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本年度のプロジェクトは、
新型コロナウイルス感染症拡大
に伴い、
リアルな交流は困難となり、
WEBを介したコミュ
ニケーションが中心となりました。
この特別な状況下でこ
そ実現した共創の過程を紹介します。
Due to the worldwide spread of COVID-19, it became
difficult to carry out exchange by visiting both countries. Not giving up on art-making during this corona
crisis, we introduce the process of collaborations
carried out under extraordinary circumstances.

2020年9月、
日仏のアーティスト5組がWEB会議で初対
面しました。
日本人・フランス人がペアとなり対話を重ね、
リアルな対面がかなわない状況下でも、
さらなる関係性
の深化や創作への影響など、共創の意義が見出されて
いきました。
In September, 2020, 5 pairs of artists from Kyoto and
Paris were introduced via web meeting and had a discussion to find a common concept. While face-to-face
dialogue was impossible, the meaning of this collaboration, such as the deepening of relationships, could
be found.
最初の会議が終わったあと、
アーティストたちはそれぞれ
自身の工房で1人、
パートナーと話し合ったコンセプトを
もとに試作に取りかかりました。
After the first encounter, the artists then each worked
on test pieces alone in their studio, based on the shared
concept that they and their partner came up with.

初めて取り組む技術を学ぶ時間、
コンセプトを元にモチー
フや素材を探す時間、
互いの国のコロナの情勢を耳にし
てはパートナーの今を思いやる時間。各アーティストは自
分のペースでプロジェクトに取り組みました
Time was spent learning new techniques, finding motifs and materials based on the concept, as well as
thinking about how each partner was dealing with the
state of COVID-19 in their country. Each artist worked
at their own pace throughout.

2021年2月〜3月にかけて、京都・東京のアートフェアや
ギャラリーで、
このプロジェクトを通して創作された新作を
発表します。
展示会は目的地ではなく１つの通過点。
そこで
得た経験を次の制作や挑戦に生かす１つのきっかけです。
From February to March, 2021, new works created in
collaboration through this project will be exhibited at
an art fair and galleries in Kyoto and Tokyo. The exhibitions are not the goal but just a checkpoint – a stepping
stone; new endeavors start from here.

Kyoto Museum of Crafts and Design

京都伝統産業ミュージアム

関連リンク www.crazy.co.jp/iwai-omotesando
Hours Tue 17:00 -20:00 ( Invitation only ) , Wed 11:00 -20:00 , Thu 11:00 -17:00 Admission Free

5-6-15 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 150-0001

IWAI OMOTESANDO

March 22ndー24th

3月22日[火]ー 24日[木]

開館時間 火 17:00 - 20:00 (ご招待のみ ) / 水 11:00 - 20:00 / 木 11:00 -17:00 入場無料

〒150 -0001 東京都渋谷区神宮前5 -6 -15

IWAI OMOTESANDO

関連リンク artfairtokyo.com
Entry Fee Reguired

3-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan
Hours Thu 13:00 -20:00 ( Invitation only ) , Fri - Sat 12:00 -19:00, Sun 12:00 -16:00
Tokyo International Forum Lobby Gallery Booth C13,

Art Fair Tokyo 2021
March 18thー21st

3月18日[木]ー 21日[日]

開館時間 木 13 :00 - 20:00 (ご招待のみ ) / 金 -土 12:00 - 19:00 / 日 12:00 -16:00 入場有料

東京都千代田区丸の内3-5 -1 東京国際フォーラム ロビーギャラリー ブースC13

アートフェア東京2021

関連リンク kmtc.jp
Hours Wed - Sat 9: 00 -17: 00, Sun 9 : 00 -16 : 00 Admission Free

B1F Miyakomesse, 9-1, OkazakiSeishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, JAPAN 606-8343

Kyoto Museum of Crafts and Design MOCAD Gallery
February 10thー14th

2月10日[水]ー14日[日]

開館時間 2月10日(水) -１4日(日) 9:00 -17:00 (最終日は16:00閉場 ) 入場無料

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

京都市勧業館みやこめっせ 地下1階

京都伝統産業ミュージアム MOCADギャラリー

2021

