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2017 年～滞在者募集開始。

待ってます。
co・iki ―こいき―
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住みながら何かが生まれる、新たな滞在のかたち。それが、co・ikiです。

co・ikiでは、日本に滞在しながら、自身の活動領域を広げ、

新たな取り組みにチャレンジしたい方を募集します。

滞在期間中は、co・ikiメンバーがあなたの日本での活動が

より豊かになるようサポートします。

◆滞在場所

京王線仙川駅から徒歩約 15分

東京の中心である新宿から電車で約 20分の立地にありながら、緑豊かな環境です。老若男女が集う商店街

や、由緒ある神社・仏閣、小劇場、美術館などの文化施設があります。また、伝統的なお祭りに加え、先

鋭的な音楽イベントの実施など新旧が融合した魅力にあふれる街です。

◆滞在スペース

一般住宅に滞在することで、日本ならではの生活を体験しながら活動拠点してご使用いただけます。

共有スペースは、リビングとキッチンがつながった開放的でリラックスできる空間です。

専用スペースは、日本ならではの畳のお部屋で、外は畑と森があり見晴しがとても良いです。
※住居内は禁煙になります。

※清掃はご自身でお願いします。
※2 階はオーナーの住居になります。

◆滞在期間・費用

期間 ： 2～6カ月（目安）

費用 ： 一人あたり 1カ月 100,000円 ※光熱費・通信費他使用料は別途

※サポートメンバーによる週 1日程度のサポート・フィーを含みます。
※サポート内容により、滞在費用とは別にコーディネート料が発生する場合があります。予めご相談ください。

※渡航費、食費、交通費、生活費、保険費用等は自己負担といたします。別途ご準備ください。

※短期滞在、ご希望の滞在期間がある場合は別途ご相談ください。

◆募集対象者

・日本で実現したいプランがある方。年齢・性別・国籍・職業・専門分野は問いません。

・国際的に活動し、先駆的でクリエイティブな試み（アイデア）を実践する各種専門分野のプロフェッシ

ョナル、活動実績のある方、もしくは将来性のある方。

・他分野等とのコラボレーションに関心があり、日本／東京で活動したい方。

・シェア空間に興味関心があり、様々なゲストの交流の場づくりに共感できる方（抵抗感のない方）。

◆エントリーから滞在までのステップ ※応募申請は co・ikiウェブサイトより申請書をダウンロードください。

STEP1    エントリー ※2017年1月以降随時

STEP2    書類審査

STEP3    審査結果報告 ※申請書提出から大凡 1カ月後

STEP4    マッチングインタビュー (skype 等で実施)

STEP5    滞在者決定

STEP6    滞在  (期間 2～6カ月、順次)

※上記の日程は変更になる場合があります。
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◆co・ikiとは

co-living,  co-breathing,  co-llaboration,  co-working………
co・iki（こいき）は生きることそのもの、ともに息づいていくリビング・スペースです。

Arts Living Space “co・iki”（こいき） は、あらゆる芸術分野と様々な研究分野、職業人との

架け橋となり、コラボレーションを生み出す場として、「生きる」ことそのものに焦点を当て、

また実践していく新しいかたちのレジデンシー・プログラムであり、リビング・スペースです。

そして、関わる人たちのパーソナルな「発見・変化・成熟」にも重きを置き、「生きる」実感と

人の営みを日々の生活の中で感じられる場をつくります。同時代の人々の手で、分野・立場等を

越えて、新たなアートフォーム、生きたコミュニティを創っていきます。

◆サポート内容について

＜企画コーディネート支援＞

“co・iki”ではレジデンス滞在者の企画プロジェクト支援のため、コーディネーションを行います。

支援は主にバイリンガル（日本語・英語）で行われ、滞在者の生活面からプロジェクトの企画コ

ーディネート、リサーチ補助、アドヴァイス等に渡ります。簡単な通訳・翻訳の支援は主に海外

からの参加者を対象とします。

※支援内容により、滞在費とは別途、コーディネート料等が発生する場合があります。予めご相

談ください。コーディネーターは週 1～2回程度来る予定です。（ただしサポート内容により調整

となります。）

＜滞在ドキュメント制作＞ ※オプション企画

“co・iki”ではスタジオ滞在者の希望により、滞在記録ドキュメントとして小さな冊子を制作する

ことが可能です。滞在者の企画プロジェクト等の記録、滞在実績となるものです。希望者は予め

申し出ていただき、滞在期間終了後に後日、郵送等でお渡しとなります。

※但し、オプション企画となりますので別途制作費を申し受けます。

＜その他プロジェクト企画＞

“co・iki”では、レジデンシー・プログラムと並行して、独自の企画プロジェクトやイベント等を

施設内で実施します。社会の様々なトピックや日本の伝統文化、地域コミュニティに向けた企画

等､多分野のコラボレーションの場をつくっていきます。

また、滞在者のプロジェクト企画や考えにあわせたコラボレーション等も提案します。
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◆“co・iki” 施設について

＜共用スペース＞

１Fはイベント、スタジオ＆リビング・スペース（オーナー共有）です。１F奥の畳ベッドルー

ムの扉は閉まりますが、日常的にはオープン使用し、リビング・スペースと一続きとなります。

１Fスタジオ＆リビング・スペース

１Fキッチン
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＜専用スペース＞

１F畳ベッドルーム（外は畑と森で見晴しがとても良いです。）

専用スペースは、共有スペースと引戸で仕切られており、自由に開閉して使用いただけます。

◆周辺環境について

魅力 1．学生、若者、ファミリー等住民も多く、駅周辺や商店街はいつでも活気があります。各

種専門店、飲食店、スーパー、ホームセンターまで徒歩圏にそろっており、小物や生活用品から、

大型の材料まで物品調達にもとても便利です。

魅力 2．劇場、美術館、ギャラリー、音楽大学等の文化施設や教育機関が近隣のまち中にそろっ

ています。また、毎年、地域のお祭り・イベントのほか、「JAZZ ART SENGAWA」等、前衛ア

ーティストやプロデューサーによるアートイベントも開催されています。

「せんがわ劇場」http://www.sengawa-gekijo.jp/
「JAZZ ART SENGAWA」http://www.sengawa-gekijo.jp/kouen/11470.html
            https://www.facebook.com/jazzartsengawa

  

「東京アートミュージアム」http://www.tokyoartmuseum.com/、ミュージアム近くのギャラリー
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「武者小路実篤記念館」http://www.mushakoji.org/index.html

魅力 3．東京の中心地、新宿から京王線快速で 18分。東京都内にして自然や緑があふれ、移築さ

れた寺町もあり、情緒がある地域です。近くに温泉施設もあります。
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＜“co・iki” サポートメンバー＞ ※2016年 3月時点。今後変更の可能性もあります。          photo by bozzo
根上 陽子 Yoko Negami オーナー

遠山 香織 Kaori Toyama サポートメンバー

太田 エマ Emma Ota  サポートメンバー

本村桜アリス Sakura Alice Motomura  サポートメンバー

金森 里江 Satoe Kanamori サポートメンバー

         
菊地 臨 Nozomu Kikuchi サポートメンバー

Photography : bozzo

東京芸術大学大学院修士課程修了(音楽民族学)。
レコード会社勤務を経て、若手アーティスト支援の仕事に従事。現在、地方自治体の関連組織で地域に根

ざした文化事業の運営に携わる。

ジャンル、形態にかかわらず、歴史や風土、地域、社会とのつながりのなかから生まれる芸術表現や文化

活動に興味があり、リサーチを重ねている。

2011 年武蔵野美術大学修士課程卒業。現代社会のグローバリズム・情報化における場所性・地域性を問い

かける「ディスロケイト」というプロジェクトのオーガナイザー。アートラボ・アキバのゲスト・キュレー

ター。アジアを中心として、アーティスト・ラン・スペースとメディア・アートの発展に関する長期的なリ

サーチを継続中。アートを通して、異なる意見をぶつけ合い、社会の現状に疑問を投げかけるためのプラッ

トフォームを作ろうとしている。

www.dis-locate.net│www.eonsbetween.net

津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。

在学中にロンドンの Wimbledon School of Art に留学。

政府系プロジェクトからエンターテイメント事業まで各種イベント事業の企画プロデュースを行い、また芸

術と多分野のコラボレーションを進めてきた。その他コンテンポラリーダンスの制作、コミュニティ・アー

ト企画、新進アーティスト支援等。個人と社会の成熟過程と連環、多分野交流・共生に興味があり、新たな

レジデンシープログラム、”co・iki”を開始。

西オーストラリア州、パース生まれ。オーストラリア国立大学美術学部絵画専攻卒業。京都精華大学交換

留学。文部科学省スコラーシップを取得、多摩美術大学大学院修士課程卒業。

オーストラリア、日本、韓国、ニューヨーク等、様々な展示の参加経験があり、最近では森美術館の リー・

ミンウェイ展に参加。いろいろな背景からの人々の感情や思考の交換に興味があり、言語、美術、音楽、

様々なメディアを通してこの交換が可能だと思っている。

「この世界は本当に不思議な国だと思う。インスピレーションを受けられる美しい事と共に不思議で複雑

な面もあり。アートはこれらを表現できる。アートの表現と解釈は自由で幅広いので、だからこそ好き」

津田塾大学学芸学部英文学科卒業。

食品メーカーにて商品開発者としてマーケティング業務に携わり、新たに生み出し、世の中に仕掛け

る楽しさに目覚める。現在はイベント等を企画、実行する業務に従事する。

東京理科大学二部工学部建築学科卒業。

在学中に学外活動として、越後妻有トリエンナーレのボランティアスタッフを、また、根上陽子らと共に

イベント運営を経験する。卒業後、カスヤアーキテクツオフィスを経て、現在、アーキタイプ建築設計事

務所にて活動中。


