
On November 21-25, we,
ARCUS Project open 2018
resident artists’ studios;
Cihad Caner ［Turkey］, 
Erika Ceruzzi ［USA］, and
Erica van Loon ［The Netherlands］
We cordially invite you to
come and join us as they share
their works-in-progress of
110-day in Moriya, Ibaraki.

アーカスプロジェクト2018 いばらき アーティスト・イン・レジデンスプログラム

ARCUS Project 2018 IBARAKI 
ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM 
OPEN STUDIOS│オープンスタジオ
2018年11月21日［水］─25日 ［日］13:00 -19:00
会場：アーカススタジオ│入場無料

アーティスト・イン・レジデンスの活動成果発表。
アーカスプロジェクトに招いた、ジハド・ジャネル［トルコ］、エリカ・セルジ
［米国］、イリカ・ファン・ローン［オランダ］のアーティスト3名。110日間の滞
在制作の成果をアーカススタジオで公開します。
作家と出会いアーティスト・イン・レジデンス（AIR）を体感する5日間。
「オープンスタジオ」で会いましょう。

www.arcus-project.com



 ［アーカススタジオ］  〒302-0101 茨城県守谷市板戸井2418 もりや学びの里内
2418 Itatoi, Moriya, Ibaraki 302-0101 JAPAN│Tel:+81(0)297 46 2600
mail: arcus@arcus-project.com│www.arcus-project.com

［電車・バスの場合］ 

つくばエクスプレス（秋葉原より快速で32分）、または関東鉄道

常総線で「守谷駅」下車。駅西口2番乗り場から関鉄バス「新

守谷駅」行きで「守谷高校入口」下車。徒歩5分。または駅西

口1番乗り場からモコバスAルート、毎時20分発の「いこいの

郷・板戸井方面」で「守谷高校前」下車。徒歩2分。

［車の場合］ 

ふれあい道路を水海道方面へ直進。「市民交流プラザ交差

点」を左折して直進。または常磐自動車道「谷和原 I.C.」から約
10分、国道294号線を守谷／取手方面に進み「新守谷駅前」

交差点を右折。「守谷高校入口交差点」左折すると左手に守谷

高校、正面が「もりや学びの里」です。 ● 駐車場に限りがあります。

 │1│スタジオツアー│Studio Guided Tour 
コーディネーターによるガイドつきスタジオ鑑賞ツアー。※要予約│Booking required

 │2│キッズツアー│Guided Tour for Kids 
小中学生対象のスタジオ鑑賞ツアー。定員15名。※要予約│Booking required

 │3│スタジオツアー×金澤韻│Studio Guided Tour×Kodama Kanazawa
ゲストキュレーター金澤韻によるガイドつきスタジオ鑑賞ツアー。※逐次通訳あり│With consecutive interpretation 

 │4│オープンディスカッション、または大喜利
　　　 Open Discussion, or Riddling Dialogue

2018年度アーカスプロジェクトのレジデントアーティスト3人がそれぞれ追求するテーマを美術館学芸員、キュレーターが掘り下げます。
今年のオープンディスカッションは大喜利の代表的な問いかけ「（レジデント名）とかけて、何と解く？その心は？」からトークを始めます。
皆で連想するものを話し合って射程を広げ、複数の視点、多くのアイデアを提供します。〈日本語のみ・英語ウィスパリングあり〉
［スピーカー］ 23日［金］ 黒澤伸（金沢21世紀美術館 副館長）、三本松倫代（神奈川県立近代美術館 主任学芸員）

  田坂博子（東京都写真美術館 学芸員）、長谷川新（インディペンデントキュレーター）
 25日［日］ 五十嵐純（アーツ前橋 学芸員）、澤渡麻里（茨城県近代美術館 主任学芸員）

  田中みゆき（キュレーター／プロデューサー）、山峰潤也（水戸芸術館現代美術センター 学芸員）

［Speakers］ 23［Fri］ Shin Kurosawa (Vice Director, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa)

  Tomoyo Sanbonmatsu (Curator, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama)

  Hiroko Tasaka (Curator, Tokyo Photographic Art Museum), Arata Hasegawa (Independent Curator)

 25［Sun］ Jun Igarashi (Curator, Arts Maebashi), Mari Sawado (Associate Curator, The Museum of Modern Art, Ibaraki)

  Miyuki Tanaka (Curator / Producer), Junya Yamamine (Curator, Contemporary Art Center, Art Tower Mito)

モデレーター：金澤韻│Moderator: Kodama Kanazawa

 │5│クロージングパーティー│Closing Party│※参加費 500円│Fee: 500 yen

 │6│上映会│Film Screening

今年度エクスチェンジ・レジデンシー・プログラムで英国スコットランドへ派遣したアーティスト2名の映像作品を上映します。
［アーティスト・上映作品│Artists, Works］
青柳菜摘《家の友のための暦物語》│Natsumi Aoyagi, Calendar story for HouseFriend

高川和也《Ask the self》│Kazuya Takagawa, Ask the self

関連プログラム│RELATED PROGRAM

2018年度招聘アーティスト│RESIDENT ARTISTS 2018

アーカスプロジェクトでは、2012年度より招聘アーティストの活動を専門的な観点から支援するため、外部キュレーターをゲストキュレーターとしてお招きしています。
ARCUS Project has invited curators for our residence program as guest curators since 2012 . This year ARCUS Project welcomes Kodama Kanazawa. 
She works as the program curator during the period of residence program.

1973年生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科、英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート現代美術キュレーティングコー
ス修了。熊本市現代美術館など公立美術館での12年の勤務を経て、2013年に独立。2017年4月から十和田市現

代美術館の学芸統括としても活動。トピックとして、日本の近現代における文化帝国主義、グローバリゼーション、そして
ニューメディアアートを扱い、国内外で40以上の展覧会を企画。近年の主な展覧会に「スペクトラム─いまを見つめ
未来を探す」（スパイラル、東京、2015）、KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭（茨城、2016）、「Han Ishu: Drifting 

Thinker」（MoCA Pavilion、上海、2017）、「ラファエル・ローゼンダール：ジェネロシティ 寛容さの美学」（十和田市現代美術館、
青森、2018）、「CHILDHOOD: Another banana day for the dream-fish」（パレ・ド・トーキョー、パリ、2018）など。

Born in 1973 . She holds MA from the Graduate School of Tokyo University of the Arts and the Royal College of 
Art, UK. After working for 12 years in public art museums in Japan, she began working independently in 2013 . 
From April 2017 , she has also been working as senior deputy director of curatorial affairs at Towada Art Center, 
Aomori, Japan. In practice, her interest manifests in the topics of self-imposed cultural imperialism in modern and 
contemporary Japan, globalisation and media arts from the world, which have been expressed in over 40 exhibitions, 
both domestic and overseas, during her career. Recent curatorial projects include ‘Spectrum’ (Spiral, Tokyo, 2015), 
KENPOKU ART 2016 (Ibaraki, 2016), ‘Han Ishu: Drifting Thinker’ (MoCA Pavilion, Shanghai, 2017), ‘Rafaël 
Rozendaal: GENEROSITY’ (Towada Art Center, Aomori, 2018) and ‘CHILDHOOD: Another banana day for the 
dream-fish’ (Palais de Tokyo, Paris, 2018).

金澤韻│インディペンデントキュレーター／十和田市現代美術館 学芸統括

Kodama Kanazawa ［Independent Curator / Senior Deputy Director of Curatorial Affairs, Towada Art Center］

ゲストキュレーター2018│GUEST CURATOR 2018

1990年、トルコ、イスタンブール生まれ。イスタンブールと、オランダ、
ロッテルダムに拠点を置く。マルマラ大学（イスタンブール）でフォト・
ジャーナリズムを学んだのち、ロッテルダムのピート・ズワルト・インスティ
テュートでメディア・デザイン＆コミュニケーションを学ぶ。トルコでの
フォト・ジャーナリストとしての経験から、戦争の悲惨なイメージを作るこ
と、見せることに含まれる倫理的な課題に自覚的になり、イメージがこれ
までにない速度で氾濫する社会でのオルタナティヴな表現方法を模

索している。主に戦争、紛争、移民、抵抗といった問題を扱い、これまで、
戦争で破壊された街や、そこで採集したオブジェクトをモチーフに、映
像、3Dアニメーション、彫刻、インスタレーションを制作、発表してきた。

Born in Istanbul, Turkey in 1990 . Lives and works in Istanbul and Rotterdam, Netherlands. Caner studied 
photojournalism at Marmara University (Istanbul) and then media design and communication at Piet Zwart 
Institute (Rotterdam). Experiences as a photojournalist in Turkey gave Caner an awareness of ethical issues 
involved in producing and presenting heartrending images of war, and prompted a search for alternatives to the 
current state of society, in which people are flooded with images at unprecedented speed. Caner has primarily 
dealt with war, conflict, immigration, and resistance, and has produced and presented videos, 3D animation, 
sculpture, and installations with the motifs drawn from war-devastated communities and objects collected there.

ジハド・ジャネル│Cihad Caner│トルコ／Turkey

1990年、アメリカ合衆国、メリーランド州生まれ。ニューヨーク在住。
クーパーユニオン（ニューヨーク）でアートを学ぶ。産業製品用に加工さ
れた素材に手を加え、物質本来の用途や機能を撹乱するような彫刻
を制作している。アルミパイプ、コード、ファブリック、紙など工業的な素
材と手工芸的な素材を組み合わせて彫刻やインスタレーションを制

作。近年は刺繍を用いた表現も試みる。彫刻を中心にしてはいるが、
空間を読みこんだインスタレーションを得意とし、また作品の一部を来
場者が切り取って腕に巻くことのできるような表現も試みるなど、その実
践は拡大傾向にある。これまで主にアメリカで活動し発表してきた。

Born in Maryland, USA in 1990 . Lives and works in New York, USA. Ceruzzi studied fine arts at the Cooper 
Union (New York). Ceruzzi modifies industrial materials and produces sculptures that subvert the materials’ 
original purposes and functions. She has created sculptures and installations with combinations of industrial 
and crafts materials such as aluminum pipe, cables, fabric, and paper. In recent years she has also worked with 
embroidery. Although focused on sculpture, the artist’s practice is expanding, and she has produced installations 
featuring striking interpretations of spaces, and works in which visitors can detach parts of the work and wrap it 
around their arms. Thus far she has primarily worked and exhibited in the US.

エリカ・セルジ│ Erika Ceruzzi│米国／USA

1978年、オランダ、メッペル生まれ。アムステルダム在住。アルテズ
美術大学（カンペン）で建築デザインを学び、ヘリット・リートフェルト・ア
カデミー（アムステルダム）、デ・アトリエ（アムステルダム）でアートを学ぶ。
カナダ、スイス、アメリカなどでレジデンシープログラムに参加。人間と
地球との身体的つながり、また、目に見えなかったり間接的にしか感じる
ことのできなかったりする地球内部の活動と、人間の無意識のつながり
に関心を持ち、これまでサウンド、映像、写真、またそれらを組み合わせ
たインスタレーションとして作品を制作、発表してきた。作品では、反復
するアクションやリズムを用いることで観る者の知覚を高め、地球の生
態系と人間の身体の内部とのつながりを見つける能力を強めるような

効果をねらう。

Born in Meppel, Netherlands in 1978 . Lives and works in Amsterdam, Netherlands. Van Loon studied 
architectural design at ArtEZ University of the Arts (Kampen) and fine art at Gerrit Rietveld Academy 
(Amsterdam) and De Ateliers (Amsterdam). She has participated in residency programs in Canada, Switzerland, 
the US and elsewhere. Van Loon is interested in physical links between humans and the earth, activities inside the 
earth that we cannot see or only perceive indirectly and the human unconscious. She has thus far produced sound, 
video, and photography works, as well as installations that combine these media. In her works, the artist aims for 
effects that heighten viewers’ perceptions through repeated actions and rhythms and strengthen their ability to 
find connections between the exterior ecosystem and the interior of the human body.

イリカ・ファン・ローン│Erica van Loon│オランダ／The Netherlands

アーカススタジオは
 「もりや学びの里」にあります。 つくばエクスプレス
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オープンスタジオ│OPEN STUDIOS
2018年11月21日［水］─25日［日］│13:00 –19:00│November 21 ［Wed］ – 25［Sun］
会場：アーカススタジオ（もりや学びの里内）│入場無料（日本語通訳あり）│ARCUS Studio│Admission Free

茨城県信用保証協会

アーカスプロジェクトは現代芸術分野に特化したアーティスト・イン・レジデンスプログラムとして、
これまで33か国・地域から103組のアーティストを招聘し、若手アーティストに制作に専念する
時間と環境を提供することで、アーティストの支援と育成をはかってきました。今年度は、3組の
公募による招聘枠に対して、85か国・地域から665件の応募があり、国際的な舞台へアーティス
トを輩出する登竜門として広く認知されています。1994年のプレ事業開始以来、アーカスプロ
ジェクトでの滞在制作を経た多くのアーティストは、その後、国際展へ出展するほか、芸術分野
での栄誉ある賞を受賞するなど世界的に活躍し注目されています。

ARCUS Project invites emerging and internationally active contemporary artists for 
the artist-in-residence program with the aim of fostering the talents of high quality 
artists and supporting them in their creative investigations. By dedicating production 
spaces and time to our resident artists, they are given the perfect conditions to be fully 
absorbed in their work and in themselves. So far, 103 artists including pairs from 33 
different countries and regions have been hosted by this scheme. In the latest open call 
for applications, we received 665 applications from 85 different countries and regions. 
ARCUS Project is well known all over the world as a gateway for launching emerging 
artists onto the international stage. Since its establishment in 1994 as a preliminary 
program, many of the former resident artists of ARCUS Project have participated in 
international art exhibitions and received honorable awards after residency.

主催
アーカスプロジェクト実行委員会（茨城県、守谷市、公益財団法人茨城県国際交流協会）

茨城県南芸術の門創造会議

（茨城県、取手市、守谷市、東京藝術大学、取手アートプロジェクト実行委員会、アーカスプロジェクト実行委員会）

助成
平成30年度 文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業
後援
オランダ王国大使館、国際交流基金
協賛
関彰商事株式会社、鹿島埠頭株式会社、株式会社髙橋合金、株式会社常陽銀行、
株式会社筑波銀行、守谷市金融団、学校法人開智学園 開智望小学校、株式会社壁工房、
関東鉄道株式会社、守谷市商工会、株式会社つくば研究支援センター、茨城県信用保証協会、
中央労働金庫、株式会社茨城ポートオーソリティ、茨城みなみ農業協同組合、株式会社千葉銀行、
株式会社三井住友銀行、学校法人霞ヶ浦学園 つくば国際大学東風小学校、Hair Studio Faith

認定
公益社団法人企業メセナ協議会

協力
アサヒビール株式会社、ハンスホールベック、カフェドラパン、
特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ［AIT/エイト］
ネットワーク
ART ROUND EAST、Res Artis
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タイムテーブル、内容については追加・変更の可能性があります。最新情報は公式HP（www.arcus-project.com）でご確認ください。
The program and timetable are subject to change. Please visit our website for updates.

［滞在期間］ 2018年8月24日［金］─12月11日［火］ 110日間│August 24［Fri］ – December 11［Tue］ 2018, 110 Days

予約申込み方法
要予約イベント参加ご希望の方は、「スタジオツアーA or B」、「キッズツアー」のいずれかをタイトルに明記の上、
参加希望日（スタジオツアーのみ）、氏名、連絡先（電話・E-mail）、参加人数を、下記までお申込みください（複数申込可）。
なお、キッズツアー参加ご希望の方は、上記に加えて参加者全員の年齢もお伝えください。
申込先：arcus@arcus-project.com または 0297-46-2600 ［定員に達し次第締め切ります］│申込期間：11月1日［木］─ 17日［土］

交通のご案内│ACCESS

アーカスプロジェクト2018 いばらき アーティスト・イン・レジデンスプログラム
ARCUS Project 2018 IBARAKI Artist-in-Residence Program
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21日［Wed］

22日［Thu］

23日［Fri］

24日［Sat］

25日［Sun］

13 14 15 16 17 18 19

スタジオツアーA
Studio Guided Tour A

スタジオツアーB
Studio Guided Tour B

オープニング
Opening

スタジオツアーA
Studio Guided Tour A

スタジオツアーB
Studio Guided Tour B

スタジオツアー×金澤韻
Studio Guided Tour×Kodama Kanazawa

キッズツアー
Guided Tour for Kids 

スタジオツアー×金澤韻
Studio Guided Tour×Kodama Kanazawa

オープンディスカッションまたは大喜利
Open Discussion, or Riddling Dialogue

スタジオツアーB
Studio Guided Tour B

上映会
Film Screening

オープンディスカッションまたは大喜利
Open Discussion, or Riddling Dialogue

クロージングパーティー
Closing Party
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