
第１〜１２回アジア・アーツマネジメント会議スピーカー一覧

回 名前 所属（当時） 肩書き（当時） 国/地域 都市 URL

1 第1回 金承美 ソウル芸術大学演劇科芸術経営専攻 教授 韓国 ソウル http://www.seoularts.ac.kr/

2 2007 大谷燠 NPO法人DANCE BOX 代表 日本 神戸 http://www.db-dancebox.org/

3 大阪 アムナ・クスモ Kelola Foundation 代表 インドネシア ジャカルタ http://www.kelola.or.id/

4 クラオマート・イプインソーイ About Art Related Activity Foundation 代表 タイ バンコク http://www.yipintsoi.com/~aara/

5 菅谷富夫 大阪市立近代美術館建設準備室 主任学芸員 日本 大阪 http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000009428.html

6 沈偉群 株式会社PRESS JAPAN シニアプロデューサー 中国 上海 http://www.cj-business.jp/publisher/pressjapn.html

7 田畑幸人 東京画廊/B.T.A.P. ディレクター 日本 東京 http://www.tokyo-gallery.com/

8 第2回 Low Kee Hong シンガポールビエンナーレ 事務局長 シンガポール シンガポール http://www.singaporebiennale.org/

9 2008 Quynh Pham Galerier Quynh 主宰 ベトナム ホーチミン http://www.galeriequynh.com/

10 大阪 Suying Weng 鳳甲美術館 エグゼクティブディレクター 台湾 台北 http://www.hong-gah.org.tw/

11 甲斐賢治 NPO法人remo 代表 日本 大阪 http://www.remo.or.jp/

12 中尾智路 福岡アジア美術館 学芸員 日本 福岡 http://faam.city.fukuoka.lg.jp/

13 宮地泰史 財団法人 河内長野市文化振興財団 日本 大阪 http://www.lovelyhall.com/index.cgi

14 夏季セミナー キム・ジャンオン キュレーター/ライター 韓国

15 高島知佐子 大阪市立大学大学院経営学研究科 後期博士課程 日本 大阪

16 マリア・シルバナ・ザパンタ・ババテ Neo-Angono Artists Collective Secretary フィリピン アンゴノ http://www.neo-angono.com/

17 第3回 伊藤裕夫 富山大学芸術文化学部 教授 日本 富山 http://www.tad.u-toyama.ac.jp/

18 2009 Lew Chee Seong Five Arts Centre Sdn Bhd ディレクター マレーシア クアラルンプール http://www.emuang.org/FiveArts/

19 大阪 Maria Silvana Zapanta-Babate Neo-Angono Artists Collective Secretary フィリピン アンゴノ http://www.neo-angono.com/

20 Suon Bun Rith Amrita Performing Arts Program Director カンボジア プノンペン http://amritaperformingarts.org/

21 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表/詩業家/闘う詩人 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/

22 遠藤水城 ARCUS Project ディレクター/キュレーター 日本 茨城 http://www.arcus-project.com/jp/

23 谷本裕 ザ・フェニックスホール 企画・事業担当 チーフマネジャー 日本 大阪 http://phoenixhall.jp/

24 樋口貞幸 NPO法人アートNPOリンク事務局
事務局長/フリーラン
ス・アートアドミニスト

日本 京都 http://arts-npo.org/

25 平田オリザ 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター/劇団「青年団」主宰 教授/主宰 日本 大阪 http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/

26 第4回 衛紀生 可児市文化創造センター 館長兼劇場総監督 日本 可児市 http://www.kpac.or.jp/

27 2010 Aye Ko New Zero Art Space 総括ディレクター ミャンマー http://www.newzeroartspace.com/



28 大阪 Dewa Brata スダマニ 芸術監督 インドネシア バリ http://www.cudamani.org/

29 John Holden 英国シティー大学/DEMOS 客員教授/アソシエイト イギリス ロンドン http://www.city.ac.uk/

30 Kunzang Dechen 政策コンサルタント ブータン

31 アサダワタル 築港ARC チーフディレクター 日本 大阪 http://www.webarc.jp/　'10/03事業終了

32 蛇谷りえ 築港ARC サブディレクター 日本 大阪 http://www.webarc.jp/　'10/03事業終了

33 井上美葉子 演劇制作者/プロデューサー 日本 大阪

34 中西美穂 NPO大阪アーツアポリア/うぱお(women's-performance-art-osaka) 代表/設立メンバー 日本 大阪 http://artsaporia.exblog.jp/

35 宮原一郎 前島アートセンター 日本 沖縄 http://maejimaac.net/　＊'11/05解散

36 第5回 Gridhiya Kaweewong Project 304 キューレーター タイ バンコク http://www.project304.info/

37 2011 Art Patavee アーティスト タイ バンコク

38 バンコク Kamol Phaosawadhi チュラロンコン大学 准教授 タイ バンコク http://www.chula.ac.th/

39 Chatvichai Promadhattavedi Bangkok Art and Culture Center ディレクター タイ バンコク http://www.bacc.or.th/

40 Thanes Wongyannava タマサート大学 准教授 タイ バンコク http://www.tu.ac.th/

41 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/

42 大谷燠 NPO法人DANCE BOX 代表 日本 神戸 http://www.db-dancebox.org/

43 甲斐賢治 せんだいメディアテーク企画・活動支援室/NPO法人remo 室長/理事 日本 仙台 http://www.smt.jp/

44 川井田祥子 大阪市立大学都市研究プラザ 特任講師 日本 大阪 http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/

45 寺浦薫 大阪府立現代美術センター 主任研究員 日本 大阪 http://www.osaka-art.jp/

46 樋口貞幸 NPO法人アートNPOリンク 事務局長 日本 京都 http://arts-npo.org/

48 第6回 Halim HD フリーランス・アートネットワーカー インドネシア ソロ

49 2012 Ong Hari Wahyu ニティプラヤン・アートセンター ディレクター インドネシア
ジョグジャ
カルタ

50 ジョグジャ
カルタ Timmy Hartadi フリーランス・アートマネージャー インドネシア

ジョグジャ
カルタ

51 Eko Nuryono フリーランス・アートマネージャー インドネシア
ジョグジャ
カルタ

52 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/

53 中西美穂 NPO大阪アーツアポリア アートプログラムディレクター 日本 大阪

54 森真理子 まいづるRB アートディレクター 日本 京都 http://maizuru-rb.jp/

55 岡部太郎 財団法人たんぽぽの家 企画担当 日本 奈良 http://popo.or.jp/

56 原田麻以 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/



57 林朋子 大阪市立大学都市研究プラザ 特任助教 日本 大阪 http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/

58 第７回 花村周寛 大阪府立大学21世紀科学研究機構 准教授 日本 大阪

59 2013 Singgih Kartono マグノ・デザイン社 社長 インドネシア ジョグジャカルタ http://magno-design.com/

60 大阪 津端幸江 ビッグイシュー基金 日本 大阪

61 Nimit Pipithkul セマタイ・マリオネット 代表 タイ バンコク http://www.semathai.com/index.php?lang_page=e

62 崔賢洙 ジャバルテ 代表 韓国 ソウル

63 播磨靖夫 財団法人たんぽぽの家 理事長 日本 奈良 http://popo.or.jp/

64 第８回 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪

65 2014 Jiradei & Pornpilai MeemalaiNongpoKIDdee 主宰 タイ

66 バンコク 雨森信 ブレーカープロジェクト／大阪市立大学都市研究プラザ 代表／特別研究員 日本 大阪

67 樋口貞幸 NPO法人アートNPOリンク 事務局長 日本 京都 http://arts-npo.org/

68 Nimit Pipithkul Monta Performingarts Company 代表 タイ バンコク

69 Pradit Prasartthong Bangkok Theatre Network 主宰 タイ バンコク

70 Anothai Nitibhon Princess Galyani Vadhana Institute of Music 副学部長 タイ バンコク

71 Narawan Pathomvat The Reading Room 代表 タイ バンコク

72 藤野一夫 神戸大学大学院国際文化研究科 教授 日本 神戸

73 Luckana Kunavichayanont Bangkok Art and Culture Center ディレクター タイ バンコク

74 平田オリザ 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター/劇団「青年団」主宰 教授/主宰 日本 大阪 http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/

75 第９回 中川真 大阪市立大学大学院文学研究科 教授 日本 大阪

76 2014 Janet Pillai ALEF & API シニアメンバー マレーシア
クアラルン
プール

77
クアラル
ンプール

藤野一夫 神戸大学大学院国際文化研究科 教授 日本 神戸

78 Yap Sau Bin マルチメディア大学 准教授 マレーシア
クアラルン
プール

79 雨森信 ブレーカープロジェクト／大阪市立大学文学研究科 代表／特任講師 日本 大阪

80 Vladimir Kreck 神戸大学大学院国際文化研究科 准教授 日本 神戸

81 Sayaka Abe, Shoko Usami, Shuko Ebihara アサヒ・アートフェスティバル アートマネジャー 日本 東京他

82 Lim How Ngean マレーシア
クアラルン
プール

83 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/



84 Pang Khee Teik マレーシア
クアラルン
プール

85 平田オリザ 東京藝術大学 教授 日本 東京

86 June Tan Five Arts Center ディレクター マレーシア
クアラルン
プール

87 Bilqis Hijjas MyDance Alliance マレーシア
クアラルン
プール

88 小島剛 Touch on Art Project 代表 日本 大阪 https://www.facebook.com/touchonart/

89 芦立さやか HAPS 代表 日本 京都 http://haps-kyoto.com

90 第10回 中川真 大阪市立大学大学院文学研究科 教授 日本 大阪

91 2016 Ma.	  Gloriosa	  Santos-‐Cabangon PETA フィリピン マニラ

92 マニラ 平田オリザ 東京藝術大学 教授 日本 東京

93 BS1 Back to Square Juan by 1x 代表 フィリピン マニラ

94 沼田理衣 神戸大学 研究員 日本 神戸 https://www.facebook.com/otoasobikobo/

95 J Pacena Bliss Market アーティスト フィリピン マニラ

96 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/

97 Sunita Mukhi デラサール大学ベニルデ校 副学部長 フィリピン マニラ

98 Gigo Alampay CANVAS 代表 フィリピン マニラ

99 遠藤水城 HAPS 代表理事 日本 京都

100 雨森信 ブレーカープロジェクト／大阪市立大学文学研究科 代表／特任講師 日本 大阪

101 中西美穂 大阪大学大学院／NPO法人アーツアポリア アートプログラムディレクター 日本 大阪

102 吉永朋樹 一般財団法人たんぽぽの家 日本 奈良

103 小島剛 Touch on Art Project （NPO法人Cobon） 代表 日本 大阪

104 Gerry Torres デラサール大学ベニルデ校 教員 フィリピン マニラ

105 Lara Rosario デラサール大学ベニルデ校 教員 フィリピン マニラ

106 Dindin Araneta デラサール大学ベニルデ校 教員 フィリピン マニラ

107 第11回 中川真 大阪市立大学大学院文学研究科 教授 日本 大阪

108 2016 Nathalie Johnston Myanm/art 代表 ミャンマー ヤンゴン

109 ヤンゴン Zon Cy アーティスト ミャンマー ヤンゴン

110 Vladimir Kreck 神戸大学大学院国際文化研究科 准教授 日本 神戸

111 Vorapoj Osathapiratana D jung Space 代表 タイ バンコク



112
Paritta-anong
Tawanwiwattanagul

Djung Space メンバー タイ バンコク

113 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/

114 Shin Daewe 映像作家 ミャンマー ヤンゴン

115 大谷燠 NPO法人DANCE BOX 代表 日本 神戸 http://www.db-dancebox.org/

116 Thila Min Art Traveler org 演劇 ミャンマー ヤンゴン

117 San San Oo アートセラピー ミャンマー ヤンゴン

118  Nyein Way 詩人 ミャンマー ヤンゴン

119 小島剛 Touch on Art Project （NPO法人Cobon） 代表 日本 大阪

120 Han Zaw PEN Myanmar／Art Plug ジャーナリスト／アーティスト ミャンマー ヤンゴン

121 新見永治 Parlwr 設立者 日本 名古屋 http://www.parlwr.net
122 平田オリザ 東京藝術大学 教授 日本 東京

123 第12回 中川真 大阪市立大学都市研究プラザ 特任教授 日本 大阪

124 2017 藤野一夫 神戸大学大学院国際文化研究科 教授 日本 神戸

125 那覇 上田假奈代 NPO法人こえとことばとこころの部屋 [cocoroom] 代表 日本 大阪 http://www.cocoroom.org/

126 犬塚拓一郎 一般社団法人スピンドル 代表 日本 那覇

127 大谷燠 NPO法人DANCE BOX 代表 日本 神戸 http://www.db-dancebox.org/

128 柿塚拓真 公益財団法人日本センチュリー交響楽団 事務局マネージャー 日本 豊中

129 谷本裕 沖縄県立芸術大学音楽学部 教授 日本 那覇

130 宮城潤 NPO法人地域サポートわかさ 理事 日本 那覇

131 喜屋武盛也 沖縄県立芸術大学美術工芸学部 准教授 日本 那覇

132 樋口貞幸 大阪市立大学都市研究プラザ 特別研究員 日本 那覇

133 平田オリザ 大阪大学 特任教授 日本 豊岡


