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2011年、オーストラリアの国内外で活躍する
インディペンデントキュレーター、ザラ・スタン
ホープとの協働のもと、横浜・象の鼻テラスが
推進する「ポート・ジャーニー・プロジェクト」の
最初の交流パートナー都市としてメルボルン
市が選ばれました。
多数のアーティストランスペースを持ち、今後
も再開発を予定される中心街やドッグヤード
地区などを備えた港湾大都市としてのメルボ
ルンは、クリエイティブの力を街に活かそうと
取り組みを進めているという意味で、理想的な 
パートナーと評価されました。
プロジェクトの実践にあたってパートナー施設と
なったのは、メルボルン市の助成により市の中
心街に移転してきたばかりのウェストスペース 
でした。過去約20年の間に、ウェストスペース 
はメルボルン市内では最大規模のコンテンポ
ラリーアート団体に発展してきました。その
間、1800名以上のアーティストの展示、国際
規模のものも含めた数々のプロジェクトを複
数の会場にて展示しています。
このプロジェクトを通じて生まれた交流や活動
がそれぞれの街の発展に寄与し、両国、両都市
間に新しい友好関係が構築され、ますます発展
していくことを大変嬉しく思っています。

ダニー・レイシー
ウェストスペース　ディレクター

メルボルン市は、三カ年芸術助成事業を通じて
誇りをもってウェストスペースとその関連活動
を支援します。

In 2011 international independent cura-
tor Zara Stanhope formed a cooperative 
relationship to participate with ZOU-NO-
HANA Terrace in choosing Melbourne as 
the first partner city in the project of 
PORT JOURNEYS. 
Melbourne, with its dynamic artist-run 
scene and renewed urban planning 
across the CBD (Central Business Dis-
trict) and Docklands precinct, was seen 
as a good example of a large port city 
that was incorporating creativity as part 
of its urban revitalization.
West Space, which had recently relocated 
into the heart of the city with assistance 
from the City of Melbourne, became a 
partner liaison for the project. Over the 
last twenty years, West Space has de-
veloped into one of the leading contem-
porary art organizations located within 
the City of Melbourne. West Space has 
exhibited the work of over 1800 artists 
across multiple project spaces, including 
a number of international exhibitions.
We are excited by the interaction and 
activities that PORT JOURNEYS offers 
for the development of our respective 
cultural environments, and that both 
cities and the countries they represent 
build and advance new networks and 
relationships.

Danny Lacy
Director of West Space

The City of Melbourne is proud to support 
West Space and their associated activi-
ties via the Triennial Arts Grant Program.

GREETING
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RISA SATO
SPACESHIP 'KARI-NUI'
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「ポート・ジャーニー・プロジェクト  メルボルン ⇆  
横浜」は、同「横浜 ⇆ メルボルン」の開催と同時 
に検討を開始しました。
横浜からメルボルンに派遣するアーティストの
決定は、主にキュレーターのザラ・スタンホープ
とコーディネーターの進藤詩子（アーティスト）、 
そして象の鼻テラスチームの間で行われまし
た。スタンホープから横浜発のアーティストへ
のもっとも強い要望は、街にとって、あるいは、 
公共空間にとってより試験的であり、いかにチャ 
レンジングであるか、ということでした。この
要望は、ポート・ジャーニー・プロジェクトがまち
づくりの一環として行われていることの延長に
もあり、またその類のプログラムがメルボルン 
でも好意的に受け入れられるというお互いの
実利に基づき、選考は横浜在住のアーティスト
たちのリストを見ながら進められました。
その上で、久しく横浜のハンマーヘッドスタジ
オに身を置き、象の鼻テラスにとっては長い付
き合いともなるさとうりさに決定したのは必然
でもありました。彼女は2005年には愛・地球博
で大規模な彫刻作品を制作し、何度も海外で
のレジデンスプログラムに参加した実績を持
ち、公共と作品の関係性を客観的な目線で紡
ぐ作品性から、このプロジェクトに好適な人材
でした。
彼女に決定してから、新しくウェストスペース
のディレクターに着任したばかりのダニー・ 
レイシー、インターンのロジーナ・プレスティア 
を加え、主にスカイプ会議を通じてプログラ
ムは具体化しました。コンセプトから始まり、 
ドローイング、実験を経た《宇宙船“かりぬい”》 
は、極めて抽象化された形ながら、どこかに 
懐かしさと親しみを湛え、スタッフを魅了しま
した。
2013年5月、メルボルンに降り立ったのち、展
示室にはほとんどいなかった本作品は、期間中
12日間、メルボルンの街へ旅に出、多くの人や
風景と交流をして発展していきました。

Initiation of discussion for PORT JOURNEY Melbourne ⇄  
Yokohama coincided with the opening of PORT JOURNEY  
Yokohama ⇄ Melbourne.
Decisions for which artist should be sent to Melbourne from  
Yokohama were discussed chiefly among curator Zara Stanhope,  
coordinator Utako Shindo (artist), and ZOU-NO-HANA Terrace 
team. Stanhope was most insistent that the Yokohama-based 
artist be an experimentalist and challenger when faced with the 
town as public space. This request was actually a direct exten-
sion of the ongoing PORT JOURNEYS town planning project. 
Screening began with a list of resident Yokohama artists in hand,  
keeping in mind how such a program might be welcomed in 
Melbourne, while also practical for both parties.
It was thus almost inevitable that Risa Sato, who had long been 
established at Hammer-head Studio in Yokohama and a long- 
time friend of ZOU-NO-HANA Terrace, be chosen. Sato had produced  
a large-scale sculpture for the Expo 2005 in Aichi, and partici- 
pated in overseas residency programs a number of times. Her 
work demonstrates her aptitude for weaving together objectively  
the connectivity between artwork and the public environment 
in which it is placed. All things considered, she was the perfect 
choice for this project.
After Sato was chosen for the project, Skype meetings were held 
with West Space’s newly appointed director Danny Lacy and 
intern Rosina Prestia to solidify the program itself. Spaceship 
‘Kari-nui’ was thus conceived, drawn up, and experimented with.  

While being an extremely abstract image, it also overflowed  
with a sense of something at once both nostalgic and familiar, 
even enchanting the staff.
From the moment of its arrival in Melbourne, ‘Kari-nui’ was 
almost never seen in the exhibition space, but for twelve days 
journeyed around the town of Melbourne where many people 
intermingled and grew with it.

* ‘Kari-nui’ means ‘fitting;’ literary ‘kari’ means ‘makeshift,’ while ‘nui’ means  
‘stiching.’ The title thus indicates the sense of forever makeshift, forever in process: 

the endless possibilities of revision.

OVERVIEW

All Spaceship Photos: Risa Sato



98

屋外こもり

作品を屋外へ持ち出して撮影をしたり、屋外設
置の作品を制作したり。そういったことをなん
だか10年以上もやっている。
「どうして外がいいの?」と聞かれても、端的
に言い表わす言葉がまだ見つかっていない。
外の世界は常に全てが関係し合い、完璧に思
う。天候が在り、外気が在り、自然があり、人々
が在り、あらゆる感情が渦巻いている。
それらを変えようとか、ひっくり返そうという 
野望は皆無で、ただただその渦に飛び込みた
いのだ。
もしかすると、飛び込んだ渦に巻き込まれ、流
されてしまいたい願望があるのかもしれない。
制作中も、作品が壊れたり誰にも気付いてもら
えないことを想定し、何が起きても動揺しない
心を準備してきた。
ということは、10年以上のあいだ負かされるこ
とを妄想しながら制作し続けてきたということ
になる。
これがアートかどうかは他の誰かが決めること
で、私はおかまいなしにこれからも負かされに
外へ出るのだろう。
外の世界と自分の作品が対峙する、ほんの一
瞬を夢見て。
Spaceship 'Kari-nui'  は横浜でも撮影を予定し 
ている。
もし外で撮影中の私を見つけたら、届かない
声で声をかけてもらえますか。
「今日はまだ負けてないよ」と。

さとうりさ 

1972年東京生まれ。作品を用いたパフォーマンス「りさ・ 
キャンペーン」を国内外で実施、独特のコミュニケーション
手法で注目される。作品制作のほか絵本制作、教育番組 
のアートディレクターなど活動は多岐に渡る。主な屋外作
品に 「Player alien」 （長野県川上村/2005）、「Four」（大阪 
府豊中市/2008）、「かげもしゃ」（千葉県柏市/2010）「メダ 
ムK」（黄金町バザール/2011）、「こはち古墳（1:17）」（ヴァ
ンジ彫刻庭園美術館/2012）など。 www.risacan.com

ポート・ジャーニー ・ プロジェクト  メルボルン ⇄ 横浜
さとうりさ個展「宇宙船“かりぬい”」 開催概要

開催期間 : 2013年5月17日（金）– 6月8日（土） 
さとうりさ滞在期間 : 2012年5月13日（月）– 5月30日（木） 
会場 : ウェストスペース 
主催 : ウェストスペース 
協力 : 象の鼻テラス 
プロジェクトキュレーター : ザラ・スタンホープ 
（インディペンデントキュレーター）、  
ダニー ・ レイシー（ウェストスペースディレクター）
コーディネーター : 進藤詩子（アーティスト）
プロジェクトインターン : ロジーナ・プレスティア

PORT JOURNEY MELBOURNE ⇄ YOKOHAMA　 
RISA SATO SOLO EXHIBITION 
SPACESHIP 'KARI-NUI'

Duration: 2013/5/17 FRI–6/8 SAT
Work in Progress: 5/13 MON–5/30 THU
Venue: West Space
Organized by West Space
In association with ZOU-NO-HANA Terrace
Project Curator: Zara Stanhope (Independent Curator) 
& Danny Lacy (Director of West Space)
Coordinator: Utako Shindo (Artist)
Project Intern: Rosina Prestia

関連プログラム

1. モーニングプレゼンテーション 
開催日 : 2013年5月17日（金）10:00～12:00
会場 : ウェストスペース
登壇者 : 岡田勉（象の鼻テラス　アートディレクター）
大田佳栄（スパイラル  キュレーター）

2. かりぬいツアー in メルボルン
実施行程 : 
5月15日 北メルボルン
 ウェストスペーススタッフ自宅庭）
5月17日 TCB Art Inc. 
5月20日 フリンダーズストリート駅裏手
5月21日  メルボルン大学ビクトリアン ・ カレッジ ・ オブ ・ 

ジ・アーツ学部／王立植物園
5月22日 ブレンダー ・ スタジオ／ロイヤルパーク付近
5月23日 モナッシュ大学
5月25日 バス ・ プロジェクツ前
5月26日 クッキー（ルーフトップバー）
5月27日 ドロマナ海岸
5月29日 メルボルン郊外マルドン近郊の牧場

象の鼻テラスでの帰国展
開催日時 : 2013年8月9日（金）– 9月4日（水）
会場 : 象の鼻テラス
主催 : 象の鼻テラス
協力 : ウェストスペース、 
横浜大さん橋国際客船ターミナル、SKYテラス
企画・制作 : スパイラル／株式会社ワコールアートセンター

RELATED PROGRAMS

1. MORNING PRESENTATION
Date: 2013/5/17FRI 10:00–12:00
Venue: West Space
Speakers: Tsutomu Okada (Art Director of ZOU-NO-
HANA Terrace), Yoshie Ota (Curator of Spiral)

2. 'KARI-NUI' TOUR IN MELBOURNE
Date and location:
5/15 North Melbourne
5/17 TCB Art Inc.
5/20 Behind the Flinders Street Station
5/21  Faculty of Victorian College of the Arts (The Uni-

versity of Melbourne), Royal Botanic Gardens
5/22  The Blender Studios, The ground nearby Royal Park
5/23 Monash University (Caulfield campus) 
5/25 BUS Projects
5/26 Cookie/roof top bar
5/27 Dromana beach
5/29 The farm nearby Maldon

RETURN EXHIBITION AT ZOU-NO-HANA TERRACE
Duration: 2013/8/9 FRI–9/4 WED
Venue: ZOU-NO-HANA Terrace
Organized by ZOU-NO-HANA Terrace
In cooperation with West Space, OSANBASHI YOKOHAMA  
INTERNATIONAL PASSENGER TERMINAL, SKY TERRACE
Planned and Produced by Spiral / Wacoal Art Center

ARTIST NOTEPROGRAMS SHUTTING MYSELF UP OUTSIDE

Somehow for more than ten years, I've 
taken my work outside and photographed 
it, and created other works as outdoor 
installations. When someone asks me 
why I like to do things outside, I still can't 
quite find the words to explain. 
In the outside world, everything seems 
to be connected and complete. There is 
weather, fresh air, nature, and people, 
and all sorts of emotions are whirling 
around. I have no ambition to change or 
try to overturn these things; I just want 
to dive into the whirlpool. It might be that 
after jumping in, I'm hoping to be carried 
away in the current.
I assume that no one will notice if my 
work gets broken while I'm making it, and 
I'm mentally prepared for whatever hap-
pens. Which is to say that while continu-
ally fantasizing that I might be defeated 
for the last ten years, I've managed to 
keep making my work. Whether what I'm 
doing is art or not is for someone else to 
decide. I'll keep going outside regardless, 
without any cares at all. Seeing my work 
come face to face with the outside world 
is like a momentary dream for me.
Spaceship 'Kari-nui' is scheduled to be 
shot in Yokohama. If you see me outside 
shooting, please say hello, but in a voice 
that doesn't quite carry. Just say, “She 
still hasn't been defeated yet.”

Risa Sato 

Born in Tokyo 1972. Risa Sato carries the ‘Risa Campaign’  
project both nationally and internationally, where she  
wanders around in towns together with her own artwork.  
The way she communicates with people is so unique 
that her works also appears as large-scaled sculptural/ 
public artworks. Her works and projects includes; 
‘Player alien’ in Nagano (2005), ‘Four’ Osaka City 

(2008), ‘Kagemosha’ Kashiwa City (2010), ‘Medam K’ 
Koganecho Bazaar (2011), ‘Kohachi tumulus (1:17)’ 
Vangi Sculpture Garden Museum (2012).
www.risacan.com



10 11

メルボルンの街に出現する
《宇宙船“かりぬい”》

象の鼻テラスの協力で、日本のアーティスト、
さとうりささんが2013年5月－6月、メルボル
ンのウェストスペースで宇宙船“かりぬい”を
披露した。ウェストスペース奥のギャラリーを
彼女のワーキングスタジオとして、メルボルン
で宇宙船を制作する、というコンセプトに関連
した図面、絵、彫刻などの研究や背景資料を展
示した。
2週間半の滞在中、さとうさんはプロジェクト
インターンであるロジーナ・プレスティア率
いるウェストスペースのボランティア達と共
に彼女の制作した宇宙船を公共空間に持ち出
した。メルボルンの様々な公共の場に現れる 
宇宙船は、都市環境の中で抽象的な形をして
いた。巨大な楕円形のその船は、柔らかさと流
動性で碁盤目状の都市構造を壊し、ある時は
10分間だけ、またある時は2時間にわたって設
置される。ウェストスペースを公共の場として
押し広げようとする大がかりなプロジェクトと
なった。
5月、さとうさんのメルボルン到着に先立ち、 
ロジーナと私はたくさんの公共空間とプライ
ベートなロケーションを調査した。メルボルン
特有の様々なロケーションに宇宙船を置き、
私たちの町の本質を捉えようとしたのだ。その 
一方で宇宙船を膨らませるための電力をどう
するか、またこの「一時的な構造物」を公共の
場に設置するため、許可が必要かどうかなど現
実的な問題についても考えなければならなか
った。場所によってはこの大規模な物体を置く
ことに制約もあるからだ。
明るく描かれたストリートアート、ひっそりと隠
れるように点在するバーやカフェ、そんなメル
ボルンの象徴的な横丁は当然その場所として
ふさわしい。私たちが足を運んだ最もユニーク
なロケーションのひとつは町中を見渡せる屋
上バーである。また、さとうさんはオーストラリ
アの伝統的な景色の中に宇宙船を置くため町
を出てビーチや内陸の農場にも足を運んだ。
私たちが２つの美術学校、モナッシュ大学とメ
ルボルン大学ビクトリアン・カレッジ・オブ・ジ・
アーツに訪れたとき、生徒達は宇宙船に直接触
れ、制作者のさとうさんとプロジェクトの背景
にある彼女の考えについて話し合うこともで
きた。宇宙船の中で時を過ごした生徒たちのそ
れまでとは違った視点に出会えたことは素晴ら
しいことであった。

現地で経験を分かち合うことで宇宙船は横浜
とメルボルンをつなぐ。横浜でデザインされ、
制作された宇宙船がメルボルンに着陸し、プロ
ジェクトについて話し合ったり、作品の背景に
あるアイディアを述べ合うことは異文化の交流
を生んだ。ウェストスペースが象の鼻テラスと
協力して現在進行中のポート・ジャーニー・プロ
ジェクトやさとうりさ作品に取り組むことがで
きることに私達は興奮した。
ウェストスペースのディレクターとして、さと
うさんのような国際的なアーティストと共に活
動する機会を得て、自分達の町を一緒に味わ
えたことは新鮮であった。さとうさんとともに
過ごし、一緒にメルボルンを探索し、それぞれ
のバックグラウンドについて話し合えたことは
本当に楽しい経験だ。来る日も来る日もメル
ボルンの町に宇宙船が着陸するのを見ること
は本当にワクワクすることで、町を行く見知ら
ぬ人達とたくさんの会話が生まれた。宇宙船は
奇異にも見える物体だが、人々が関わってみ
たくなるには十分親しみの感じられるもので、
この企画の目的も理解されていることが好ま
しかった。さとうさんがメルボルンという町で、
多様な幅広い人々と関わることができたとい
うことが、まさにこのプロジェクトの成功なの
である。

ダニー・レイシー   
ウェストスペース  ディレクター

–SUDDENLY APPEARED IN OUR LIFE–
RISA SATO: SPACESHIP 'KARI-NUI'

In partnership with ZOU-NO-HANA Terrace,  
Japanese artist Risa Sato presented 
'Kari-nui' at West Space in Melbourne in  
May-June 2013. The back gallery of West 
Space was used as a working studio space  
for Risa, and displayed research and 
background material including drawings, 
paintings, and sculptures relating to the 
concept of building an inflatable space-
ship in Melbourne. 
Risa undertook a two-and-a-half week 
residency in Melbourne, and during this 
time, along with a team of West Space 
volunteers led by project intern Rosina 
Prestia, took her constructed inflatable 
spaceship out into the public realm. 
Appearing in different public locations 
across Melbourne, the spaceship was an 
abstract shape in the urban environment.  
With its large size and oval shape, it 
punctured the grid of the city’s architec-
ture with its softness and temporality. 
Sometimes it was only set up for ten min-
utes, other times for two hours. It was a  
great project to be involved with and gave  
West Space the opportunity to expand  
out into the public realm.  
Prior to Risa arriving in Melbourne in May, 
Rosina and I scoped out many public and  
private locations. We wanted to situate the  
spaceship in a range of locations across 
the city that were unique to Melbourne  
and to try and capture the essence of our  
city. We also had to keep in mind practical  
matters such as how to source electricity 
to inflate the spaceship and whether or 
not we needed council permits to set this 
“temporary structure'” up in a public 
space. Also the sheer size of the object 
placed some limitations on certain  
locations.
Melbourne's iconic laneways with their 
brightly painted street art and hidden 
bars and cafes were an obvious choice. 
One of the most unique locations we vis-
ited was a rooftop bar, which had amaz-
ing views out across the city. Risa also 
had two small excursions out of the city, 
one to the beach and the other inland to a 

farm to situate the spaceship within a  
very traditional Australian landscape. 
We visited two art schools, Monash 
University and the Victorian College of 
the Arts, and the students were able to 
interact with the spaceship and discuss 
Risa's ideas about this project. It was 
great to see the students spending time 
inside the spaceship and the different 
perspective this gave them.
The spaceship connected Yokohama and 
Melbourne by bringing together a shared 
experience. The spaceship, designed and  
constructed in Yokohama, landed in Mel- 
bourne and allowed cross- cultural engage- 
ment through discussions about the 
project and shared ideas related to the 
artwork. West Space was excited to be 
able to work in partnership with ZOU-
NO-HANA Terrace on this iteration of the 
ongoing PORT JOURNEYS project and to 
present Risa's work in Melbourne.
As the director of West Space, it was re- 
freshing to have the opportunity to work  
with an international artist like Risa Sato, 
and to take time out of my busy schedule  
to share my city. I really enjoyed spending  
time with Risa and exploring Melbourne 
together and discussing our different 
backgrounds. Seeing the “spaceship” 
land in Melbourne day after day was re-
ally exciting and it led to many conver-
sations with strangers on the street. I 
liked that the spaceship was an unusual 
object, but familiar enough for people to 
want to engage with it and understand 
its purpose. That Risa was able to engage 
with such a diverse range of people 
within the city of Melbourne was the 
project's real success.

Danny Lacy 
Director of West Space

DIRECTORS NOTE
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ポートジャーニー「ズ」とアート
 
「ジャーニー」という言葉で思い浮かべるのは、 
長い時間をかけて移動し続ける誰かの姿だ。
旅行ではなく「旅」という言葉のニュアンスに
近い。そこには大なり小なりの夢があり、期待
と不安の入り交じった道行きが待っている。未
知に踏み入る勇気と固定観念に縛られない気
持ちが求められる旅人は、アーティストとして
活動する自分自身が目指す姿に似ている。
今回のプロジェクトに関わるようになって、横
浜の50年先を見据えた湾岸都市構想の実現に
文化芸術が活かされるというシナリオを知っ
た。そこでは人や物が活発に交流する世界の 
「ポート」と横浜を繋げ、創造的活動と多様性
を育むという長期的な夢が、複数形の「ジャー
ニーズ」に託されている。それからの活動を 
コーディネーターとして振り返ると、行政が牽
引する夢ではなく、「Journey」に「s」が付い 
たこと、つまりそこに生きる人の数だけある様
々な「ジャーニー」が交差し重なり合うことこ
そを、プロジェクトの原動力として捉え直せる
のではないかと考えた。都市を点で結ぶネット
ワークというより、複数のシナリオが織り成す
メッシュワークとして捉えることで、「ポート・
ジャーニー・プロジェクト」はより柔軟で自律的
なシステムとして機能し始めるかもしれない。
時代や都市が滅びても数千年後に発見され、
新たな目的と解釈を提供する「art=技」として
再生する芸術は、同様の自律性を備えている。
「アート」は別のシステムに組み込まれて活用
されずとも、自ら仕組みを作り出す技であり得
る。それを生み出すことが、アーティストとし
ての私の「ジャーニー」かもしれない。
 
進藤詩子
アーティスト

PORT JOURNEY ”S” AND ART

The word “journey” conjures up an im-
age of someone traveling on over a long 
period of time. A “journey” is not the 
same as a “trip.” Be that large or small, 
it holds a dream; a road ahead mixed with 
expectation as well as fears. The traveler, 
of whom is required the courage to step 
out into the unknown and a willingness to 
step out of convention, is not unlike what 
I envision for myself in my activities as 
an artist.
Through my involvement with this project,  
I came to know of the scenario that the 
city of Yokohama has envisioned for a 
seaside city 50 years in the future, one in 
which culture and the arts become a core 
part of the landscape. In that scenario 
are entrusted multiple journeys in which 
Yokohama is linked with other ports of 
the world where lively interaction among 
people and things take place; as long-
term dreams in which creative activities 
and diversity can be nurtured. When, as 
a coordinator, looking back on what has 
been accomplished, I imagine that we 
may be able to reconsider the driving 
force of the project as not a dream mere-
ly drawn by administrators, but rather as 
not one but many journeys; numbered 
by the people whose lives intersect and 
overlap therein. PORT JOURNEYS may 
begin to function as a more flexible and 
autonomous system by considering it-
self in the form of a meshwork of multiple 
scenarios, rather than as a network of 
points connecting cities with cities.
Although eras and cities may pass into 
oblivion to be rediscovered thousands of 
years later, their arts as technique have 
a similar quality of autonomy in that they 
can revive themselves through new pur-
pose or reinterpretation. An art can exist 
and form its own system without having 
to be incorporated into another scheme. 
Perhaps my “journey” as an artist is to 
bring forth such an art.

Utako Shindo
Artist
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ABOUT 
WEST SPACE

West Space is a non-profit artist-led 
organization supporting the activities  
of artists within a critical context. West  
Space programming foregrounds engaged  
artistic practice which is challenging, ex- 
perimental, exploratory, and diverse.
Founded in 1993 by artists Brett Jones and  
Sarah Stubbs, West Space has developed 
a unique identity amongst Australian arts 
organizations. This reputation has been 
forged through a sustained belief in the 
importance of artist-run initiatives to 
practitioners, audiences and the art 
industry. As an organization that is run 
by artists it is fully engaged with the 
multiplicity of practices that artists em-
brace. Importantly, West Space acts as 
a working model that gives artists direct 
control over the means and conditions of 
presenting their work to the public. While 
many artists exhibiting at West Space 

ウェストスペースは、アートを批判精神をもっ
て多角的にとらえ、アーティストの活動を支援
する、アーティスト主体の非営利団体であり、
意欲的・実験的・探求的な多様な企画を実践し
ています。
アーティストであるブレット・ジョーンズと 
サラ・スタッブスによる1993年の設立以来、豪
州のアート団体の中でも、独自の個性を育ん
できました。アートの実践者、観客、アート産業
にとって、アーティスト主導の企画・運営が重要
であることへの信頼が、このような評価を築き
上げてきました。アーティストが運営する団体
だからこそ、ウェストスペースはアーティスト
たちが関わり得る範囲の活動支援に全力を投
じています。
アーティストたちが作品を公表する際、彼らが
直接その手段や条件をコントロールできるよ
うな役割を果たしていることも大きな特徴の

一つです。ウェストスペースを展示会場として
利用するアーティストの多くは若年層か新人
ですが、アーティスト主体のアートスペースだ
からこそ提供できる生きた対話の場や芸術的
な自由を求めて、積極的に選ぶキャリア・アー
ティストも少なくありません。
運営は必要最低限のスタッフによってなされ、
主にアーティストによって構成される理事会へ
の報告を行っています。また、非営利団体とし
て登録され、課税控除の対象機関になってい
ます。
ウェストスペースは、芸術基金および諮問機
関であるオーストラリア・カウンシルを通じて 
オーストラリア政府、アーツ・ビクトリアを通じ
てビクトリア州政府、そしてメルボルン市芸術
文化部より後援を得ています。
また、豪州CAOs(コンテンポラリー・アート団
体のネットワーク)に加入しています。

Photo: Matthew Stanton

WEST SPACE ADDRESS: 
Level 1, 225 Bourke Street 
Melbourne, Vic, 3000 
Australia 

Contact: 
Tel +61 3 9662 3297
www.westspace.org.au

are young or emerging, there is also a 
significant number of established artists 
that actively choose to exhibit at Artist 
Run Spaces like West Space because of 
the dynamic communication and artistic 
freedom that they offer.
West Space has a minimal staffing  
structure who report to a Board, made up  
of a majority of artists. West Space is 
registered as a not for profit organization  
and a tax deductible gift recipient. West 
Space is generously assisted by: the Aus-
tralian Government through the Australia  
Council, its arts funding and advisory 
body; the Victorian Government through 
Arts Victoria; and the City of Melbourne, 
through their Arts and Culture depart-
ment, their Triennial Arts Grant Program.
West Space is a member of CAOs,  
Contemporary Art Organizations  
Australia network.
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ポート・ジャーニー・プロジェクト  メルボルン  スタッフリスト
ウェストスペーススタッフ
ディレクター ： ダニー・レイシー
プログラムキュレーター ： ケリー・フリードナー
ギャラリーマネージャー ： クリスティーナ・アポストリディス
プロジェクトコーディネーター ： ローワン・マクナウト
プロジェクトインターンスタッフ ： ロジーナ・プレスティア
メディア&マーケティングインターン ： タムセン・ホプキンソン
国際訪問プログラムインターン ： ラウラ・クーティ

ポート・ジャーニー・プロジェクト  キュレーター ： ザラ・スタン
ホープ

PORT JOURNEYS MELBOURNE STAFF DIRECTORY
West Space Staff
Director: Danny Lacy
Program Curator: Kelly Fliedner
Gallery Manager: Christina Apostolidis
Project Coordinator: Rowan McNaught
Special Projects Intern: Rosina Prestia
Media & Marketing Intern: Tamsen Hopkinson
International Visitors Program Intern: Laura Couttie

PORT JOURNEYS Curator/Director: Zara Stanhope

宇宙船の着地点を探して

りささんとその宇宙船をメルボルンの街に持ち出し、風景
の一部にするというチャレンジとその経験は私にとって実
に貴重なものになりました。
さとうりささんは、その宇宙船という彫刻物を通して「空
間」「場」「変遷」のそれぞれの感覚をうまく表現したのだと 
思います。今も時々彼女の作品とのふれ合いについての
ユニークな感想を聞かされます。彼女の存在と企画の参
加、また日本からの物理的な移動そのものは、このように
国境を跨いだコンテンポラリー・アートを製作し、展示する
という行為においては必須と言えます。私はさとうりささ
んと進藤詩子さんから大きな激励を受けており、また彼女
たちとの対話が大変に価値のあるものだったので、是非と
も今後も関係を続けたいと思っています。
進藤さんはアートの世界の中で、ギャラリーや芸術機関と
アーティストや作品を繋げる働きを、アーティストが担うこ
との重要性を示してくれたという意味で、私にとって見習
うべき存在になりました。 アート団体同士が協力して一つ
の共同体を成すプロセスをこの目で見られたことは本当に
忘れられません。象の鼻テラス、スパイラル、ギャラリーの
Dark Horse Experiment、独立アート集団のBus Projects、 
Roof Top projects、 アートスペースのTCB、モナッシュ大学、 
メルボルン大学ビクトリアン・カレッジ・オブ・ジ・アーツ学部、
ならびにウェストスペースの皆様のご参加とご支援を頂け
たことに感謝しています。
私が関わったパブリック・アートの企画の第一号として、 
ポート・ジャーニー・プロジェクトでの任命を頂けたことは 
光栄であり、とても幸運な出会いになったと思います。

ロジーナ ・ プレスティア
ウェストスペース  プロジェクトインターンスタッフ

FINDING LANDING GROUNDS  
FOR RISA SATO’S SPACESHIP.
 
Placing and framing Risa’s spaceship in the Melbourne 
landscape has been a challenge and experience I value.
Risa Sato successfully translated a sense of space, place  
and transition through her spaceship sculpture. I still 
receive feedback from people’s unique interactions 
with Risa's project. Risa's presence, participation and  
physical journey with the object is integral and reflec- 
tive on the conditions of making and presenting con- 
temporary art in an international landscape. I have 
been very inspired by Risa Sato and Utako Shindo, their  
dialogue with me is very valuable and I hope to continue  
it. Utako has had a very inspiring role for me as she as  
an artist highlights the importance of working in the 
space of the artworld that connects the gallery and 
institution to the artist and their artwork. It has been  
amazing to whiteness how art organizations pull together  
to form community. I am very thankful for the 
participation and support from everyone at ZOU-NO-
HANA Terrace, Spiral, the Dark Horse Experiment, Bus 
Projects, Roof Top projects, TCB, Monash University, 
Victorian College of Fine Arts and West Space.
I feel very lucky to have been given a role in PORT JOUR- 
NEYS. It is the first public art program that I have been 
involved with.

Rosina Prestia   
Special Project Intern of West Space

STAFF NOTE


