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山口情報芸術センター
［YCAM］
では、国際交流基金アジアセンターと共同でマレーシアを拠点に

ゲスト・キュレーター

マーク・テ（演出家、研究者／マレーシア）

アーティスト／リサーチャー

イルワン・アーメット＆ティタ・サリナ（アーティスト／インドネシア）
カルロス・セルドラン（パフォーマンス・アーティスト／フィリピン）
チ・トゥー（アーティスト、アートワーカー／マレーシア）

ファリッシュ・ヌール （歴史学者／マレーシア）
ジャネット・ピレイ（社会学者／マレーシア）

ヴァンディ・ラッタナー（アーティスト／カンボジア）
オクイ・ララ（アーティスト／マレーシア）

ホー・ルイアン（アーティスト／シンガポール）
小原真史（キュレーター／日本）

志賀理江子＋清水チナツ＋長崎由幹（日本）
高山明（演出家／日本）

西尾佳織（劇作家／日本）

古市保子（国際交流基金アジアセンター美術コーディネーター／日本）

やんツー（美術家／日本）

3がつ11にちをわすれないためにセンター
（せんだいメディアテーク）

「記録と想起・イメージの家を歩く」展より

小森はるか＋瀬尾夏美／鈴尾啓太／藤井光

主催‖山口市、公益財団法人山口市文化振興財団、
国際交流基金アジアセンター
後援‖山口市教育委員会

協力‖3がつ11にちをわすれないためにセンター
（せんだいメディアテーク）

活躍する演出家・リサーチャーのマーク・テをゲスト・キュレーターに迎え、企画展「呼吸する地図たち」

The
Breathing
of Maps

A

を開催します。

アジアにおける近代は西洋との交渉の過程と重なり、特に近代化の象徴的産物としての
「地図」
は、
西洋の影響においてアジアの
「国民」
の創生、文化、経済、社会の変容を表出し、近代社会特有の空

間概念や共同体意識を生み出す視覚的装置として機能してきました。
タイの歴史学者であるトンチャ

イ・ウィニッチャクンは、近代地理学の所産である
「地図」
によって、近代国家としてのタイの空間概念、
共同体意識（国民意識）が形成されてきたと指摘し、
その概念を
「地理的身体（geo-body）」*と称しました。

本展では、
「地図」
によって規定されてきた
「地理的身体」
を静的なものとして捉えるのではなく「
、地図」

と
「地図」
の間にある、
さまざまな時層での社会の変容を読み解きつつ、
人間のアクチュアルな身体的
活動の集積から形作られる
「生きた地理的身体」
を探求していきます。
その事例として
「歩きながら考

えた」
先人たちからもインスピレーションを得ています。
国内を隈なく歩き
「日本」
と
「日本人」
を考えた山
口出身の宮本常一、
東南アジア島嶼部を歩き東南アジアと日本の関係を考えた鶴見良行などです。

正史と称されるものに表れることのないその営みにこそ、地理（空間）
と歴史（時間）をつなぎ、
硬直化し

た世界を打破し前進していくためのヒントが隠されているのではないでしょうか。

展覧会の中心となるのは、東南アジアと日本のアーティストやリサーチャーたちが、
自らの身体を介して、
各国の歴史、文化、政治、経済、具体的な日常生活など幅広い社会事象を捉え、
自らの言葉によって
語りかけるレクチャーやレクチャー・パフォーマンス作品です。YCAM館内のホワイエを拠点に、毎週末

土曜日を中心に開催します。
また会場では、
それらに関連した映像インスタレーションやドキュメンテー

助成‖平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

ションの上映などもおこないます。

共同開発‖YCAM InterLab

くしくも本年、
日本では明治維新から150年の節目を迎えています。近代化の起点の一つともなった山

企画制作‖山口情報芸術センター
［YCAM］

本展は、国際交流基金アジアセンターと共同で

主催するものであり、
アジアセンターが2015年より

口において、
アーティストやリサーチャー自身の
「声」、
「言葉」
によって、新たな
「地図」
を描き出すことを

目指します。

*参照：トンチャイ・ウィニッチャクン著『地図がつくったタイ――国民国家誕生の歴史――』
（明石書店、
2003年）

取り組む、東南アジアと日本のキュレーターによる
共同キュレーション事業「Condition Report」
の
成果の一環として開催するものです。

2018年12月15日
［土］̶2019年3月3日
［日］｜10:00-20:00｜火曜日、年末年始（12/29-1/3）休館
山口情報芸術センター
［YCAM］ホワイエ、
スタジオB｜入場無料

呼吸する地図たち The Breathing of Maps
Guest Curator

Mark Teh [Theatre director, Researcher, Malaysia]
Artists/Researchers
Irwan Ahmett & Tita Salina [Artists, Indonesia]
Carlos Celdran [Performance artist, Philippines]
chi too [Artist, Art worker, Malaysia]
Farish A. Noor [Historian, Malaysia]
Janet Pillai [Sociologist, Malaysia]
Vandy Rattana [Artist, Cambodia]
Okui Lala [Artist, Malaysia]

Ho Rui An [Artist, Singapore]
Kohara Masashi [Curator, Japan]
Shiga Lieko + Shimizu Chinatsu + Nagasaki Yoshitomo [Japan]
Takayama Akira [Theatre director, Japan]
Nishio Kaori [Playwright, Japan]
Furuichi Yasuko
[The Japan Foundation Asia Center Exhibition Coordinator, Japan]

yang02 [Artist, Japan]
the center for remembering 3.11 (sendai mediatheque) [Japan]
Works by Komori Haruka + Seo Natsumi / Suzuo Keita /
Fujii Hikaru from the exhibition “Record and Recalling Walking on the house of image”
Organized by Yamaguchi City,
Yamaguchi City Foundation for Cultural Promotion,
The Japan Foundation Asia Center
In association with Yamaguchi City Board of Education
In cooperation with the center for remembering 3.11
(sendai mediatheque)
Supported by the Agency for Cultural Aﬀairs Government
of Japan in the ﬁscal 2018
Co-developed with YCAM InterLab
Produced by Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

December 15, 2018 ‒ March 3, 2019 | 10:00-20:00 | Closed on Tuesdays and winter holidays (Dec 29‒Jan 3)
Foyer and Studio B, Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] | Admission free
Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] and The Japan Foundation Asia Center will
present “The Breathing of Maps,” an exhibition and series of events developed in collaboration
with Malaysia-based director and researcher Mark Teh as a co-curator.
As a symbolic product of the modernization process, maps reveal the dramatic changes in
national sovereignty, culture, economics, and ways of living. Tracing the complex processes by
which a bordered ʻSiamʼ came into being between 1850 and 1910 - a period overlapping with
Japanʼs Meiji Restoration - historian Thongchai Winichakul has shown how encounters with
Western map-making were instrumental in the formation of modern nation-states in Southeast
Asia.* However, premodern or earlier maps in the region were identiﬁed by their centres and
lack of borders - visualised as mandalas, itineraries or cosmographs.
“A map created a nation... its geo-body is born in a map, and nowhere else”.
(1994).
Thongchai Winichakul,

Treating the geo-bodies of nation-states as dynamic and unstable entities, “The Breathing of
Maps” examines social transformations that lie between maps - between diﬀerent areas, eras
and errors. Unfolding over 12 weeks, the exhibition brings together a network of artistic and
research practices that chart the shifting intersections of capital, crisis, citizenry and the
colonial in their respective locations. The exhibition includes artworks, performances, lectures
and workshops which complicate conventional ideas of cartography, propose counter-mapping
potentialities, and foreground imaginative mappings and continuities between people, place
and practices.

* See Thongchai Winichakul, “Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation.” Honolulu: University of Hawaiʼi Press, 1994.
Japanese translation published by Akashi Shoten, 2003.

Thomas Suarez, “Early Mapping of Southeast Asia” (1999).

“A map is a spatial representation of a place, thing, or concept, actual
or imagined... A map can chart the path to a neighbouring village, to
a successful endeavour or a fortuitous event, or even to the next life; it
can illuminate the relationships between various levels of existence or
consciousness, or between a previous or future age of the earth”.
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“It is not down on any map;
true places never are”.
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地るす吸呼

地図は、空間的および国家の主権、文化、経済、
そして生き方に対する人々の想像力の

天

劇的で、かつ隠喩的な変化を明らかにするメディア、装置、表象である。

Maps are media / devices / representations, that reveal the dramatic and
metaphorical changes in imagining spatial and national sovereignty,
culture, economics and ways of living.

ホー・ルイアン

Ho Rui An

レクチャー・パフォーマンス／インスタレーション「アジア・ザ・アンミラキュラス」

《アジア・ザ・アンミラキュラス》
は、
1997年のアジア通貨危機を出発点に、アジアの奇跡、経済危機とそこ
からの復興についての国を超えた物語である。
ホーは、
タイ、
マレーシア、
韓国、
日本にてリサーチをおこな

い、
ポップカルチャーにおけるアジア経済の未来主義の出現、
発信、
流通の軌跡をたどる。
本作では、
背後

で働く権力を表象する
「人間の手」
というモチーフを通して、
国家を支配する外的、
内的な力が表現される。

チ・トゥー

インスタレーション「ピカ-boo」
／パフォーマンス「カット・グラス・ピース
（草を刈る作品）」

チ・トゥーは、
との出会いに端を発し、
日本で10 ヶ
2010年、丸木位里と俊によって描かれた《原爆の図》
月間にわたる
「第二次世界大戦と原爆についての相互理解としてのパブリック・パフォーマンス・アート」
と

いうリサーチ・プロジェクトを展開した。
チ・トゥーは、
このリサーチの主題について、
日本の観衆と対話する
という一連のパフォーマンスを実施。
しかし、
この試みは、
沈黙の独白
試みとして
「ピカ-boo」
10 ヶ月後、

の最
へと帰結する。
本展では、
インスタレーションによりこの一連のプロセスを公開しながら、
「ピカ-boo」
後のパフォーマンスとなった
《カット・グラス・ピース
（草を刈る作品）
》
を再演する。

ファリッシュ・ヌール

レクチャー「知るべきことは何もない：
トーマス・ラッフルズ ジャワの地図と帝国認識論」

本レクチャーでは、
歴史学者、
政治学者のファリッシュ・ヌールが、
植民地時代の地図製作の役割や地図

と権力の関係を紐解く。
特に、
英領ジャワの最初の副知事で、
東南アジアの遺跡発掘やシンガポールの

に掲載された200
「発見」
で知られるトーマス・ラッフルズにより出版された書籍
『ジャワの歴史』
（1817）
年前の地図に焦点を当てる。

小原真史

レクチャー「人類館と博覧会」

より、
欧米の先端技術を紹介し、
国内の殖産興業を推進することを目的として開か
1877年（明治10年）
れた内国勧業博覧会。
1903年に大阪で開かれた第五回内国博は、台湾の日本への編入を背景として
植民地パビリオンが作られるなど、
日本が帝国としての威容を国内外に示す重要な契機となった。
その中

で、
日本初の
「人間の展示」
が行われた人類館と新たに発見された写真を中心に近代日本の自己像と他
者像について考察する。

西尾佳織

レクチャー・パフォーマンス

「なぜ私はここにいて、彼女たちはあそこにいるのか〜からゆきさんをめぐる旅〜」
5歳から5年半をマレーシアのクアラルンプールで過ごした西尾が、2018年、奇縁から日本人墓地に眠
主に島
る人々のリサーチを開始した。
墓地に眠る8割はからゆきさんと呼ばれた日本人女性であった。
ひさ

原・天草から東南アジアへ渡り、
春を鬻いだ彼女たちの足跡をたどった旅について話をする。

イルワン・アーメット＆ティタ・サリナ

レクチャー・パフォーマンス「ネーム・ロンダリング」

環太平洋地域における地政学的問題に取り組むアーメットとサリナが10年継続しているプロジェクトの

一環として、
本展では、
東南アジアの海上交通の要衝、
マラッカ海峡におけるインドネシアとシンガポー

ルとの関係を改めて再考する作品を発表する。
植民地主義、
ナショナリズム、
資本主義から生まれた国
家や国境の支配に対し、
歴史上の航海、
密輸、
転覆工作、
宣誓といった行為からヒントを得て、
シンガ

ポールの国境を通過するための8つの方法を提案する。

オクイ・ララ

パフォーマンス「通訳を手伝ってくれませんか？」

オクイは、
歴史的に東南アジア、
インド、
中国、
そして西洋との交易の拠点となってきたペナン島の多文化

な環境の中で生まれ育ち、
移民や移動、
国を離れ離散した民族のアイデンティティについてリサーチし、
作品を発表してきた。
近年では、
ミャンマー、
日本、
マレーシアのリサーチを展開している。
本展では、
ヤン

ゴンと東京で購入したミャンマー人向けの二冊の日本語の教科書をもとに、
労働、
翻訳、
適応とは何かを
問いかける対話とパフォーマンスを発表する。

ジャネット・ピレイ

レクチャー「マッピング・カルチャー : 変化の理解とマネージング」

社会学者であるピレイによる本レクチャーでは、
カルチュラル・マッピングやプレイスメイキングの活動を

紹介する。
特に人々、
土地、
地理的な場所の活用の間に生じる相互作用に焦点をあて、
文化的なエコロ

ジーと継続性を理解するための過程や手段、
技術についてレクチャーをおこなう。

志賀理江子＋清水チナツ＋長崎由幹

レクチャー「ヒューマン・スプリング」

地球の地軸の傾きによってもたらされる四季。
長い冬から突然訪れる東北の春。
春は、
社会的な時節で

東北に暮ら
あるとともに、
個人の身体・精神にも変化をもたらす。
震災から8度目の春を迎えようとする今、
す志賀、
清水、
長崎が、
“人間の春”について、
3者の視点を交えながら語る。

古市保子

レクチャー・パフォーマンス「アジアを歩く Jalan-jalan

di Asia」

国際交流基金において、
1990年代から現在に至るまで、美術コーディネーターとしてアジアと日本の美

術交流事業を手掛けてきた古市が、
これまでの事業に携わったキュレーターやアーティストたちから提供

されたキーワードをきっかけとして、
アジアのアートフィールドの
「遊歩者」
として語る。

高山明

リサーチ・ワークショップ「海賊スタディ」

イルワン・アーメット＆ティタ・サリナのレクチャー・パフォーマンスと呼応する形で実施する。
海峡で国籍と

いう概念を超えて暮らす海上生活者から着想し、
国家の周縁から領域を超える広義の意味での
「海賊」

を、
移動性、
越境、
侵入、
ハッキングなどの視点から参加者と共にリサーチをおこなう。
現代における新し
い海賊像を探るワークショップ。

カルロス・セルドラン
映像ドキュメント上映 イントラムロス・パフォーマンス・ツアー「Walk This Way」

パフォーマンス・アーティスト、
活動家として知られるセルドランが、
マニラの史跡
「イントラムロス」
で毎日
のように開催している観光ガイドツアーのドキュメンテーションを上映する。
スペインからアメリカ統治時
代へ、
さらに第二次世界大戦中の日本軍による占領、
アメリカによる空爆破壊、
マルコス政権による史跡

の復興など、
数々の歴史的事象によって上書きされてきたイントラムロスの歴史を歩きながら巡り、
セルド

ラン独自の視点でツアーする。

やんツー

インスタレーション「Urbanized

Typeface」

アーティスト自らが山口の都市をロードバイクで移動し、GPSによって記録した軌跡からフォント
（文字）

を生成。
自作ソフトウェアにて、
高度を含めた地形データを持つアルファベットが可視化される。
見慣れた
アルファベットのフォントが、
都市基盤の様々な制約の中でいびつに歪められつつ形成されていく。
鑑賞

山口の地形でのフォント形成の過程を追体験する。
者はVRを使った主観視点で、
2009年から国内外の
各都市で制作されていているプロジェクトの山口版。

ヴァンディ・ラッタナー

ヴィデオ・インスタレーション「独白」

作者自身の声によって語られる
「独
横断的に活動してきたラッタナーが2015年に発表した映像作品。

白」
は、
クメール・ルージュ政権下で亡くなった未だかつて会ったことのない姉に向けられたものである。

公的な歴史か
プンセンと呼ばれる2本のマンゴーの木の下に祖母と共に眠る姉への語りかけによって、

らこぼれ落ちた物語をすくい上げ、
個人によって紡がれる土地の肖像が立ち上がる。

3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）
インスタレーション 展覧会
「記録と想起・イメージの家を歩く」
より

小森はるか＋瀬尾夏美「波のした、土のうえ」／鈴尾啓太
「沿岸部の風景」／藤井光「沿
岸部の風景記録」
2011年に発生した東日本大震災。震災後、せんだいメディアテークにて「3がつ 11にちをわすれないた

めにセンタ ー」
が開設され、
市民、
専門家、
アーティスト、
スタッフが協働し、
独自に復旧・復興のプロセス

を記録・発信に取り組む。
本展では、
この記録を活用した展覧会
「記録と想起・イメージの家を歩く」
より、
災害を受けた土地以外で暮らす
小森はるか＋瀬尾夏美、
鈴尾啓太、
藤井光の3つの映像作品を抜粋、

人々にとっては想像もつかない、
共同体の大小様々な変化・喪失を、
アーカイブという文化的活動によっ

て集積し、
個々人により新たな
「地図」
を描くための取り組みとして紹介する。

chi too

Installation “pika-boo” / Performance “Cut Grass Piece”
In 2010, chi too encountered “The Hiroshima Panels” by Toshi and Iri Maruki, which
moved him to undertake a 10-month research fellowship in Japan. Ambitiously titled
“Public Performance Art works as an Act of Mutual Forgiveness and Understanding of the
Second World War and the Atomic Bomb Incidents”, he conceived the “pika-boo” series to
create dialogue on the subject matter. However, over the 10 months, the desire to
dialogue inadvertently became a silent monologue. The installation includes artefacts,
resources, documentation of performances and reﬂections on the process of making
“pika boo”. On the opening weekend of the exhibition chi too will perform “Cut Grass
Piece”, the ﬁnal piece in the series.

Farish A. Noor
Lecture “Nothing Left to Know: Stamford Raﬄes' Map of Java and the
Epistemology of Empire"

This lecture by historian and political scientist Farish explores the role of colonial
cartography, and the relationship between maps and power. In particular, Farish focuses
on a 200 year-old map published in “The History of Java” (1817) by Stamford Raﬄes, the
ﬁrst Lieutenant-Governor of British Java - credited with discovering many of its ancient
ruins, as well as the ‘founding’ of modern Singapore.

Kohara Masashi
Lecture “The 1903 Human Pavilion and Expositions”

From 1877, National Industrial Exhibitions were held in Japan to introduce the advanced
technologies of Europe and America, as well as to promote the development of new
industries locally. In 1903, against the backdrop of Japanese rule over Taiwan, the 5th
National Industrial Exhibition was held in Osaka, providing an important opportunity to
display the might of Japanese imperialism to people in Japan and around the world.
Using newly discovered photographs from the 1903 Exhibition, this lecture will provide
observations into modern images of the Japanese ‘self’ and ‘other’, with a focus on the
Human Pavilion created at the Anthropological Hall.

Nishio Kaori

Lecture performance

“Why I am here, why she is there - Journeys around Karayuki-san”

In 2018, Nishio, who lived in Kuala Lumpur for ﬁve and a half years from the age of 5,
experienced a turn of fate and began researching a cemetery for Japanese people in
Penang, Malaysia. 80% of the people buried there were Japanese women known as
Karayuki. Nishio will talk about the journeys of these women who came mainly from
Shimabara and Amakusa, and their involvement in sex work across Southeast Asia.

Irwan Ahmett & Tita Salina
Lecture performance “Name Laundering”

As part of their ongoing 10-year series of artistic and social interventions reﬂecting on
the geopolitical issues in the Paciﬁc Rim, Irwan and Tita reexamine the relations between
Indonesia and Singapore in the Straits of Malacca, one of the most important waterways
in Southeast Asia. Responding to state and border controls created from colonialism,
nationalism and capitalism, they propose eight ways to penetrate the borders of
Singapore - inspired by historical acts of seafaring, smuggling, subversion and ‘sumpah’
(oath / promise).

Okui Lala

Performance “Can you help me translate?”
Raised in the multilingual environment of Penang island, a historic trading port between
Southeast Asia, India, China and the west, Okui’s work investigates migration, mobilities
and diasporic identities. In recent years, she has been researching across Burma, Japan
and Malaysia. Inspired by two Japanese language learning books (for Burmese) that she
bought in Yangon and Tokyo, Okui will engage in a conversation and performance that
questions labour, translation and adaptation.

Janet Pillai
Lecture “Mapping Culture: Understanding & Managing Change”

This lecture by sociologist Janet Pillai is an introduction to the practices of cultural
mapping and place-making. Focusing on the interaction between people, place and use in
a geographical site, Janet will discuss the processes, tools and techniques to understand
cultural ecology and continuity.

Shiga Lieko + Shimizu Chinatsu + Nagasaki Yoshitomo
Lecture “Human Spring”

The four seasons are brought about by the tilting of the Earth’s axis. Spring in Tohoku
suddenly comes after the long winter. The occurrence of “spring” since the earthquake
has brought about changes to the social season, as well as physical and mental changes
in individuals. Intermixing their own perspectives, Shiga, Shimizu and Nagasaki will
discuss what they have witnessed in Tohoku, eight human springs after the earthquake.

Furuichi Yasuko

Lecture performance “Jalan-jalan di Asia (Wandering in Asia)”
From the 1990s to the present day, Furuichi has been involved as a coordinator at The
Japan Foundation in art-related cultural exchange projects between Asia and Japan.
Using keywords suggested by the curators and artists who have participated in these
exchange projects, she will talk from the perspective of a “ﬂâneur” - someone strolling
through the art ﬁelds of Asia.

Takayama Akira

Research workshop “Pirates’ Study”
Held as a response to the lecture performance by Irwan Ahmett and Tita Salina, this
workshop will delve into the new image of ‘piracy’ in the contemporary world. Based on
the idea of someone living at sea outside the concept of national citizenship and
boundaries, Takayama and the participants will research together various perspectives
related to the issues of mobility, border-crossings, inﬁltration, and hacking.

Carlos Celdran
Screening Intramuros Performance Tour “Walk This Way”

Video documentation of activist and performance artist Celdran’s guided tour through
Intramuros, Manila. Celdran gives a tour from his own unique perspective while walking
through Intramuros, a historical site that has been rewritten over numerous times - taking
us through Spanish and American rule, with detours via the Japanese Occupation, the Battle
of Manila led by Douglas MacArthur, and it’s eventual reconstruction by Imelda Marcos.

yang02

Installation “Urbanized Typeface”
Travelling around Yamaguchi on a road bike, the artist recorded his journeys with a GPS
device. Using software developed personally to visualise the geographical data from his
movement and routes, yang02 generates a new font based on the urban infrastructure,
restrictions and characteristics of Yamaguchi’s streets. The audience will experience this
relationship between geography and typography through a virtual reality, ﬁrst person
point of view. This version of “Urbanized Typeface” is a continuation of a series that has
been conducted in various cities across Japan and the world since 2009.

Vandy Rattana

Video installation “MONOLOGUE”
This video was created in 2015 by Vandy Rattana, an artist and photojournalist born and
raised in Cambodia following the fall of the Khmer Rouge. “MONOLOGUE,” in which the
artist speaks in his own voice, is directed at his older sister who died under the Khmer
Rouge regime and whom he never met. By speaking to his sister, who lies next to their
grandmother under two mango trees called Pum Sen, he picks up a story that has fallen
through the cracks of oﬃcial history, and reveals the scars that continue to mark
individuals, landscapes and memories.

ちた図地

本作は、
クメール・ルージュ政権崩壊後のカンボジアで生まれ育ち、
厳格なフォトジャーナリズムと芸術を

Lecture performance / Installation “Asia the Unmiraculous”
Departing from the 1997 regional ﬁnancial crisis, “Asia the Unmiraculous” investigates a
transnational narrative of Asian miracle, crisis and recovery. Having conducted extensive
research in Thailand, Malaysia, South Korea and Japan, Rui An tracks the emergence,
transmission and circulation of Asian economic futurisms in popular culture and the
mainstream media - examining the external and internal demands for control of the
nation-state through the leitmotif of ‘the human hand’.

the center for remembering 3.11 (sendai mediatheque)
Installation works by Komori Haruka + Seo Natsumi / Suzuo Keita / Fujii Hikaru
from the exhibition “Record and Recalling - Walking on the house of image”
As a response to the 2011 Great East Japan Earthquake, sendai mediatheque established
‘the center for remembering 3.11’ to record the process of recovery and reconstruction
undertaken autonomously by diverse citizens, experts, artists, and staﬀ. In this exhibition,
we include video works by Komori Haruka + Seo Natsumi, Suzuo Keita and Fujii Hikaru,
which were ﬁrst exhibited in ‘Record and Recalling’ (2014-2015). These works can be
understood as part of larger cultural activities initiated to archive change and loss in
communities, and to redraw and renew personal maps.

上質紙

Y：DIC590 K：スミ ズラシ二つ折

ランド、台湾、
オランダ、
ポーランドのレジデンス・プログラムに参加。
その高い移動性を芸術活動の軸に置いている。環太平洋

初期には、都市の公共空間の問題に焦点を当てた作品を制作。国境を超えて活動する放浪者として、
日本、韓国、
ニュージー

イルワン・アーメット＆ティタ・サリナ［アーティスト／インドネシア］ジャカルタを拠点に活動するアーティスト。活動

オモテ

品にて、
ニューヨークのロードアイランド・スクール・オブ・デザインを卒業。抗議活動としての側面をもつアート・パフォーマンス

―18:00–19:00（終演予定）

レクチャー・パフォーマンス

ホー・ルイアン

英語（日本語字幕あり）

［土］
「人類館と博覧会」

小原真史

日本語

―18:00–19:00（終演予定）

レクチャー・パフォーマンス

「なぜ私はここにいて、
彼女たちはあそこにいるのか
〜からゆきさんをめぐる旅〜」

西尾佳織

日本語

「アジア・ザ・アンミラキュラス」

申し込みフォーム：bm.form.ycam.jp

ア ー ティス ト ／ リ サ ー チ ャ ー

そのほか、参加アーティスト／リサーチャーによる、

レクチャー・パフォーマンス／レクチャーなどに

関連したドキュメント作品などを展示します

YCAMのウェブサイトにて告知いたします。www.ycam.jp
カルロス・セルドラン

東南アジアと日本のアーティスト／リサーチャーたちが︑

英語（日本語字幕あり）

それぞれの視点︑言葉で語る

いった形態をとることもある。
ロンドン大学ゴールドスミスカレッジで芸術政治学の修士課程を修了。

マンスや教育活動の形で実践されるが、展覧会やニューメディア、執筆活動、
アート・インターベンションと

て、特に歴史、記憶、都市文脈といった問題を考えてきた。
そのコラボレーション・プロジェクトは主にパフォー

ロデューサーたちの共同体「ファイブ・アーツ・センター」
のメンバーとして活動。
さまざまなプロジェクトを通し

ゲスト・キュレーター
マーク・テ［演出家、研究者／マレーシア］マレーシアを拠点に活動するアーティストやアクティビスト、プ

―
3がつ11にちをわすれないためにセンター
（せんだいメディアテーク）
展覧会「記録と想起・イメージの家を歩く」
より
「波のした、
土のうえ」
小森はるか＋瀬尾夏美
「沿岸部の風景」鈴尾啓太
「沿岸部の風景記録」藤井光
―

要事前申し込み

な方、
合わせて1月12日
［土］
開催のイルワン・

参加条件‖15歳以上、
3日間通して参加可能

フォーマンス
「ネーム・ロンダリング」
への参加
アーメット&ティタ・サリナによるレクチャー・パ

が望ましい 説明会を開催予定 詳細な日

程は、
後日、
YCAMのウェブサイトにて案内

The
Breathing
of Maps

呼吸する地図たち
『混一疆理歴代国都之図』
（1402年）

「Urbanized Typeface」やんツー

ホー・ルイアン
―

Mark Teh

―

さまざまな形で利活用されている。本展では、
この記録を活用した展覧会
「記録と想起・イメージの家を歩く」
より、
小森＋瀬

「アジア・ザ・アンミラキュラス」

記録 ･ 市民協働アーカイブ」
として整理・保存され、
ウェブサイトでの公開、
ライブラリーへの配架、展示や上映会の開催など、

ウィスパリングでの英語通訳の提供が可能です。
10日前までの事前申し込みの場合に限り、

―

「独白」
ヴァンディ・ラッタナー

わすれないためにセンタ ー」
を開設。個人個人が体験した
「震災」
を映像、写真、音声、
テキストなどで記録してきた。
「震災の

お申し込みの際に、
フォームにご記入ください。

「ピカ-boo」
チ・トゥー

せんだいメディアテークは仙台市にある複合文化施設。東日本大震災による甚大な影響に対し、市民、
専門家、
アーティスト、

座席数の定員に達し次第、締め切りいたします。空席があれば当日も受付可能です。

通期展示

スタッフが協働し、独自に復旧・復興のプロセスを記録・発信していくためのプラットフォームとして、2011年に
「3がつ11にちを

すべてのレクチャーは日本語対応。
日本語のみのレクチャーに関して、

｜会場‖YCAM2階ギャラリー、スタジオB

3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）
展覧会
「記録と想起・イメージの家を歩く」
より 小森はるか＋瀬尾夏美／鈴尾啓太／藤井光［日本］

YCAM1階チケットインフォメーションにて直接お申し込みください。

（山口情報芸術
Mesh」

各回ごとに
「お申し込みはこちら」
より申し込みフォームにお進みいただくか、

「DOMANI・明日展」
（国立新美術館、2018）
などがある。
センター［YCAM］、2017）、

［レクチャー・パフォーマンス／レクチャー／パフォーマンス申し込み方法］
各回入場無料｜席数：50席｜締め切り：各回前日

都を拠点に活動。近年の主な展覧会に
「札幌国際芸術祭2014」
（チ・カ・ホ、2014）、
「オープン・スペース2015」
（NTTインターコ

高山明

「あいちトリエンナーレ2016」
（愛知県美術館愛知、2016）、
「Vanishing
ミュニケーションセンター［ICC］、2015）、

「Walk This Way」

現の主体性の問う作品を多く制作する。
「SENSELESS DRAWING BOT」
が第15回文化庁メディア芸術祭、
アート部門に

イントラムロス・パフォーマンス・ツアー

おいて新人賞を受賞。
2013年、新進芸術家海外研修制度に採択され、バルセロナとベルリンに滞在。2015年から東京と京

映像ドキュメント上映

やんツー［美術家／日本］1984年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。2009年多摩美術大学大学院デザイン専攻情報デザイン

2019

研究領域修了。
デジタルメディアを基盤に、行為の主体を自律型装置や外的要因に委ねることで人間の身体性を焙り出し、表

17:30–18:30（終了予定） ※土曜、2/10［日］を除く

12.17［月］―3.3［日］

交流とネットワーク構築を目的に
「アジア次世代キュレーター会議」
（2006-14）
や、
「Condition Report」
（2015-17）
を実施すると共

日本語

に、
アジアのアートスペース・ガイド
（2002、
を発行。
05、09）やThe Japan FoundationAsia Center Art Studiesシリーズ（2015-18）

レクチャー

クション」
展（2002-2003）
を始め、
近年では
「他人の時間」
展（2015-2016）
などを担当した。
さらに、
アジアの若手キュレーターの情報

古市保子
演出‖マーク・テ

Jalan-jalan di asia」

（2003）
などを担当。
日本現代美術のアジアへの紹介をおこなう。
また、
アジアのキュレーターとの協働事業にて
「アンダー・コンストラ

イベントに変更が生じた場合は、

［日］ レクチャー・パフォーマンス
「アジアを歩く

古市保子［国際交流基金アジアセンター美術コーディネーター／日本］国際交流基金において1990年より現在まで、アジアと

（終演予定）

2.24―11:00–12:00

日本の美術交流事業を手がける。
担当した展覧会として
「美術前線北上中―東南アジアのニューアート」
（1992）
を口火に
「イ・ブル」

日本語

がルーム51の角を曲がってくるかを知っていたとする」
（作・共同演出）
など。
2015年よりセゾン文化財団ジュニア・フェロー。

［問い合わせ先］
〒753-0075 山口市中園町 7-7
TEL 083-901-2222 / FAX 083-901-2216
information@ycam.jp

志賀理江子＋清水チナツ＋長崎由幹

て第58回、
「ヨブ呼んでるよ」
にて第62回岸田國士戯曲賞にノミネート。鳥公園以外の主な作品としては、
F/T14主催プログ

レクチャー

［土］ レクチャー
「ヒューマン・スプリング」

ラム
「透明な隣人〜-8 エイト-によせて〜」
（作・演出）
、SPACふじのくに⇄せかい演劇祭2015参加作品「例えば朝9時には誰

―11:00–12:00
（終了予定）

2.23―18:00–19:00

「正しさ」
から外れながらも確かに存在するものたちに、少しトボケた角度から、柔らかな光を当てようと試みている。
「カンロ」
に

2019

西尾佳織［劇作家／日本］1985年、東京生まれ。劇作家、演出家、鳥公園主宰。幼少期をマレーシアで過ごす。東京大学

YCAMのウェブサイトで告知

｜会場‖YCAMホワイエほか

にて寺山修司を、東京藝術大学大学院にて太田省吾を研究。
2007年に鳥公園を結成以降、全作品の脚本・演出を担当。

申し込みフォーム‖bm.form.ycam.jp

京」、
「完全避難マニュアル」
「国民投票プロジェクト」、
、
「光のないⅡ（福島ーエピローグ？）」、
「東京ヘテロトピア」、
「横浜コミュー

申し込み締め切り‖1月5日
［土］

※天候により中止の場合は、

ン」、
近年のプロジェクトに
「マクドナルド放送大学」
「ワーグナー・プロジェクト」
などがある。

申し込み不要

能性を拡張し、社会に接続する方法を追求している。
「東京／オリンピック」
（はとバスツアー）
「サンシャイン62」、
、
「個室都市東

会場‖山口市中央公園（YCAM前）

ツアーなど、多岐にわたる活動を展開している。
いずれの活動においても
「演劇とは何か」
という問いが根底にあり、演劇の可

チ・トゥー

TEL 083-901-2222 / FAX 083-901-2216
information@ycam.jp｜www.ycam.jp

「海賊スタディ」

ビー）
を結成し、実際の都市を使ったインスタレーション、
ツアー・パフォーマンス、社会実験的プロジェクト、言論イベント、観光

［日］ パフォーマンス
「カット・グラス・ピース（草を刈る作品）」

〒753-0075 山口市中園町 7-7

リサーチ・ワークショップ

高山明［演出家／日本］1969年生まれ。2002年、プロジェクトごとに形を変えて作られる創作ユニットPort B（ポルト・

11:00–18:00（予定）※お昼休憩あり／ 3日間通し

2.9［土］、2.10［日］、2.11［月・祝］

賀理江子
「ヒューマン・スプリング」展（2019年3月、東京都写真美術館で開催）の作品制作にむけて共同で活動するチーム。東北の

レクチャー
英語（日本語逐次通訳あり）

人、風土、歴史に学びながら、
日々の気づきを共有・交換するために集まり、読書会や上映会なども行っている。

―15:00–16:30（終了予定）
ジャネット・ピレイ

志賀理江子＋清水チナツ＋長崎由幹［日本］写真家の志賀理江子（1980年愛知県生まれ）、インディペンデント

（予定）

2018

キュレーターの清水チナツ
（1983年福岡県生まれ）
、映像制作の長崎由幹（1985年宮城県生まれ）からなり、宮城県を拠点に、志

（終了予定）

平和ー
〈報道写真〉
が伝えたかった日本』、
『森の探偵ー無人カメラがとらえた日本の自然』
などがある。

1.26―18:00–19:00

一郎ー北へ、北から」展などを担当。単著に
『富士幻景ー近代日本と富士の病』。共著に
『時の宙吊りー生・写真・死』、
『戦争と

英語・ミャンマー語・日本語

員として
「荒木経惟写真集展 アラーキー」、
「宮崎学 自然の鉛筆」展、
「増山たづ子 すべて写真になる日まで」展、
「小島

オクイ・ララ

小原真史［キュレーター／日本］1978年生まれ。監督作品に「カメラになった男ー写真家中平卓馬」がある。2005年に

インドネシア語（日本語対応あり）

「中平卓馬試論」
で第10回重森弘淹写真評論賞、2016年に日本写真協会賞学芸賞を受賞。IZU PHOTO MUSEUM研究

（終演予定）

を発表している。
2018年、DAAD（ドイツ学術交流会）の奨学を受け、現在、シンガポールとベルリンを拠点に活動をおこなっている。

［土］ パフォーマンス
「通訳を手伝ってくれませんか？」

1.19―18:00–19:00

レン・デア・ヴェルト
（ベルリン, 2017）
、
ホルヘ・バルガス博物館（マニラ, 2017）、
NUSミュージアム（シンガポール, 2016）にてプロジェクト

｜会場‖YCAMホワイエほか

尾、鈴尾、藤井の作品を紹介する。

写真：松見拓也

英語（日本語逐次通訳あり）

［土］ レクチャー・パフォーマンス
「ネーム・ロンダリング」
イルワン・アーメット&ティタ・サリナ

興味を持ち、
それらについて書き、
語り、
思考するような活動をおこなっている。
これまで主に、
「銀川ビエンナーレ」
（2018）
「
、ジャカ

12.16―10:00–17:00
―18:00–19:00（終演予定）

ルタ・ビエンナーレ」
（2017）
「
、シャルジャ・ビエンナーレ13」
（2017）
「
、コチ・ムジリス・ビエンナーレ」
（2014）
、
ハオス・デア・クルトゥー

英語（日本語字幕あり）

ホー・ルイアン［アーティスト／シンガポール］現代美術、映画、パフォーマンス、理論の交錯点で活動するアーティスト、ライ

［土］
「マッピング・カルチャー :
変化の理解とマネージング」

ター。
グローバリゼーションや国家などによる統治の文脈において、
視覚的な象徴（イメージ）の出現、
伝達、
消滅を調査することに

ホー・ルイアン

「アジア・ザ・アンミラキュラス」

族と共に潮州語の朗読をおこなった。
さいたまトリエンナーレ（2016）に参加。
ミャンマーと日本の移民、移動性、
2017年には、

レクチャー・パフォーマンス

アイデンティティに関する芸術研究プロジェクトとして国際交流基金アジアセンターフェローシップを取得。

―18:00–19:00（終演予定）

語、英語および福建語）
でのパネルディスカッションを実施。最新作「中国の囁き：＜天一一星、地下開書齋＞」
（2018）
では、親

英語・日本語

ロセスをリサーチし、
より大きな社会的、文化的、政治的な環境における、母国やアイデンティティの探求をおこなっている。
マ

マーク・テ
井高久美子（YCAMキュレーター／日本）

レーシア国立美術館では、
ビデオ・パフォーマンス作品「My language proﬁciency」
（2017）
にて、
4つの言語（マレー語、北京

キュレーターズ・レクチャー

オクイ・ララ［アーティスト／マレーシア］1991年生まれ。ペナン島を拠点に活動をおこなうアーティストおよびカル

―16:00–17:00

チャー・ワーカー。
オクイの活動は、
ビデオやパフォーマンスから、
コミュニティとの協働まで広範囲におよぶ。移住背景や翻訳プ

YCAMのウェブサイトで告知

的文献とイメージ構築の関係性を哲学的に探求する作品を多く制作している。最初の短編映画「MONOLOGUE」
（2015年）
の

※天候により中止の場合は、

用いたアナログな手法により、厳格なフォトジャーナリズムと芸術的実践の境界線をまたぐような作品を制作。近年では、歴史

申し込み不要

は、控えめで平穏なイメージによって歴史的暴力にまつわる出来事を描きだす。2005年に写真を始め、主に、
フィルムカメラを

会場‖山口市中央公園（YCAM前）

ヴァンディ・ラッタナー［アーティスト／カンボジア］クメール・ルージュの余波が残るプノンペンで生まれ育つ。ラッタナー

2019

1.12

ル・マッピング・プロジェクトを牽引。芸術文化教育とサステーナビリティに関して5冊の著書や多数の記事を執筆。
アジア地域

チ・トゥー

ンサルタントを通して、地域社会に携わるプロジェクトに取り組む。マレーシア、
シンガポール、
オーストリア、香港のカルチュラ

［土］ パフォーマンス
「カット・グラス・ピース（草を刈る作品）」

続性を主眼にした企画やデザイン、
およびカルチュラル・マッピング（文化的な目的による社会状況の調査・分析）
をおこなうイン

The
Breathing
of Maps
―10:00–17:00（予定）

ディペンデントのコンサルタントおよびアドバイザーとして活動をしている。地域機関、組織、
また専門家との協働、
あるいはコ

2018

ジャネット・ピレイ［社会学者／マレーシア］2013年までマレーシア大学芸術学部准教授を務める。現在は、文化的持

「知るべきことは何もない：
トーマス・ラッフルズ
ジャワの地図と帝国認識論」

ステルダム大学出版局、
2016年）がある。
19世紀の植民地時代を中心に、東南アジアについて幅広く執筆をおこなっている。

、The Discursive Construction of Southeast Asia in 19th Century Colonial-Capitalist Discourse」
（ア ム
2018年）『

主な著書に、
『Before the Pivot: Americaʼs Encounters with Southeast Asia 1800-1900』
（アムステルダム大学出版局、

ファリッシュ・ヌール［歴史学者／マレーシア］シンガポールのナンヤン工科大学S. ラジャラトナム国際研究所 准教授。

ト・アート・ショー・イン・ザ・ユニバース」
のメンバーとして活動後、
マレーシア国内外で様々な展覧会やパフォーマンスイベントに参加。

実践のアプローチの一環として、
都市空間や観客と関わりを持つことに興味を持って活動をおこなっている。大学にて芸術集団
「ベス

であり個人的、
そして、
明快と難解の間で揺れ動く。
実験的な音楽やパフォーマンス、
パブリックアートプロジェクトでは、
複雑で多面的な

範囲のテーマや物事を扱うため、
時には何をやっているアーティストなのか言及することが難しい。
実践的活動は、
崇高と軽薄、
社会的

育背景を持った、
学際的なアーティスト。
実践では、
ユーモア、
風刺、
視覚的詩学の大胆な探求をおこなっている。主に作品では、
広い

チ・トゥー［アーティスト、アートワーカー／マレーシア］1981年、クアラルンプール生まれ。マス・コミュニケーションと音響工学の教

ジェクトには、
エグゼクティブ・プロデューサー及びディレクターを兼任した
「マニラ・ビエンナーレ」
（2018年）
がある。

マルコスの生涯を取り上げた
「Livinʼ La Vida Imelda」
（2012年）
は、
アートドバイにおいて閉鎖されるなどした。近年のプロ

The Breathing of Maps

後、2018年に短編映画「FUNERAL」
を発表した。

12.22

「Damaso」
（2010年）
は、
カトリック教会への抗議活動として大大的に公表され訴訟事例としての成果を上げた。
またイメルダ・

12.15

ントラムロス
「Walk This Way パフォーマンス・ツアー」
で知られるアーティスト。
アクティビズムと劇場的手法を織り交ぜた作

カルロス・セルドラン［パフォーマンス・アーティスト／フィリピン］1972年生まれ。マニラの歴史的な城郭都市であるイ

｜会場‖YCAMホワイエほか

のエキスパート、
トレーナーとしても貢献している。

ファリッシュ・ヌール

The
Breathing
of Maps

火山帯における地政学的な対立を表した長期プロジェクトでは、人類、不公正、生態学に関するより複雑な物事と関連させた

作品制作に取り組んでいる。

天

イ ベン ト・ス ケ ジュー ル

C

呼吸する地図たち
2018年12月15日［土］―2019年3月3日［日］10:00-20:00

火曜日、年末年始
（12/29–1/3）休館

山口情報芸術センター
［YCAM］ホワイエ、スタジオB 入場無料

毎週末の土曜日
︵一部日曜・祝日開催︶
に︑

レクチャー・パフォーマンス／レクチャーを開催します︒

定員‖15名

主催‖山口市、公益財団法人山口市文化振興財団、国際交流基金アジアセンター

後援‖山口市教育委員会

Organized by Yamaguchi City, Yamaguchi City Foundation for Cultural Promotion,

（せんだいメディアテーク）
協力‖3がつ11にちをわすれないためにセンター

The Japan Foundation Asia Center

助成‖平成30年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

In association with Yamaguchi City Board of Education

共同開発‖YCAM InterLab

In cooperation with the center for remembering 3.11 (sendai mediatheque)

企画制作‖山口情報芸術センター
［YCAM］

Supported by the Agency for Cultural Aﬀairs Government of Japan in the ﬁscal 2018

Co-developed with YCAM InterLab

Produced by Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]

ウラ

上質紙 プロセス 4c ズラシ二つ折

10:00-17:00 (TBA)

Performance

“Cut Grass Piece”

chi too

Venue: Yamaguchi City Central Park (in front of YCAM)
*If the event will be cancelled due to bad
weather, it will be announced on the YCAM
website.

Farish A. Noor

Lecture

Lecture performance

know:Stamford Raﬄesʼ Map
of Java and the Epistemology
of Empire”

Furuichi Yasuko
Directed by Mark Teh

15:00-16:30 (TBA)
18:00-19:00 (TBA)

January 26 (Sat)
Screening

Intramuros Performance Tour

Lecture

“Walk This Way”

“Mapping Culture:

Carlos Celdran

English

February 23 (Sat)

18:00-19:00 (TBA)

Lecture

“Human Spring”

Shiga Lieko + Shimizu Chinatsu +
Nagasaki Yoshitomo

Japanese

11:00-12:00 (TBA)

February 24 (Sun)

“Jalan-jalan di Asia
(Wandering in Asia)”

English
Japanese

–
18:00-19:00 (TBA)

English

December 22 (Sat)

Lecture
Ho Rui An “Asia the Unmiraculos”

“The 1903 Human Pavilion
and Expositions”

Kohara Masashi

–
18:00-19:00 (TBA)

Furuichi Yasuko “Jalan-jalan di Asia”

she is there -Journeys
around Karayuki-san”

Nishio Kaori

Japanese

呼吸する地図たち
Irwan Ahmett & Tita Salina “Name Laundering”
Carlos Celdran “Walk This Way”

7-7 Nakazono-cho,
Yamaguchi-shi 753-0075
TEL +81-83-901-2222
FAX +81-83-901-2216
information@ycam.jp
www.ycam.jp

* Except Saturdays, Feb 10
17:30-18:30 (TBA)

Japanese
Janet Pillai “Mapping Culture”

yang02 “Urbanized Typeface”
Shiga Lieko + Shimizu Chinatsu + Nagasaki Yoshitomo

“Nothing left to

English + Burmese + Japanese

2019

They launched the “center for remembering 3.11” in 2011 to promote collaboration between experts, artists, and staﬀs, and
to independently record and transmit the process of restoration / reconstruction in response to the tremendous impact of
the Great East Japan Earthquake. They have recorded the "earthquake disaster" experienced by individuals with images,
pictures, sounds, texts, etc. It is organized and preserved as “earthquake record · citizen collaborative archive”, and it is
utilized in various forms, such as publication on the website, libraries, holding exhibitions and screenings. This exhibition
introduces works by Komori + Seo, Suzuo, Fujii from the exhibition “Record and Recalling - Walking on the house of image”
by “the center for remembering 3.11”.

Janet Pillai

Understanding & Managing
Change”

Dec 17 (Mon) – Mar 3 (Sun)

Works by Komori Haruka + Seo Natsumi / Suzuo Keita / Fujii Hikaru from the exhibition “Record
and Recalling - Walking on the house of image” sendai mediatheque is a cultural complex located in Sendai city.

–
11:00-12:00

Okui Lala

2018

the center for remembering 3.11 (sendai mediatheque) [Japan]

“Can you help me translate?”

Farish A. Noor, Java Raﬄes Walker, 1817

Performance

Kohara Masashi,
The Human Pavilion, 1903, private collection

December 16 (Sun)

Japanese
Please check the detail information in
Japanese on the front of this ﬂyer.

Mark Teh is a researcher
and performance maker based in Kuala Lumpur. His diverse, collaborative
projects are particularly engaged with the issues of history, memory and the
urban context, often taking on documentary and speculative forms. His practice is
situated primarily in performance, but also operates via exhibitions, interventions,
writing, curating, and education. Mark graduated with an MA in Art and Politics
from Goldsmiths, University of London, and is a member of Five Arts Centre, a
collective of interdisciplinary artists, producers and activists in Malaysia.

Takayama Akira

“Piratesʼ Study”

Mark Teh [Theatre director, Researcher, Malaysia]

Irwan Ahmett & Tita Salina

Born 1984 in Chigasaki, Kanagawa-city. He completed M.F.A. Information Design Field, Design
Course, Master Program of Tama Art University in 2015. He has created numerous works based on digital media. His works
often question human physicality and the subjectivity of expression by entrusting the subject of action to autonomous devices
and external factors. He won the New Face Award at the 15th Japan Media Arts Festival, art division for “SENSELESS
DRAWING BOT.” In 2013, he was awarded the Fellowship of Overseas Study Programme for Artists by the Agency for Cultural
Aﬀairs, Japanese Government and stayed in Barcelona and Berlin. He has been based in Tokyo and Kyoto since 2015. His main
exhibitions in recent years include “Sapporo International Art Festival (SIAF) 2014”(Chi-Ka-Ho), “Open Space 2015” (NTT Inter
Communication Center (ICC)), “Aichi Triennale 2016” (Aichi Prefectural Art Museum), "Vanishing Mesh" (Yamaguchi Center for
Arts and Media [YCAM], 2017), "DOMANI · Tomorrow Exhibition" (National Art Center, Tokyo, 2018) and others.

English

11:00-18:00 (TBA)

yang02 [Artist, Japan]

Ho Rui An

February 9, 10, 11 (Sat, Sun, Mon)

Furuichi Yasuko [Exhibition Coordinator, Japan] Born in Gifu, Japan. Exhibition coordinator at the Japan Foundation
since 1990. In addition to exhibition projects, coordinated cultural exchange projects such as the “Asian Museum Curatorsʼ
Conference” (2006–2014) and also worked on publications of four editions of guidebooks on art spaces throughout Asia.
Coordinated exhibitions include, “Lee Bul” (2003), “Heri Dono” (2000), “Fang Lijun” (1996), “Asian Modernism” (1995), and
“New Art from Southeast Asia 1992 ”(1992). Coordinated exhibitions that introduce Japanese contemporary art to Asia
such as “Re:Quest” (2013), “Twist and Shout” (2009), “KITA!!” (2008), and “Beautiful New World” (2007). Coordinated
collaborative curatorial exhibitions include, “Media/Art Kitchen” (2013– 2014), “the Omnilogue series” (2011–2012),
“Cubism in Asia” (2005–2006), “Have We Met?” (2004–2005), “Out the Window” (2003), “Under Construction” (2002–2003),
and more recently “Time of others”(2015 – 2016). Lives in Tokyo, Japan.

“Asia the Unmiraculous”

2019

Nishio Kaori [Playwright, Japan] Born in Tokyo in 1985. Playwright, director, artistic director of theatre company Bird
Park. After a childhood in Malaysia she researched Shuji Terayama at University of Tokyo (B.A.), and Shogo Ota at Tokyo
University of the Arts (M.A.), and founded Bird Park in 2007. In her works, sheʼs trying to cast a soft light on the
marginalized existence excluded from the “correct” society with dry humour. She was nominated for the 58th KISHIDA
Kunio Drama Award with “KANRO (Sweet drops from heaven)” and for the 62nd with “Hey God, Jobʼs calling you”.
Furthermore, her major works were performed at Festival/Tokyo, Fujinokuni Arts Festival and so on. Since 2015 she has
been a junior fellow of The Saison Foundation.

chi too

7-7 Nakazono-cho, Yamaguchi-shi 753-0075
TEL 083-901-2222 / FAX 083-901-2216 | information@ycam.jp | www.ycam.jp

Research workshop

Contact

Lecture performance

Takayama Akira [Theatre director, Japan] He was born in 1969. He formed the theatre unit Port B, which is
recreated in a diﬀerent form for each project, in 2002 and has been involved in a wide range of activities, including
installation art using actual cities, tour performances, social experiments, speech events and sightseeing tours. At the
base of all of these activities is the question “what is theatre?” He has expanded the possibilities of theatre and is
pursuing ways to connect it to society. His works include “Tokyo/Olympics” (Hato bus tour), “Sunshine 62”,
“Compartment City – Tokyo”, “The Complete Manual of Evacuation”, “Referendum Project”, “Kein Licht (Fukushima
Epilog?)”, “Tokyo Heterotopia and Yokohama Commune”, and recent works include “McDonaldʼs Radio University” and
“Wagner Project”.

Lecture performance

18:00-19:00 (TBA)

Click on “Apply here” in below web site and ﬁll out the application form, or apply
directly at the ticket information counter on the ﬁrst ﬂoor of YCAM.
Applications will no longer be accepted once the designated admission capacity
has been reached.
Form URL: bm.from.ycam.jp
Any changes to the event will be announced on the YCAM website. www.ycam.jp

–
18:00-19:00 (TBA)

January 19 (Sat)

How to apply

English+Japanese

Bahasa Indonesia

Shiga Lieko, a photographer (b.1980 in
Aichi prefecture), Shimizu Chinatsu, an independent curator (b.1983 in Fukuoka prefecture), Nagasaki Yoshitomo, a video
grapher (b.1985 in Miyazaki prefecture), all based in Miyagi prefecture, are working together for the exhibition “Human
Spring,” which will be held in Tokyo Photographic Art Museum in March, 2019. Learning about people, climate and history
in the Tohoku area, they gather to share and exchange daily awareness, and organize reading sessions and screenings.

Performance

“Name Laundering”

Shiga Lieko + Shimizu Chinatsu + Nagasaki Yoshitomo [Japan]

Mark Teh
Idaka Kumiko (YCAM Curator / Japan)

Okui Lala “Letʼs Eat and Drink Tea!”

Curatorsʼ lecture

Nishio Kaori “Why I am here, why she is there
-Journey around Karayuki-san”

18:00-19:00 (TBA)

Admission is free of charge/Capacity: 50 seats/Application deadline: Day before
the planned session
No application is necessary to observe the session while standing/ Applications
will be accepted the day of the session when there are still seats available.
Regarding lectures given only in Japanese, only when a request is received at
least 10 days in advance, it is possible to provide English interpretation through
whispering. Please state the request in the form when applying to attend the
session.

January 12 (Sat)

Kohara Masashi [Curator, Japan] Born in 1978, Masashi Kohara has worked as a ﬁlmmaker and a curator. His
documentary ﬁlms include “The Man Who Became a Camera” (2003). In 2005, he was awarded the 10th Koen Shigemori
Photography Critic Award for ʻA Note on Takuma Nakahiraʼ, and in 2016, he received the 24th The Photographic Society of
Japan Awards Scholastic. As a curator at the Izu Photo Museum, Kohara organized “Nobuyoshi Araki Photobook
Exhibition: Ararchy,” “Manabu Miyazaki: The Pencil of Nature”, “Tazuko Masuyama: Until Everything Becomes a
Photograph,” “Ichiro Kojima: To the North, From the North”, among others. His books include “Suspending Time: Life̶
Photography̶Death”,“Visions of Fuji: An Incurable Malady of Modern Japan”, “War and Postwar: Images of Japan As
Seen in Hodo Shashin (Reportage Photography)”, and “Detective in the Forest”.

“Why I am here, why

2019

Attending a lecture performance/lecture/performance

–
16:00-17:00

Ho Rui An is an artist and writer working in the intersections of contemporary art, cinema,
performance and theory. He writes, talks and thinks around images, with an interest in investigating their emergence,
transmission and disappearance within contexts of globalism and governance. He has presented projects at “the Yinchuan
Biennale” (2018), “Jakarta Biennale” (2017), “Sharjah Biennial 13” (2017), “Kochi-Muziris Biennale” (2014), Haus der
Kulturen der Welt, Berlin (2017), Jorge B. Vargas Museum and Filipiniana Research Center, Manila (2017), NTU Centre for
Contemporary Art Singapore (2017), NUS Museum, Singapore (2016), Para Site, Hong Kong (2015), Hessel Museum of Art
and CCS Bard Galleries, Annandale-on-Hudson (2015) and Witte de With, Rotterdam (2014). He is a recipient of the 2018
DAAD Berliner Künstlerprogramm. He lives and works in Singapore and Berlin.

Venue: Yamaguchi City Central Park (in front of YCAM)
*If the event will be cancelled due to bad
weather, it will be announced on the YCAM
website.

Ho Rui An [Artist, Singapore]

“Cut Grass Piece”

Okui Lala [Artist, Malaysia] Chew Win Chen aka Okui Lala (b. 1991) is an artist and cultural worker based in Penang,
Malaysia. Her practice spans from video, performance to community engagement. Okui looks into migratory
backgrounds and translation processes to explore the notion of home and self-identities in extension with the larger
social, cultural and political milieu. She has held a panel discussion with herself in 4 languages (Malay, Mandarin, English
and Hokkien) in “My language proﬁciency” (2017), a video performance work which was exhibited at the National Art
Gallery Malaysia. In her most recent work “Chinese Whisper:〈天頂一粒星，地下開書齋〉”(2018) , she invited her aunt and dad
to recite a Teochew nursery rhyme with her. Okui was a participating artist in the 2016 Saitama Triennale and was also a
recipient of the 2017 Japan Foundation Asia Centre Fellowship Grant for her artistic research project on migration,
mobilities and identities in Myanmar and Japan.

10:00-17:00 (TBA)

Born in Cambodia in the aftermath of the Khmer Rouge and having grown up in
Phnom Penh, Vandy Rattana portrays episodes of historical violence through understated and tranquil images. He began
his photography practice in 2005. His serial work employed a range of analog cameras and formats, straddling the line
between strict photojournalism and artistic practice. His recent works mark a shift in philosophy surrounding the
relationship between historiography and image making, and he has recently become interested in ﬁlmmaking. His ﬁrst
short ﬁlm was “MONOLOGUE” (2015), and he released “FUNERAL (excerpt)” in 2018.

December 15 (Sat)

Vandy Rattana [Artist, Cambodia]

天

2018

Janet Pillai [Sociologist, Malaysia] Janet Pillai served as an associate professor at the Department of Performing
Arts in University Sains Malaysia (until 2013). Pillai is currently working as an Independent Consultant and Resource
Person advocating for cultural sustainability. Her ﬁeld of specialization includes arts & culture education, participatory
planning & design, and cultural mapping. Pillai works on community-engaged projects in partnership or consultation
with community, local agencies, institutions, and professionals. She has led cultural mapping projects in Malaysia,
Singapore, Austria and Hong Kong. Pillai has authored 5 books and numerous articles on arts and culture education and
sustainability. She also contributes as expert resource person and trainer in the Asian region.

Lecture performance

Farish A. Noor [Historian, Malaysia] Farish A. Noor is Associate Professor at the S. Rajaratnam School of
International Studies RSIS and the School of History SoH, Nanyang Technological University. He is the author of “Before
the Pivot: Americaʼs Encounters with Southeast Asia 1800-1900” (Amsterdam University Press, 2018) and “The
Discursive Construction of Southeast Asia in 19th Century Colonial-Capitalist Discourse” (Amsterdam University Press,
2016). He has written extensively on Southeast Asia, with a special focus on 19th century colonial Southeast Asia.

chi too [Artist, Art worker, Malaysia] chi too (b. 1981, Kuala Lumpur) is a self-taught multidisciplinary artist whose
educational background is in Mass Communication and Sound Engineering. His practice demonstrates conﬁdent
exploration of humour, satire, and visual poetics. It is at times diﬃcult to say exactly what he does as an artist, largely
because his artworks touch on a large spectrum of themes and issues. His practice vacillates between the high-minded and
the frivolous, the social and the personal, the transparent and the esoteric. His experimental music, performances and
playful self-organised public art projects such as “Main Dengan Rakyat”, “Everythingʼs Gonna Be Alright”, and “Lepark”
display an interest to engage with urban spaces and audiences that form part of his complex multifaceted approach to
practice. chi too was also a member of the disbanded art collective The Best Art Show in the Univers. Since then, he has
participated in various exhibitions and performance events in Malaysia and abroad.

Carlos Celdran [Performance artist, Philippines] Born in 1972, he is an artist known for his popular “Walk This Way
Performance Tours” of Intramuros, Manilaʼs historic walled city. A graduate of the Rhode Island School of Design and
former New Yorker, his work is a mix of activism and theatrics. His 2010 protest art performance, “Damaso” resulted in a
highly publicised court case against the Catholic Church of the Philippines and his controversial 2012 performance
“Livinʼ La Vida Imelda” was shut down at Art Dubai by local authorities. His last project before this exhibition was the ﬁrst
Manila Biennale in February 2018 where he served as Executive Producer and Director.

Irwan Ahmett and Tita Salina are Jakarta-based artists. Their
initial works focused on the issue of urban public space. As vagabond cosmopolitans they have participated in residency
programs in Japan, South Korea, New Zealand, Taiwan, the Netherlands and Poland. They utilize their high mobility as the
primary vehicle in their art practice. Their long-term project reﬂects the geopolitical clashes in the Ring of Fire in the Paciﬁc
Rim and has encouraged their works to be connected with more complex issues relating to humanity, injustice and ecology.

Irwan Ahmett & Tita Salina [Artists, Indonesia]
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The
Breathing
of Maps

Mark Teh + YCAM
マーク・テ＋YCAM 共同企画展

The Breathing of Maps

December 15, 2018 – March 3, 2019 10:00-20:00 | Closed on Tuesdays and winter holidays (Dec 29-Jan 3)
Foyer and Studio B, Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] Admission free

Design: Shunsuke Onaka [Calamari Inc.]

Exhibition

“Asia the Unmiraculous”

chi too “pika-boo”
–
Vandy Rattana “MONOLOGUE”
–
Ho Rui An

–
yang02 “Urbanized Typeface”
–
the center for remembering 3.11
(sendai mediatheque) ” Works by
Komori Haruka + Seo Natsumi /
Suzuo Keita / Fujii Hikaru from
the exhibition “Record and
Recalling - Walking on the house
of image”

English

In addition, document works related
to lecture performances / lectures by
participating artists and researchers
will be presented.

Lecture performance

Ho Rui An

“Asia the Unmiraculous”

chi too “Cut Grass Piece”

