央部キベラ地区の巨大な広告塔に白い布をつり下げてキベラの
日常を映した写真を投影するというインスタレーション作品を制作しました。

松原慈は既存の新聞を作り替えて印刷し直し、ナイロビ市街地CBD地区の道ばたにある
新聞スタンドで、
新聞売りと共同して展示・販売しました。

松原慈はナイロビを代表するアートセンター

Kuona Trustにてアーティストトークを実施。30
名程の現地アーティストが参加しました。
ナイロビレジデンス帰国報告会を 3331 Arts

Chiyoda（東京）と京都芸術センター（京都）にて開
催。アフリカやアートプロジェクトに興味のある
人、
アーティストなどに多数参加いただきました。
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西尾工作所ナイロビ支部について
西尾工作所ナイロビ支部は2009年の設立以来、東アフリカに位置するケニア共
和国の首都ナイロビで、日常的な生活空間を舞台として、アーティストと地域住
民が創発的な関わり合いを生みだすアートプロジェクトを仕掛けてきました。
アートプロジェクトを実施する過程をとおして、多様な文化的背景をもった
人々が混在する現代のアフリカ都市で社会や隣人との新しいユニークな関わり
方を提案し、自ら実践しています。また、日本人とケニア人が同時代をつくるコ
ラボレーターとして、アートプロジェクトや展覧会、ワークショップ、アーティ
ストトークなどの芸術文化活動を共に制作することを通して、お互いの文化や
歴史、社会を発見し、オルタナティブな世界像を形成する機会を創出することを
目指しています。

http://www.nairobi-artproject.jp/

《Overall: Steam Locomotive》2010｜インターベンション｜ナイロビ

メディア掲載（2012年11月現在）
□ ケニア主要新聞『The Standard』にて「Self Select in Nairobi」特集（2009年3月28日）
□ ケニア最大の民放テレビKTN『ARTSCENE』にて「Self Select in Nairobi」特集（2009年4月６日）
□ 東アフリカの主要新聞『The East African』にて「Overall Project in Nairobi」特集（2010年1月11日）
□ ケニア最大の民放テレビKTN
『 ARTSCENE』にて「Overall Project in Nairobi」特集（2010年1月17日）
□ ケニアの衛星テレビGBSのニュースにて「Overall Project in Nairobi」特集（2010年1月20日前後）
□ FMラジオJ-WAVE
「LOHAS TALK」に代表の西尾美也が出演（2010年2月22〜26日）
□ 毎日新聞（関西）
「表現者たち」にて、代表の西尾美也のナイロビでの活動が特集される（2010年5月26日）
□ ケニアの衛星テレビGBSのニュースにて「Nairobi Residence」特集（2011年3月29日）
□ ビッグイシュー日本版169号「クリエーターの視点」にて、代表の西尾美也のナイロビでの活動が特集される
□『AXIS vol.153』にて、代表の西尾美也のナイロビでの活動が特集される
□『Clam Magazine No.24』にて、代表の西尾美也のナイロビでの活動が特集される
□ ケニア主要新聞『The STAR』にて「ANA MDOMO」特集（2012年2月25日）
□『3331 Trans1 Arts Vol.03』にて、西尾美也のナイロビでの活動が特集される
□ 東アフリカの主要新聞『The East African』にて「KANGAERU」特集（2012年5月21日）
□ ケニア主要テレビK24『m.a.d.e.arts＆culture』にて「Bebabebag」特集（2012年10月）
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西尾工作所ナイロビ支部について
活動履歴（2012年11月現在）
2009年1月

ナイロビ市内のストリート各所にて「Self Select in Nairobi」を実施

New Mos Mos Cafeにて「Self Select in Nairobi」の展覧会を開催
「西尾工作所ナイロビ支部」の事務所をNgara地区のアパートに設置
2009年4月

ナイロビの現代美術館Rahimtulla Museum of Modern Artで「Self Select in Nairobi」の展覧会を開催

2010年1月

Ngara地区、Kibera地区にて「Overall Project in Nairobi」を実施
ナイロビの芸術文化センターGoDown Arts Centreにて「Overall Project in Nairobi」記録映像を上映
在ケニア日本国大使館広報文化センターにて「Overall Project in Nairobi」記録映像の上映会とアーティストトークを開催

2010年2月

世界銀行情報センター（東京）にて「Overall Project in Nairobi」の展覧会を開催
（東京）にて「Overall Project in Nairobi」の展覧会を開催
NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ［AIT］

2010年3月

Ngara地区の事務所を閉鎖

2010年4月

サントリーミュージアム［天保山］
（大阪）
「レゾナンス共鳴」展で「Self Select in Nairobi」と「Overall Project in Nairobi」を展示

2010年6月

株式会社HRインスティテュート（東京）にて「Overall Project in Nairobi」記録映像の上映会とアーティストトークを開催

2010年8月

ギャラリーOGU MAG
（東京）
「アラカワ・アフリカ」展にて「Overall Project in Nairobi」記録映像を上映

2011年3月

アーツ千代田3331（東京）
「ソーシャルダイブ―探検する想像」展にて「Overall Project in Nairobi」の記録映像を上映
ナイロビ市内各所にて「Nairobi Residence」を実施。建築家の松原慈と彫刻家の東明を招聘

2011年4月

アーツ千代田3331（東京）にて「Nairobi Residence」報告会を開催
京都芸術センター（京都）にて「Nairobi Residence」報告会を開催

2011年6月

ギャラリーOGU MAG
（東京）
「アラカワ・アフリカ2」展にて「Nairobi Residence」の記録映像を上映

2011年8月

］東京）
にてアーティストトークを開催
NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ［AIT（

2011年10月

「アフリカからのお客さんプロジェクト in 新・港村」
関連プログラム「アフリカ夜話」にスカイプ出演

2011年11月

「ホームステイ〜アフリカからのお客さんプロジェクト〜」関連プログラムにスカイプ出演

Woodley地区にて「Home_N Gallery」を開始
Home_N Galleryにて「Map Pamoja」展を開催
2012年1月

Home_N Galleryにて「Ana Mdomo」展を開催
ナイロビの日本人学校
「すわらバザー」
にてワークショップ
「KANGAERU」
を実施

2012年2月

Home_N Galleryにて「KANGAERU」展を開催

2012年3月

原宿ビジョンハウス
（東京）
「窓からのぞく世界のワークショップ」
にて
「Ana Mdomo」
の映像作品を上映

Ngong Racecourse「Art & Beer Festival」にて「KANGAERU」の展示とワークショップを実施
「Home_N Gallery」をNairobi West地区に移転
2012年4月

Korogocho地区にて「KANGAERU」ワークショップを実施
Mombasa Roadにて「KANGAERU ストリート・ファッションショー」を実施

2012年5月

Le Rustique Restaurantにて「KANGAERU」の展覧会を開催
Le Rustique Restaurantでのグループ展「11 in one day」に出品

2012年7月

ウェブサイト上の展覧会
「Web show」
を開始。
「Daily Composition」
と
「Self Select: Nairobian in Loughborough」
を公開

2012年10月

Nairobi West地区からHurlingham地区にかけて「Bebabebag Street Show」を実施

ギャラリーOGU MAG
（東京）
「アラカワ・アフリカ3」
展にて
「KANGAERU」
の小作品を展示

Web showにて「Nairobi Collection」を公開
2012年12月

Le Rustique Restaurantでのグループ展「Matatu Project in Movement」の展覧会を開催
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ナイロビの協力団体
Nairobi Arts Trust/ Centre for Contemporary Art in East Africa
ケニアの現代美術を促進させるために2000年に設立。アートプロジェクトや展
覧会、シンポジウム、レクチャー、スタジオ訪問などを数々のユニークなプログ
ラムを実施している。国内外のアーティストやアート団体とのネットワーク構
築に努めている。

http://www.nairobiartstrust.org/
Kuona Trust/ Centre for Visual Arts in Kenya
ケニア国内のビジュアルアートを発展させることを目標に1995年に設立。地元
アーティストたちが革新的かつ実験的な作品制作を行なえるように多角的なプ
ログラムを提供している。制作スタジオや図書室、ギャラリー、カフェが付属し
ており、展覧会や映像上映会、レジデンス、ワークショップ、レクチャーを開催し
ている。

http://kuonatrust.org/

問い合わせ先
西尾工作所ナイロビ支部
〈日本〉
〒631-0837奈良市若葉台3-1-14
電話：0742-44-9726
〈ケニア〉

P.O.Box 46503-00100 Nairobi Arts Trust/ Centre for Contemporary Art
of East Africa, Nairobi Kenya
電話：+254-(0)705-980-462

Email: info@nairobi-artproject.jp
http://www.nairobi-artproject.jp/
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ナイロビレジデンス

2

メンバーシップ2013へぜひご入会ください
西尾工作所ナイロビ支部の活動を応援しながら、より身近にお楽しみいただく
ためのメンバーシップに、ぜひご入会ください。2013年に支援いただいた金額
はすべてナイロビレジデンス2の制作費用に充てさせていただきます。各種イベ
ントや展覧会への案内やナイロビのお土産セットなど、特典を多数ご用意して
います。
個人メンバー（入会金：一口5,000円から）
・ 日本やケニアで開催されるイベントや展覧会、ボランティア募集などの最新
情報をニュースメールにて随時ご案内いたします。
・ 各プロジェクトの記録集（DVDやブックレットなど）をお届けします。
・ 各プロジェクト終了後にナイロビのお土産セットをお届けします。
法人メンバー（入会金：一口50,000円から）
・ 各プロジェクトに関わる印刷物やウェブサイト、DVD映像に協賛企業として
御社名を掲載いたします。
・ 西尾工作所ナイロビ支部が主催する各種イベントや展覧会で、協賛企業とし
て御社名を明示いたします。
・ 日本での各種イベントや展覧会、ボランティア募集などの最新情報をニュー
スメールにて随時ご案内いたします。
・ 各プロジェクトの記録集（DVDやブックレットなど）をお届けします。
・ 各プロジェクト終了後にナイロビのお土産セットをお届けします。
※ メンバーシップの有効期限は、個人メンバーと法人メンバーともに、入会日か
ら1年間です。

メンバーシップ入会の方法
「メンバーシップ入会」と明記の上、info@nairobi-artproject.jpまで、お名前と
ご連絡先、入会金額をお知らせください。ご入金方法は下記の銀行口座に直接お
振込をお願いいたします。
［金融機関名］三菱東京UFJ銀行 ［銀行コード］0005
［支店名］日暮里支店 ［支店コード］180
［預金種別］普通 ［口座番号］0049684
［名義］西尾工作所 西尾美也（ニシオコウサクショ ニシオヨシナリ）
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