
 

 

ASIALINK ARTS

Asialink, based at the University of Melbourne is Australia’s leading centre 
for the promoti on of public understanding of Asia and of Australia’s role in 
the Asian region. The role of Asialink Arts is to encourage dialogue and develop 
opportuniti es for cultural exchange and engagement between Australia and 
Asia based on the principles of partnership, collaborati on and reciprocity.

To meet the challenge of the ‘Asian Century’ the three strategic prioriti es 
of Asialink Arts are to:

• prepare the ‘next generati on’ of arts leaders to develop the skills, knowledge, 
networks and experience to work eff ecti vely and with confi dence in Asia;

• develop, test and communicate new models and platf orms for creati ve program 
delivery to positi on Australia as a key cultural partner within the region;

• contribute to the development of an intellectually rigorous Australian 
internati onal cultural policy that encompasses cultural diplomacy, market 
development and creati ve development.

The purpose of this publicati on is to provide an overview of the outcomes 
and achievements of Asialink Arts for 2011-2012 through its four core programs: 
Exhibiti on Touring, Arts Residencies, Writi ng Exchanges and Utopia. In additi on 
to these programs, Asialink also plays a key advocacy role for promoti ng policy 
and debate about cultural engagement with Asia. Over the last twelve months we 
have argued strongly for the proposed new Nati onal Cultural Policy to leverage the 
impetus of the White Paper on Australia in the Asia Century to prioriti se cultural 
engagement with Asia as a major policy priority. 

Asialink Arts would not be able to deliver its programs without its many 
government and philanthropic partners that provide funding and other support. 
In parti cular, I would like to acknowledge our principal partners: the University of 
Melbourne, The Australia Council for the Arts, the Department of Foreign Aff airs 
and Trade and Arts Victoria in additi on to our many other partners 
in both Australia and Asia.

Lesley Alway, Director Asialink Arts

アジアリンクは、メルボルン大学を拠点として、アジア地域におけるオーストラリアの役割やア

ジアに関する市民の理解促進を先導するオーストラリアの機関です。アジアリンク・アーツの

役割は、協力、恊働、互恵を基盤として豪州・アジア間の対話を促進し、文化交流や文化的

取り組みの機会を発展させることです。

「アジアの世紀」の挑戦に対するアジアリンクの優先的な方針として以下三項目が

挙げられます。

• 「次世代」の芸術界のリーダーを養成するに当たって、アジアで自信を持って、

活躍出来るよう、技術、知識、人脈、経験の育成をすること。

• オーストラリアを、アジア圏内の主要文化パートナーとして位置づけるため、創造

的プログラム運用の新たなるモデルやプラットフォームを試行し、伝達すること。

• オーストラリアの文化外交、市場開発、創作的な発展を包括する、洗練された国

際文化方策の構築に貢献すること。

この報告書では2011年から2012年にかけてのアジアリンク・アーツの4つの中核

事業である、展覧会の巡回、アート・レジデンシー、文芸交流、そしてUTOPIAの

成果の概観を提示します。これらのプログラムに加え、アジアリンクはアジアとの文

化的な関わりについての議論や政策の提言活動においても重要な役割を果たし

ています 。当団体は、この十二ヶ月間をかけて提起されている、アジアの世紀に

向けてのアジアとの文化的取り組みを政策的に優先させた、オーストラリアの新た

な文化方針を積極的に推進しました。

アジアリンク・アーツの活動は政府や財団からの資金援助や他の形での支援に

よって実現されています。特に、メルボルン大学、オーストラリア・カウンシル・フォ

ー・ジ・アーツ、オーストラリア外務貿易省、アーツ・ビクトリア及び、オーストラリア、

アジアにおける多数のパートナーに対して多大なる感謝の念を申し上げます。

アジアリンク・アーツ　ディレクター

レズリー　オルウェイ

Residency Program
Since 1991, the Asialink Arts Residency Program has developed 
into the largest internati onal residency program in Australia. 
The program enables Australian arti sts and arts managers working 
across artf orms to parti cipate in residencies throughout Asia 
annually. The program promotes sustained cross-cultural exchange 
by also facilitati ng reciprocal residencies and testi ng innovati ve models.

Eliza Roberts, Arts Residencies Manager 

レジデンシー・プログラム
1991年に初開催された、アジアリンク・アーツ・レジデンシー・プログラムはオーストラリア最大

の国際レジデンシー・プログラムに発展しました。当プログラムは、毎年、オーストラリアから、

数々の分野で活躍するアーティストやアート・マネージャーによる、アジア各地での滞在制作

を可能としています。当プログラムは、持続的な異文化間交流を推進し、互恵的なレジデンシ

ーを促進し、又、斬新な企画モデルを試行しています。

Writi ng Exchange Program  
The Asialink Writi ng Program connects Australian writers, readers 
and publishers with their counterparts in Asia. With a program 
of immersive in-country residencies, author tours, collaborati ve 
cross-media projects and nati onal and internati onal public events, 
the program promotes literary exchange, collaborati on and 
development across the region.

Nic Low, Manager, Internati onal Writi ng Program

文芸交流プログラム
アジアリンク文芸プログラムはオーストラリアの作家や読者、出版社とアジアの連携先をつなぐ

プログラムです。各国内の集中的なレジデンシーや、表現手段を超越したコラボレーション・

プロジェクト、国内外の公開イベント企画等、地域全体において、文芸交流やコラボレーショ

ンそして文芸の発展を促すプログラムとなっています。

Exhibiti on Touring
Asialink Arts tours contemporary exhibiti ons of Australian art 
through the Asian region to promote current art practi ces and 
to provide opportuniti es for arti sts and curators to work and 
to collaborate with their Asia based peers. This is the largest 
internati onal touring initi ati ve operati ng out of Australia.

Sarah Bond, Director, Visual Arts

展覧会の巡回
アジアリンク・アーツは現代のオーストラリア芸術の展覧会をアジア圏内で巡回させ、最新の

芸術創作を推進し、アーティストやキュレーターがアジアの同業者と連携し恊働する機会を提

供しています。当団体の巡回プログラムはオーストラリア最大の国際巡回プログラムです。

UTOPIA@Asialink 
Utopia@Asialink is a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement that aims to establish a network of citi es that 
converse and collaborate including Melbourne, Tokyo, Singapore, 
Seoul and New Delhi. Founded on collegiality, reciprocity and 
capacity building, Utopia@Asialink is an incubator for 
cross-cultural ideas. 

Utopia partners: Yusaku Imamura (Director, Tokyo Wonder Site); Sunjung Kim 
(Seoul-based curator, writer, co-Arti sti c Director of 2012 Gwangju Biennale); 
Deeksha Nath (Delhi-based curator and writer) and Tan Boon Hui (Director, 
Singapore Art Museum).

Natalie King, Director, Utopia@Asialink

UTOPIA@Asialink
Utopia@Asialinkは地域的な取り組みのための遊動的かつ多角的なプラットフォームであり、メ

ルボルン、東京、シンガポール、ソウルやニューデリーを初めとして、 対話・恊働を交わす都

市間のネットワークを形成するプログラムです。Utopia@Asialinkは、同等性、互恵、包容力の

構築を基に設立された、異文化間の発想を生み出すインキューベーターです。Utopiaのパ

ートナー： 今村有策（トーキョー・ワンダーサイト館長）キム・スンジュン（ソウル在住　キュレー

ター、著作家、光州ビエンナーレ共同監督 ）ディーシャ・ナス（デリー在住　キュレーター、著

作家）タン・ブーン・ヒュイ（シンガポール美術館長）
 Level 4, Sidney Myer Asia Centre

The University of Melbourne
Victoria 3010 Australia

T:  613 8344 4800
Web: www.asialink.unimelb.edu.au 
Facebook: facebook.com/asialinkarts.au
Twitt er:  @AsialinkArts 

For image credits please see www.asialink.unimelb.edu.au/arts2011-2012
Publicati on editor, Louise Joel, Asialink Arts
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アジアリンク・アーツは現代のオーストラリア芸術の展覧会をアジア圏内で巡回させ、最新の

芸術創作を推進し、アーティストやキュレーターがアジアの同業者と連携し恊働する機会を提

供しています。当団体の巡回プログラムはオーストラリア最大の国際巡回プログラムです。

UTOPIA@Asialink 
Utopia@Asialink is a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement that aims to establish a network of citi es that 
converse and collaborate including Melbourne, Tokyo, Singapore, 
Seoul and New Delhi. Founded on collegiality, reciprocity and 
capacity building, Utopia@Asialink is an incubator for 
cross-cultural ideas. 

Utopia partners: Yusaku Imamura (Director, Tokyo Wonder Site); Sunjung Kim 
(Seoul-based curator, writer, co-Arti sti c Director of 2012 Gwangju Biennale); 
Deeksha Nath (Delhi-based curator and writer) and Tan Boon Hui (Director, 
Singapore Art Museum).

Natalie King, Director, Utopia@Asialink

UTOPIA@Asialink
Utopia@Asialinkは地域的な取り組みのための遊動的かつ多角的なプラットフォームであり、メ

ルボルン、東京、シンガポール、ソウルやニューデリーを初めとして、 対話・恊働を交わす都

市間のネットワークを形成するプログラムです。Utopia@Asialinkは、同等性、互恵、包容力の

構築を基に設立された、異文化間の発想を生み出すインキューベーターです。Utopiaのパ

ートナー： 今村有策（トーキョー・ワンダーサイト館長）キム・スンジュン（ソウル在住　キュレー

ター、著作家、光州ビエンナーレ共同監督 ）ディーシャ・ナス（デリー在住　キュレーター、著

作家）タン・ブーン・ヒュイ（シンガポール美術館長）
 Level 4, Sidney Myer Asia Centre

The University of Melbourne
Victoria 3010 Australia

T:  613 8344 4800
Web: www.asialink.unimelb.edu.au 
Facebook: facebook.com/asialinkarts.au
Twitt er:  @AsialinkArts 

For image credits please see www.asialink.unimelb.edu.au/arts2011-2012
Publicati on editor, Louise Joel, Asialink Arts
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The Asialink Touring Exhibiti on Program presented a suite of contemporary 
exhibiti ons across various locati ons in Asia throughout 2011/12. By circulati ng 
5 exhibiti ons that explored Australian craft , design, photography, interacti ve 
installati ons and video, and which toured internati onally to 14 venues throughout 
the region, we reached audiences in excess of 150,000. 

SNAPSHOTS OF THE 2011/12 TOURING EXHIBITIONS

Face to Face: Portraiture in a Digital Age, featured works by 14 leading 
Australian arti sts deploying a range of media including digital photography, video 
and interacti ve installati on, to provide a unique and engaging perspecti ve on 
how digital technologies are reshaping our understanding and experience of 
contemporary identi ty. 

Curator: Dr Kathy Cleland, The University of Sydney Partner: d/Lux/MediaArts

Venues: Ayala Museum, Manila PHILIPPINES (26 Jan – 20 February 2011); Seoul 
Museum of Art, KOREA (23 April – 26 June 2011)

The Abandoned Boudoir was an art and design exhibiti on devised as a ‘pop up’ 
display where a hotel suite acted as the inti mate exhibiti on space. Existi ng hotel 
fi xtures were removed and replaced by a changing display of Australian 
craft ed objects. 

Curator: Marisia Lukaszewski *aestheti calliance 

Venues: Metropolitan Hotel, Bangkok, THAILAND(20-30 November 2010);  The 
Opposite House Hotel, Beijing, CHINA (10-22 August 2011); Home Hotel, Taipei, 
TAIWAN (20-30 October 2011)

Highlights of 2011/ 2012 include a reciprocal residency project by Guy Benfi eld, 
who produced an installati on and performance piece for the Korea Internati onal 
Art Fair and Korean arti st Yongseok Oh, whose video works were screened at 
Federati on Square, Melbourne. At the 2012 India Art Fair, New Delhi, a curated 
screening of works by collaborati ve duo Kush Badhwar and Bahbak Hashemi-Nezhad 
was exhibited and in October 2012, Indian arti st Nikhil Chopra undertook the 
Asialink Roving Residency, “roving” between Carriageworks (Sydney), Asialink 
(Melbourne) and Fremantle Arts Centre (Western Australia).

SNAPSHOTS OF 2011/12 RESIDENTS

Antoanett a Ivanova (2011)
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (MOCA), TAIPEI, TAIWAN

Antoanett a is a senior arts manager, media arts curator and writer. In Taipei, 
she was based at the Museum of Contemporary Art, working as the inaugural 
Internati onal Curator-in-residence. Her major achievement included developing 
a survey exhibiti on of contemporary Australian art for MOCA. Aft er her residency, 
Antoanett a returned to MOCA Taipei as the Associate Senior Curator at MOCA 
Taipei, as well as Guest Curator at the Kuandu Museum of Fine Arts.

Paea Leach (2011)
AMRITA PERFORMING ARTS, PHNOM PENH, CAMBODIA

Paea is a dancer, performer, writer, teacher and choreographer. In Cambodia, she 
discovered that contemporary dance is rare, and introduced contemporary models 
such as ‘fl ash mob’ dancing. In collaborati on with Amrita dancers, Paea developed 
the piece, Thin white line, in response to the literal thin lines people tread in 
Cambodia between traditi on, expectati on and the modern world.

Tina Gonsalves (2011)
PLATFORM CHINA, BEIJING / ORGANHAUS, CHONGQING, CHINA

Tina’s practi ce merges art, technology and science and responds to the emoti onal 
signatures of the body. The aim of Tina’s residency was to explore the eff ects of 
globalizati on on Chinese expression of emoti on. While at Organhaus, Chongqing 
she fi lmed professional funeral criers and translated their cries into English. This 
footage will form a new video work.

Selecti vely Revealed investi gated internati onally shared concerns regarding 
the blurry line between public and private in today’s age of reality TV, Facebook, 
YouTube and ubiquitous CCTV coverage. At the Seoul launch, Korean curator Kim 
Eun-jung exhibited a responsive project exploring the exhibiti on concept from a 
Korean perspecti ve.

Curators: Sarah Bond & Clare Needham. Partner: Experimenta 

Venues: Aram Art Gallery, Seoul, KOREA (26 October – 11 December 2011); 
Nati onal Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, TAIWAN (18 February – 13 May 
2012); The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND (4 June – 21 
July 2012)

Shadowlife, an exhibiti on of photographic, moving image and installati on works 
by 9 internati onally renowned contemporary Australian Aboriginal arti sts (and 
one non-Indigenous collaborator) challenged pre-conceived ideas of Aboriginal 
Australia. The inaugural Melbourne Indigenous Arts Festi val launched the 
exhibiti on tour with a screening version that was also exhibited at the 2012 India 
Art Fair. A larger and more comprehensive exhibiti on toured.

Curators: Djon Mundine OAM and Natalie King. Partner: Bendigo Art Gallery

Venues: India Art Fair, New Delhi, INDIA (25-29 January 2012); Melbourne 
Indigenous Arts Festi val (10–12 February 2012); BACC, Bangkok, THAILAND (1 
March – 29 April 2012); Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung, TAIWAN (16 
June – 12 August 2012); NAFA, SINGAPORE (25 August – 30 September 2012)

Soundtracks: Dylan Martorell is a roving project that embraces on-site 
collaborati on and interacti vity. Infl uenced by ritual, improvisati on, collected 
material refuse and his immediate surrounds, Martorell elevates the fl otsam 
and jetsam of everyday life into inclusive contemporary art events through 
performance and sound recordings. 

Venues: Jakarta Biennale INDONESIA (15 December 2011 – 15 January 2012); 
ComPeung, Chiang Mai THAILAND (June-July 2012); Kochi-Muziris Biennale, Kerala 
INDIA (12 December 2012-12 March 2013)

Tom Cho (2011)
AICHI SHUKUTOKU UNIVERSITY, NAGOYA, JAPAN 

Tom Cho is a fi cti on writer whose work draws heavily on popular culture. While in 
Japan, Tom researched Japanese robots, manifestati ons of ‘kawaii’ (cuteness) and 
anime. This research enabled Tom to write his second work, The Meaning of Life 
and Other Ficti ons, a fi cti onal work that explores the philosophy of religion.

Sandra Bowkett  (2012) 
SOUTH ASIA FOUNDATION, KUMHAARGRAM, INDIA 

Sandra’s residency fell into two parts; a collaborati ve sculpture project 
commissioned by the Australia-India Council (AIC) resulti ng in the exhibiti on 
Stacks in Balance. For the remainder of the residency, she pursued the unique 
pott ery throwing techniques of her residency host. Sandra has invited Indian 
pott ers to Australia for a residency that focuses on further skills and 
knowledge transfer.

2011/2012年のハイライトの一例として、ガイ・ベンフィールドによる互恵的レジデ

ンシー・プロジェクトを紹介します。ベンフィールドのインスタレーション/パフォ

ーマンス作品は韓国国際芸術祭にて展示され、韓国のアーティスト、オウ・ヨンソク

の映像作品はメルボルン、フェデレーションスクエアにて上映されました。ニューデ

リーのインド・アートフェア2012では二人組のコラボレーション・デュオ：クシュ・

バドワーとバーバク・ハシェミ＝ネジャードの映像作品が選考上映され、2012年10月

にはインド人アーティスト、ニキル・チョプラがアジアリンク遊動的レジデンシーに

参加し、キャリアージワークス（シドニー）・アジアリンク（メルボルン）・フリマ

ントル・アーツ・センター（パース）の間を「遊動」しました。

2011/12年レジデンス　スナップショット：

アントアネッタ　イヴァノヴァ　（2011年）
台北当代芸術館（MOCA)、台北、台湾

ピア・リーチ（2011年）
アムリタ・パフォーミング・アーツ、カンボジア

ティナ・ゴンサルベス（2011年）
プラットフォーム・チャイナ、北京、中国　／　オルガンハウス、重慶、中国

トム・チョー
愛知淑徳大学、名古屋、日本

サンドラ・ボウケット（2012年）
南アジア財団、クムハームグラム、インド

Residencies

Exhibiti ons
Top, left  to right: 
Michael Zavros, We Dance in the Studio, (to that shit on the radio), 2010, single-channel HD digital video, audio, 3:43 minutes. 
Dylan Martorell, Soundtracks, 2011  |  Dylan Martorell, Katak synthesizer, 2011  |  Australia Ambassador H.E. James Wise and the 
Advisor to Thailand’s deputy Minister for Commerce, Ms Ponsiri Manoharn, VIP guests with Marisia Lukaszewski (centre) inspecti ng 
The Abandoned Boudoir installati on in the hotel room at the Metropolitan  |  Dylan Martorell, w doi suket robot workshops held at 
ComPeung, Thailand 2012

Above:
Fiona Foley Bliss 2006 (sti ll), Digital video with sound, 11:00 minutes Courtesy of the arti st and Andrew Baker Art Dealer, Brisbane
Installati on view: Anastasia Klose, Film for my Nana, 2006, single-channel SD digital video, audio, 5:32 minutes. 
Commissioned by the Australian Centre for Contemporary Art (ACCA) for NEW07.
Courtesy the arti st and Tolarno Galleries, Melbourne

Tina Gonsalves; photo of funeral crier getti  ng ready for shoot, Chongqing, 2011
Paea Leach with Amrita dancers rehearsing (from left ) – Narim, Belle, Pove, Davy, Leak, Sept 2011. Photo courtesy: Anders Jacobson.

Yeongseok Oh’s video screening Square and Square at Federati on Square, Melbourne, 2011
Sandra Bowkett  and Mahender with a Stacks In Balance form, Kumhaargram, India 2012

Richard Flanagan, Jaipur Literature Festi val, India 2012. Photo courtesy Catriona Mitchell
Hwang Dong-Kyu, Melbourne Writers Festi val 2011. Image courtesy Korea Literature Translati on Insti tute.

Daniel Crooks Stati c No.17 (algorithm P) 2011 (sti ll)
Richard Flanagan, Jaipur Literature Festi val, India 2012. Photo courtesy Catriona Mitchell

Six Poets Speak Soft ly, Melbourne Writers Festi val 2011. Image courtesy Korea Literature Translati on Insti tute

アジアリンク巡回展覧会プログラムは2011/12年にかけてアジア各地で一連の現代的な展覧

会を開催しました。オーストラリアの工芸、デザイン、写真 、インタラクティブ・インスタレーショ

ンや映像の展覧会を五展、国内外十四カ所に巡回させ、来場者は十五万人を超えました。

2011/12年巡回展覧会のスナップショット：

Face to Face: Portraiture in a Digital Age

キュレーター：シドニー大学　キャシー・クレランド博士　パートナー：d/Lux/MediaArts

会場：アヤラ博物館、マニラ、フィリピン　（2011年1月26日〜2月20日）　ソウル美術館、韓国

（2011年4月23日〜6月26日）

The Abandoned Boudoir

キュレーター：マリシア・ウカシェフスキ　*aestheticalliance

会場：メトロポリタンホテル、バンコク、タイ　（2011年11月20日〜30日) 　 ザ・オポジット・ハウ

ス・ホテル、北京、中国（2011年8月10日〜22日）　ホームホテル、台北、台湾（2011年10月20

日〜30日）

Selecti vely Revealed

キュレーター：サラ・ボンド＆クレア・ニーダム　パートナー：Experimenta

会場：アラムギャラリー、ソウル、韓国（2011年10月26日〜12月11日）　国立台湾美術館、台

中、台湾（2012年2月18日〜5月13日）　アートセンター、チュラーロンコーン大学、バンコク、

タイ（2012年6月4日〜7月21日）

Shadowlife

キュレーター：ジョン・ムンディーン（OAM） ＆ナタリー・キング　パートナー：ベンディゴ美術館

会場：インド・アートフェア、ニューデリー、インド（2012年1月25日〜29日）　メルボルン先住民

族芸術祭（2012年2月10日〜12日）　BACC、バンコク、タイ（2012年3月1日〜4月29日）　高

雄市立美術館、高雄、台湾（2012年6月16日〜8月12日）　NAFA、シンガポール（2012年8月

25日〜9月30日）

Soundtracks: Dylan Martorell

会場：ジャカルタ・ビエンナーレ、インドネシア（2011年12月15日〜2012年1月15日）

　ComPeung、チェンマイ、タイ（2012年6月〜7月）　コチ＝ムジリス　ビエンナーレ、ケララ、イ

ンド（2012年12月12日〜2013年3月12日）

The Writi ng Program focused on Korea for 2011, with exchanges, collaborati ons 
and publishing projects linking writers, designers and architects. 

In May we took Barry Hill, Ivy Alvarez, Terry Jaensch and David Prater to the 
Seoul Forum for Literature and a residency at the Yeonhui Writers Village. 
Aft er the festi val, held on the top fl oor of a skyscraper, we descended to street 
level for a three-day tour of the unseen side of Korean culture. We worked with 
SAII:Moonji Cultural Insti tute’s architects and designers, visiti ng abandoned 
industrial precincts, migrant worker districts and sites of urban myth to produce 
a series of new collaborati ve works. 

 In August, we hosted a return tour by Korean poets Kim Ki Taek, Hwang Tong Kyu, 
Park Ra Yeon and Park Hyung Jun. They presented readings and discussions at the 
Red Room Poetry Company in Sydney and at the Melbourne Writers Festi val, 
including the innovati ve Six Poets Speak Soft ly series, a cross between an inti mate 
literary dinner party, and speed dati ng. 

Parallel with our exchange program we partnered with Cordite Poetry Review to 
publish a three-part special bilingual issue. Issue 35: OZ/KO contained interviews, 
features, photographs, new work and translati ons from over 70 Australian and 
Korean writers.

In January 2012 we shift ed focus to India, with Richard Flanagan presenti ng to 
record audiences at the Jaipur Literature Festi val. In Delhi, Richard discussed 
Nati onalism on the eve of Republic Day/Australia Day, and spoke at the 
Australia-India Council’s sixth annual Australian Studies Conference. 

文芸プログラムは、２０１１年は韓国に焦点を絞り、交流、コラボレーション、出版の各プロジェ

クトを通して作家やデザイナー、建築家のつながりを支援しています。

５月に、バリー・ヒル、アイヴィ・アルヴァレズ、テリー・ジェンシュ、デイヴィッド・プレイターらは

当団体を通して、ソウル国際文学フォーラムに参加し、ヨニドン・ライターズ・ビレッジで滞在制

作に励みました。高層ビルの最上階で開催されたフェスティバルの後、私たちは路上に降り、

韓国文化のあまり見られない側面を３日間見学しました。ムンジ文化院サイのデザイナーや

建築家と共同で、廃墟化した工業地帯や移民街、都市伝説の現場等を訪問し新たな恊働作

品の制作に取り掛かりました。

８月には、相互プログラムとして、韓国の詩人、キム・キテク、ヒョン・トンキュ、パク・ラヨン、パ

ク・ヒュンジュンらを招待しました。彼らは、シドニーのRed Room Poetry Companyやメルボル

ン・ライターズ・フェスティバルにて作品の朗読会や討論会を企画し、その一部として、親密な

文芸ディナーパーティーとスピードデートを交差させた、Six Poets Speak Softly シリーズを開

催しました。

当団体の交流プログラムと並行してCordite Poetry Reviewとパートナーシップを組み同誌の

バイリンガル版を三編に分けて特別刊行しました。第３５巻：OZ/KOは７０人に及ぶ韓豪両国

の作家のインタビュー、特集、写真集、新作発表や翻訳を掲載しました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

Utopia@Asialink has developed as a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement: a pan-Asian incubator for cross-cultural ideas, thinking and working 
methodologies.

The Utopia partners met in Melbourne, in November 
2011, to coincide with the Utopia video exhibiti on 
Inti mate Publics, part of the Melbourne Festi val. A free 
public forum themed Inti mate Publics: new models for 
art engagement, creati vity and politi cs in the Asia Pacifi c 
region was held at Melbourne University to a packed 
auditorium. The papers and newly commissioned essays 
were published in a special Utopia issue of Broadsheet 
magazine. 

In January 2012, Utopia@Asialink was invited to take part in the India Art Fair 
Speakers’ Forum and presented a panel on Platf orms for Regional Engagement: 
Creati vity, Politi cs and emergent Curatorial Frameworks. Utopia@Asialink also 
curated a program of moving images at the India Art Fair for the Video Lounge. 

In May 2012, Utopia@Asialink facilitated a workshop on collaborati on at Artsonje 
Center, Seoul in partnership with Gertrude Contemporary and NGV.

To coincide with the opening of the 18th Sydney Biennale in June 2012, 
Utopia@Asialink presented a panel on regional connecti vity at AGNSW. Panelists 
included Natalie King, Director, Utopia@Asialink, Yusaku Imamura, Director, Tokyo 
Wonder Site, Tan Boon Hui, Director, Singapore Art Museum with arti sts Tiff any 
Singh, Honoré ∂’O and Yun-Fei Ji.

Utopia@Asialinkは地域的取り組みの遊動的かつ多角的なプラットフォームとして展開されて

きた、全アジア圏を対象とした異文化間でのアイディア・考察・手法のインキュベーターです。

Utopiaのパートナー達は、メルボルンにて2011年11月に、メルボルン・フェスティバルの展示

品として上映されたUtopiaの映像作品Intimate Publicsの上映に合わせて会合をしました。

入場無料のフォーラム、Intimate Publics: new models for art engagement, creativity and 

politics in the Asia Pacifi c region （親密なる公共性：アジア太平洋圏における芸術への取り

組み、創造性、政治性のための新たなるモデル）がメルボルン大学の講堂で満室の聴衆の

前で開催され、発表された論文や特別に依頼されたエッセイはBroadsheet誌のUtopia特集

に掲載されました。

2012年1月に、Utopia@Asialinkはインドアートフェアのスピーカーズ・フォーラムに招待

され、Platform for Regional Engagement: Creativity, Politics and emergent Curatorial 

Frameworks（地域的取り組みのためのプラットフォーム：創造性、政治性と新興キュレーション

体制)を討論会として発表しました。Utopia@Asialinkは、インド・アートフェアのビデオ・ラウン

ジで映像の上映プログラムも企画しました。

2012年5月に、Utopia@Asialinkはソウルのアートソジェセンターにて、ガートルード・コンテン

ポラリーやヴィクトリア国立美術館とのパートナーシップを通してワークショップをとりまとめま

した。

2012年6月18日のシドニー・ビエンナーレのオープニングに合わせて、Utopia@Asialinkは、地

域とのつながりについての討論会を、ニューサウスウェールズ州立美術館にて開催しました。

対談はUtopia@Asialink監督ナタリー・キング、東京ワンダーサイト館長今村有策、シンガポー

ル美術館長タン・ブーン・ヒュイ、ならびにティファニー・シング、オノレ・ド、ユンフェイ・ジらの

アーティストたちと共に行われました。

Writi ng Exchange

 Above:
Utopia editi on of Broadsheet, vol. 40.4, December 2011



The Asialink Touring Exhibiti on Program presented a suite of contemporary 
exhibiti ons across various locati ons in Asia throughout 2011/12. By circulati ng 
5 exhibiti ons that explored Australian craft , design, photography, interacti ve 
installati ons and video, and which toured internati onally to 14 venues throughout 
the region, we reached audiences in excess of 150,000. 

SNAPSHOTS OF THE 2011/12 TOURING EXHIBITIONS

Face to Face: Portraiture in a Digital Age, featured works by 14 leading 
Australian arti sts deploying a range of media including digital photography, video 
and interacti ve installati on, to provide a unique and engaging perspecti ve on 
how digital technologies are reshaping our understanding and experience of 
contemporary identi ty. 

Curator: Dr Kathy Cleland, The University of Sydney Partner: d/Lux/MediaArts

Venues: Ayala Museum, Manila PHILIPPINES (26 Jan – 20 February 2011); Seoul 
Museum of Art, KOREA (23 April – 26 June 2011)

The Abandoned Boudoir was an art and design exhibiti on devised as a ‘pop up’ 
display where a hotel suite acted as the inti mate exhibiti on space. Existi ng hotel 
fi xtures were removed and replaced by a changing display of Australian 
craft ed objects. 

Curator: Marisia Lukaszewski *aestheti calliance 

Venues: Metropolitan Hotel, Bangkok, THAILAND(20-30 November 2010);  The 
Opposite House Hotel, Beijing, CHINA (10-22 August 2011); Home Hotel, Taipei, 
TAIWAN (20-30 October 2011)

Highlights of 2011/ 2012 include a reciprocal residency project by Guy Benfi eld, 
who produced an installati on and performance piece for the Korea Internati onal 
Art Fair and Korean arti st Yongseok Oh, whose video works were screened at 
Federati on Square, Melbourne. At the 2012 India Art Fair, New Delhi, a curated 
screening of works by collaborati ve duo Kush Badhwar and Bahbak Hashemi-Nezhad 
was exhibited and in October 2012, Indian arti st Nikhil Chopra undertook the 
Asialink Roving Residency, “roving” between Carriageworks (Sydney), Asialink 
(Melbourne) and Fremantle Arts Centre (Western Australia).

SNAPSHOTS OF 2011/12 RESIDENTS

Antoanett a Ivanova (2011)
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (MOCA), TAIPEI, TAIWAN

Antoanett a is a senior arts manager, media arts curator and writer. In Taipei, 
she was based at the Museum of Contemporary Art, working as the inaugural 
Internati onal Curator-in-residence. Her major achievement included developing 
a survey exhibiti on of contemporary Australian art for MOCA. Aft er her residency, 
Antoanett a returned to MOCA Taipei as the Associate Senior Curator at MOCA 
Taipei, as well as Guest Curator at the Kuandu Museum of Fine Arts.

Paea Leach (2011)
AMRITA PERFORMING ARTS, PHNOM PENH, CAMBODIA

Paea is a dancer, performer, writer, teacher and choreographer. In Cambodia, she 
discovered that contemporary dance is rare, and introduced contemporary models 
such as ‘fl ash mob’ dancing. In collaborati on with Amrita dancers, Paea developed 
the piece, Thin white line, in response to the literal thin lines people tread in 
Cambodia between traditi on, expectati on and the modern world.

Tina Gonsalves (2011)
PLATFORM CHINA, BEIJING / ORGANHAUS, CHONGQING, CHINA

Tina’s practi ce merges art, technology and science and responds to the emoti onal 
signatures of the body. The aim of Tina’s residency was to explore the eff ects of 
globalizati on on Chinese expression of emoti on. While at Organhaus, Chongqing 
she fi lmed professional funeral criers and translated their cries into English. This 
footage will form a new video work.

Selecti vely Revealed investi gated internati onally shared concerns regarding 
the blurry line between public and private in today’s age of reality TV, Facebook, 
YouTube and ubiquitous CCTV coverage. At the Seoul launch, Korean curator Kim 
Eun-jung exhibited a responsive project exploring the exhibiti on concept from a 
Korean perspecti ve.

Curators: Sarah Bond & Clare Needham. Partner: Experimenta 

Venues: Aram Art Gallery, Seoul, KOREA (26 October – 11 December 2011); 
Nati onal Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, TAIWAN (18 February – 13 May 
2012); The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND (4 June – 21 
July 2012)

Shadowlife, an exhibiti on of photographic, moving image and installati on works 
by 9 internati onally renowned contemporary Australian Aboriginal arti sts (and 
one non-Indigenous collaborator) challenged pre-conceived ideas of Aboriginal 
Australia. The inaugural Melbourne Indigenous Arts Festi val launched the 
exhibiti on tour with a screening version that was also exhibited at the 2012 India 
Art Fair. A larger and more comprehensive exhibiti on toured.

Curators: Djon Mundine OAM and Natalie King. Partner: Bendigo Art Gallery

Venues: India Art Fair, New Delhi, INDIA (25-29 January 2012); Melbourne 
Indigenous Arts Festi val (10–12 February 2012); BACC, Bangkok, THAILAND (1 
March – 29 April 2012); Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung, TAIWAN (16 
June – 12 August 2012); NAFA, SINGAPORE (25 August – 30 September 2012)

Soundtracks: Dylan Martorell is a roving project that embraces on-site 
collaborati on and interacti vity. Infl uenced by ritual, improvisati on, collected 
material refuse and his immediate surrounds, Martorell elevates the fl otsam 
and jetsam of everyday life into inclusive contemporary art events through 
performance and sound recordings. 

Venues: Jakarta Biennale INDONESIA (15 December 2011 – 15 January 2012); 
ComPeung, Chiang Mai THAILAND (June-July 2012); Kochi-Muziris Biennale, Kerala 
INDIA (12 December 2012-12 March 2013)

Tom Cho (2011)
AICHI SHUKUTOKU UNIVERSITY, NAGOYA, JAPAN 

Tom Cho is a fi cti on writer whose work draws heavily on popular culture. While in 
Japan, Tom researched Japanese robots, manifestati ons of ‘kawaii’ (cuteness) and 
anime. This research enabled Tom to write his second work, The Meaning of Life 
and Other Ficti ons, a fi cti onal work that explores the philosophy of religion.

Sandra Bowkett  (2012) 
SOUTH ASIA FOUNDATION, KUMHAARGRAM, INDIA 

Sandra’s residency fell into two parts; a collaborati ve sculpture project 
commissioned by the Australia-India Council (AIC) resulti ng in the exhibiti on 
Stacks in Balance. For the remainder of the residency, she pursued the unique 
pott ery throwing techniques of her residency host. Sandra has invited Indian 
pott ers to Australia for a residency that focuses on further skills and 
knowledge transfer.

2011/2012年のハイライトの一例として、ガイ・ベンフィールドによる互恵的レジデ

ンシー・プロジェクトを紹介します。ベンフィールドのインスタレーション/パフォ

ーマンス作品は韓国国際芸術祭にて展示され、韓国のアーティスト、オウ・ヨンソク

の映像作品はメルボルン、フェデレーションスクエアにて上映されました。ニューデ

リーのインド・アートフェア2012では二人組のコラボレーション・デュオ：クシュ・

バドワーとバーバク・ハシェミ＝ネジャードの映像作品が選考上映され、2012年10月

にはインド人アーティスト、ニキル・チョプラがアジアリンク遊動的レジデンシーに

参加し、キャリアージワークス（シドニー）・アジアリンク（メルボルン）・フリマ

ントル・アーツ・センター（パース）の間を「遊動」しました。

2011/12年レジデンス　スナップショット：

アントアネッタ　イヴァノヴァ　（2011年）
台北当代芸術館（MOCA)、台北、台湾

ピア・リーチ（2011年）
アムリタ・パフォーミング・アーツ、カンボジア

ティナ・ゴンサルベス（2011年）
プラットフォーム・チャイナ、北京、中国　／　オルガンハウス、重慶、中国

トム・チョー
愛知淑徳大学、名古屋、日本

サンドラ・ボウケット（2012年）
南アジア財団、クムハームグラム、インド

Residencies

Exhibiti ons
Top, left  to right: 
Michael Zavros, We Dance in the Studio, (to that shit on the radio), 2010, single-channel HD digital video, audio, 3:43 minutes. 
Dylan Martorell, Soundtracks, 2011  |  Dylan Martorell, Katak synthesizer, 2011  |  Australia Ambassador H.E. James Wise and the 
Advisor to Thailand’s deputy Minister for Commerce, Ms Ponsiri Manoharn, VIP guests with Marisia Lukaszewski (centre) inspecti ng 
The Abandoned Boudoir installati on in the hotel room at the Metropolitan  |  Dylan Martorell, w doi suket robot workshops held at 
ComPeung, Thailand 2012

Above:
Fiona Foley Bliss 2006 (sti ll), Digital video with sound, 11:00 minutes Courtesy of the arti st and Andrew Baker Art Dealer, Brisbane
Installati on view: Anastasia Klose, Film for my Nana, 2006, single-channel SD digital video, audio, 5:32 minutes. 
Commissioned by the Australian Centre for Contemporary Art (ACCA) for NEW07.
Courtesy the arti st and Tolarno Galleries, Melbourne

Tina Gonsalves; photo of funeral crier getti  ng ready for shoot, Chongqing, 2011
Paea Leach with Amrita dancers rehearsing (from left ) – Narim, Belle, Pove, Davy, Leak, Sept 2011. Photo courtesy: Anders Jacobson.

Yeongseok Oh’s video screening Square and Square at Federati on Square, Melbourne, 2011
Sandra Bowkett  and Mahender with a Stacks In Balance form, Kumhaargram, India 2012

Richard Flanagan, Jaipur Literature Festi val, India 2012. Photo courtesy Catriona Mitchell
Hwang Dong-Kyu, Melbourne Writers Festi val 2011. Image courtesy Korea Literature Translati on Insti tute.

Daniel Crooks Stati c No.17 (algorithm P) 2011 (sti ll)
Richard Flanagan, Jaipur Literature Festi val, India 2012. Photo courtesy Catriona Mitchell

Six Poets Speak Soft ly, Melbourne Writers Festi val 2011. Image courtesy Korea Literature Translati on Insti tute

アジアリンク巡回展覧会プログラムは2011/12年にかけてアジア各地で一連の現代的な展覧

会を開催しました。オーストラリアの工芸、デザイン、写真 、インタラクティブ・インスタレーショ

ンや映像の展覧会を五展、国内外十四カ所に巡回させ、来場者は十五万人を超えました。

2011/12年巡回展覧会のスナップショット：

Face to Face: Portraiture in a Digital Age

キュレーター：シドニー大学　キャシー・クレランド博士　パートナー：d/Lux/MediaArts

会場：アヤラ博物館、マニラ、フィリピン　（2011年1月26日〜2月20日）　ソウル美術館、韓国

（2011年4月23日〜6月26日）

The Abandoned Boudoir

キュレーター：マリシア・ウカシェフスキ　*aestheticalliance

会場：メトロポリタンホテル、バンコク、タイ　（2011年11月20日〜30日) 　 ザ・オポジット・ハウ

ス・ホテル、北京、中国（2011年8月10日〜22日）　ホームホテル、台北、台湾（2011年10月20

日〜30日）

Selecti vely Revealed

キュレーター：サラ・ボンド＆クレア・ニーダム　パートナー：Experimenta

会場：アラムギャラリー、ソウル、韓国（2011年10月26日〜12月11日）　国立台湾美術館、台

中、台湾（2012年2月18日〜5月13日）　アートセンター、チュラーロンコーン大学、バンコク、

タイ（2012年6月4日〜7月21日）

Shadowlife

キュレーター：ジョン・ムンディーン（OAM） ＆ナタリー・キング　パートナー：ベンディゴ美術館

会場：インド・アートフェア、ニューデリー、インド（2012年1月25日〜29日）　メルボルン先住民

族芸術祭（2012年2月10日〜12日）　BACC、バンコク、タイ（2012年3月1日〜4月29日）　高

雄市立美術館、高雄、台湾（2012年6月16日〜8月12日）　NAFA、シンガポール（2012年8月

25日〜9月30日）

Soundtracks: Dylan Martorell

会場：ジャカルタ・ビエンナーレ、インドネシア（2011年12月15日〜2012年1月15日）

　ComPeung、チェンマイ、タイ（2012年6月〜7月）　コチ＝ムジリス　ビエンナーレ、ケララ、イ

ンド（2012年12月12日〜2013年3月12日）

The Writi ng Program focused on Korea for 2011, with exchanges, collaborati ons 
and publishing projects linking writers, designers and architects. 

In May we took Barry Hill, Ivy Alvarez, Terry Jaensch and David Prater to the 
Seoul Forum for Literature and a residency at the Yeonhui Writers Village. 
Aft er the festi val, held on the top fl oor of a skyscraper, we descended to street 
level for a three-day tour of the unseen side of Korean culture. We worked with 
SAII:Moonji Cultural Insti tute’s architects and designers, visiti ng abandoned 
industrial precincts, migrant worker districts and sites of urban myth to produce 
a series of new collaborati ve works. 

 In August, we hosted a return tour by Korean poets Kim Ki Taek, Hwang Tong Kyu, 
Park Ra Yeon and Park Hyung Jun. They presented readings and discussions at the 
Red Room Poetry Company in Sydney and at the Melbourne Writers Festi val, 
including the innovati ve Six Poets Speak Soft ly series, a cross between an inti mate 
literary dinner party, and speed dati ng. 

Parallel with our exchange program we partnered with Cordite Poetry Review to 
publish a three-part special bilingual issue. Issue 35: OZ/KO contained interviews, 
features, photographs, new work and translati ons from over 70 Australian and 
Korean writers.

In January 2012 we shift ed focus to India, with Richard Flanagan presenti ng to 
record audiences at the Jaipur Literature Festi val. In Delhi, Richard discussed 
Nati onalism on the eve of Republic Day/Australia Day, and spoke at the 
Australia-India Council’s sixth annual Australian Studies Conference. 

文芸プログラムは、２０１１年は韓国に焦点を絞り、交流、コラボレーション、出版の各プロジェ

クトを通して作家やデザイナー、建築家のつながりを支援しています。

５月に、バリー・ヒル、アイヴィ・アルヴァレズ、テリー・ジェンシュ、デイヴィッド・プレイターらは

当団体を通して、ソウル国際文学フォーラムに参加し、ヨニドン・ライターズ・ビレッジで滞在制

作に励みました。高層ビルの最上階で開催されたフェスティバルの後、私たちは路上に降り、

韓国文化のあまり見られない側面を３日間見学しました。ムンジ文化院サイのデザイナーや

建築家と共同で、廃墟化した工業地帯や移民街、都市伝説の現場等を訪問し新たな恊働作

品の制作に取り掛かりました。

８月には、相互プログラムとして、韓国の詩人、キム・キテク、ヒョン・トンキュ、パク・ラヨン、パ

ク・ヒュンジュンらを招待しました。彼らは、シドニーのRed Room Poetry Companyやメルボル

ン・ライターズ・フェスティバルにて作品の朗読会や討論会を企画し、その一部として、親密な

文芸ディナーパーティーとスピードデートを交差させた、Six Poets Speak Softly シリーズを開

催しました。

当団体の交流プログラムと並行してCordite Poetry Reviewとパートナーシップを組み同誌の

バイリンガル版を三編に分けて特別刊行しました。第３５巻：OZ/KOは７０人に及ぶ韓豪両国

の作家のインタビュー、特集、写真集、新作発表や翻訳を掲載しました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

Utopia@Asialink has developed as a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement: a pan-Asian incubator for cross-cultural ideas, thinking and working 
methodologies.

The Utopia partners met in Melbourne, in November 
2011, to coincide with the Utopia video exhibiti on 
Inti mate Publics, part of the Melbourne Festi val. A free 
public forum themed Inti mate Publics: new models for 
art engagement, creati vity and politi cs in the Asia Pacifi c 
region was held at Melbourne University to a packed 
auditorium. The papers and newly commissioned essays 
were published in a special Utopia issue of Broadsheet 
magazine. 

In January 2012, Utopia@Asialink was invited to take part in the India Art Fair 
Speakers’ Forum and presented a panel on Platf orms for Regional Engagement: 
Creati vity, Politi cs and emergent Curatorial Frameworks. Utopia@Asialink also 
curated a program of moving images at the India Art Fair for the Video Lounge. 

In May 2012, Utopia@Asialink facilitated a workshop on collaborati on at Artsonje 
Center, Seoul in partnership with Gertrude Contemporary and NGV.

To coincide with the opening of the 18th Sydney Biennale in June 2012, 
Utopia@Asialink presented a panel on regional connecti vity at AGNSW. Panelists 
included Natalie King, Director, Utopia@Asialink, Yusaku Imamura, Director, Tokyo 
Wonder Site, Tan Boon Hui, Director, Singapore Art Museum with arti sts Tiff any 
Singh, Honoré ∂’O and Yun-Fei Ji.

Utopia@Asialinkは地域的取り組みの遊動的かつ多角的なプラットフォームとして展開されて

きた、全アジア圏を対象とした異文化間でのアイディア・考察・手法のインキュベーターです。

Utopiaのパートナー達は、メルボルンにて2011年11月に、メルボルン・フェスティバルの展示

品として上映されたUtopiaの映像作品Intimate Publicsの上映に合わせて会合をしました。

入場無料のフォーラム、Intimate Publics: new models for art engagement, creativity and 

politics in the Asia Pacifi c region （親密なる公共性：アジア太平洋圏における芸術への取り

組み、創造性、政治性のための新たなるモデル）がメルボルン大学の講堂で満室の聴衆の

前で開催され、発表された論文や特別に依頼されたエッセイはBroadsheet誌のUtopia特集

に掲載されました。

2012年1月に、Utopia@Asialinkはインドアートフェアのスピーカーズ・フォーラムに招待

され、Platform for Regional Engagement: Creativity, Politics and emergent Curatorial 

Frameworks（地域的取り組みのためのプラットフォーム：創造性、政治性と新興キュレーション

体制)を討論会として発表しました。Utopia@Asialinkは、インド・アートフェアのビデオ・ラウン

ジで映像の上映プログラムも企画しました。

2012年5月に、Utopia@Asialinkはソウルのアートソジェセンターにて、ガートルード・コンテン

ポラリーやヴィクトリア国立美術館とのパートナーシップを通してワークショップをとりまとめま

した。

2012年6月18日のシドニー・ビエンナーレのオープニングに合わせて、Utopia@Asialinkは、地

域とのつながりについての討論会を、ニューサウスウェールズ州立美術館にて開催しました。

対談はUtopia@Asialink監督ナタリー・キング、東京ワンダーサイト館長今村有策、シンガポー

ル美術館長タン・ブーン・ヒュイ、ならびにティファニー・シング、オノレ・ド、ユンフェイ・ジらの

アーティストたちと共に行われました。

Writi ng Exchange

 Above:
Utopia editi on of Broadsheet, vol. 40.4, December 2011



The Asialink Touring Exhibiti on Program presented a suite of contemporary 
exhibiti ons across various locati ons in Asia throughout 2011/12. By circulati ng 
5 exhibiti ons that explored Australian craft , design, photography, interacti ve 
installati ons and video, and which toured internati onally to 14 venues throughout 
the region, we reached audiences in excess of 150,000. 

SNAPSHOTS OF THE 2011/12 TOURING EXHIBITIONS

Face to Face: Portraiture in a Digital Age, featured works by 14 leading 
Australian arti sts deploying a range of media including digital photography, video 
and interacti ve installati on, to provide a unique and engaging perspecti ve on 
how digital technologies are reshaping our understanding and experience of 
contemporary identi ty. 

Curator: Dr Kathy Cleland, The University of Sydney Partner: d/Lux/MediaArts

Venues: Ayala Museum, Manila PHILIPPINES (26 Jan – 20 February 2011); Seoul 
Museum of Art, KOREA (23 April – 26 June 2011)

The Abandoned Boudoir was an art and design exhibiti on devised as a ‘pop up’ 
display where a hotel suite acted as the inti mate exhibiti on space. Existi ng hotel 
fi xtures were removed and replaced by a changing display of Australian 
craft ed objects. 

Curator: Marisia Lukaszewski *aestheti calliance 

Venues: Metropolitan Hotel, Bangkok, THAILAND(20-30 November 2010);  The 
Opposite House Hotel, Beijing, CHINA (10-22 August 2011); Home Hotel, Taipei, 
TAIWAN (20-30 October 2011)

Highlights of 2011/ 2012 include a reciprocal residency project by Guy Benfi eld, 
who produced an installati on and performance piece for the Korea Internati onal 
Art Fair and Korean arti st Yongseok Oh, whose video works were screened at 
Federati on Square, Melbourne. At the 2012 India Art Fair, New Delhi, a curated 
screening of works by collaborati ve duo Kush Badhwar and Bahbak Hashemi-Nezhad 
was exhibited and in October 2012, Indian arti st Nikhil Chopra undertook the 
Asialink Roving Residency, “roving” between Carriageworks (Sydney), Asialink 
(Melbourne) and Fremantle Arts Centre (Western Australia).

SNAPSHOTS OF 2011/12 RESIDENTS

Antoanett a Ivanova (2011)
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (MOCA), TAIPEI, TAIWAN

Antoanett a is a senior arts manager, media arts curator and writer. In Taipei, 
she was based at the Museum of Contemporary Art, working as the inaugural 
Internati onal Curator-in-residence. Her major achievement included developing 
a survey exhibiti on of contemporary Australian art for MOCA. Aft er her residency, 
Antoanett a returned to MOCA Taipei as the Associate Senior Curator at MOCA 
Taipei, as well as Guest Curator at the Kuandu Museum of Fine Arts.

Paea Leach (2011)
AMRITA PERFORMING ARTS, PHNOM PENH, CAMBODIA

Paea is a dancer, performer, writer, teacher and choreographer. In Cambodia, she 
discovered that contemporary dance is rare, and introduced contemporary models 
such as ‘fl ash mob’ dancing. In collaborati on with Amrita dancers, Paea developed 
the piece, Thin white line, in response to the literal thin lines people tread in 
Cambodia between traditi on, expectati on and the modern world.

Tina Gonsalves (2011)
PLATFORM CHINA, BEIJING / ORGANHAUS, CHONGQING, CHINA

Tina’s practi ce merges art, technology and science and responds to the emoti onal 
signatures of the body. The aim of Tina’s residency was to explore the eff ects of 
globalizati on on Chinese expression of emoti on. While at Organhaus, Chongqing 
she fi lmed professional funeral criers and translated their cries into English. This 
footage will form a new video work.

Selecti vely Revealed investi gated internati onally shared concerns regarding 
the blurry line between public and private in today’s age of reality TV, Facebook, 
YouTube and ubiquitous CCTV coverage. At the Seoul launch, Korean curator Kim 
Eun-jung exhibited a responsive project exploring the exhibiti on concept from a 
Korean perspecti ve.

Curators: Sarah Bond & Clare Needham. Partner: Experimenta 

Venues: Aram Art Gallery, Seoul, KOREA (26 October – 11 December 2011); 
Nati onal Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, TAIWAN (18 February – 13 May 
2012); The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND (4 June – 21 
July 2012)

Shadowlife, an exhibiti on of photographic, moving image and installati on works 
by 9 internati onally renowned contemporary Australian Aboriginal arti sts (and 
one non-Indigenous collaborator) challenged pre-conceived ideas of Aboriginal 
Australia. The inaugural Melbourne Indigenous Arts Festi val launched the 
exhibiti on tour with a screening version that was also exhibited at the 2012 India 
Art Fair. A larger and more comprehensive exhibiti on toured.

Curators: Djon Mundine OAM and Natalie King. Partner: Bendigo Art Gallery

Venues: India Art Fair, New Delhi, INDIA (25-29 January 2012); Melbourne 
Indigenous Arts Festi val (10–12 February 2012); BACC, Bangkok, THAILAND (1 
March – 29 April 2012); Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung, TAIWAN (16 
June – 12 August 2012); NAFA, SINGAPORE (25 August – 30 September 2012)

Soundtracks: Dylan Martorell is a roving project that embraces on-site 
collaborati on and interacti vity. Infl uenced by ritual, improvisati on, collected 
material refuse and his immediate surrounds, Martorell elevates the fl otsam 
and jetsam of everyday life into inclusive contemporary art events through 
performance and sound recordings. 

Venues: Jakarta Biennale INDONESIA (15 December 2011 – 15 January 2012); 
ComPeung, Chiang Mai THAILAND (June-July 2012); Kochi-Muziris Biennale, Kerala 
INDIA (12 December 2012-12 March 2013)

Tom Cho (2011)
AICHI SHUKUTOKU UNIVERSITY, NAGOYA, JAPAN 

Tom Cho is a fi cti on writer whose work draws heavily on popular culture. While in 
Japan, Tom researched Japanese robots, manifestati ons of ‘kawaii’ (cuteness) and 
anime. This research enabled Tom to write his second work, The Meaning of Life 
and Other Ficti ons, a fi cti onal work that explores the philosophy of religion.

Sandra Bowkett  (2012) 
SOUTH ASIA FOUNDATION, KUMHAARGRAM, INDIA 

Sandra’s residency fell into two parts; a collaborati ve sculpture project 
commissioned by the Australia-India Council (AIC) resulti ng in the exhibiti on 
Stacks in Balance. For the remainder of the residency, she pursued the unique 
pott ery throwing techniques of her residency host. Sandra has invited Indian 
pott ers to Australia for a residency that focuses on further skills and 
knowledge transfer.

2011/2012年のハイライトの一例として、ガイ・ベンフィールドによる互恵的レジデ

ンシー・プロジェクトを紹介します。ベンフィールドのインスタレーション/パフォ

ーマンス作品は韓国国際芸術祭にて展示され、韓国のアーティスト、オウ・ヨンソク

の映像作品はメルボルン、フェデレーションスクエアにて上映されました。ニューデ

リーのインド・アートフェア2012では二人組のコラボレーション・デュオ：クシュ・

バドワーとバーバク・ハシェミ＝ネジャードの映像作品が選考上映され、2012年10月

にはインド人アーティスト、ニキル・チョプラがアジアリンク遊動的レジデンシーに

参加し、キャリアージワークス（シドニー）・アジアリンク（メルボルン）・フリマ

ントル・アーツ・センター（パース）の間を「遊動」しました。

2011/12年レジデンス　スナップショット：

アントアネッタ　イヴァノヴァ　（2011年）
台北当代芸術館（MOCA)、台北、台湾

ピア・リーチ（2011年）
アムリタ・パフォーミング・アーツ、カンボジア

ティナ・ゴンサルベス（2011年）
プラットフォーム・チャイナ、北京、中国　／　オルガンハウス、重慶、中国

トム・チョー
愛知淑徳大学、名古屋、日本

サンドラ・ボウケット（2012年）
南アジア財団、クムハームグラム、インド

Residencies

Exhibiti ons
Top, left  to right: 
Michael Zavros, We Dance in the Studio, (to that shit on the radio), 2010, single-channel HD digital video, audio, 3:43 minutes. 
Dylan Martorell, Soundtracks, 2011  |  Dylan Martorell, Katak synthesizer, 2011  |  Australia Ambassador H.E. James Wise and the 
Advisor to Thailand’s deputy Minister for Commerce, Ms Ponsiri Manoharn, VIP guests with Marisia Lukaszewski (centre) inspecti ng 
The Abandoned Boudoir installati on in the hotel room at the Metropolitan  |  Dylan Martorell, w doi suket robot workshops held at 
ComPeung, Thailand 2012

Above:
Fiona Foley Bliss 2006 (sti ll), Digital video with sound, 11:00 minutes Courtesy of the arti st and Andrew Baker Art Dealer, Brisbane
Installati on view: Anastasia Klose, Film for my Nana, 2006, single-channel SD digital video, audio, 5:32 minutes. 
Commissioned by the Australian Centre for Contemporary Art (ACCA) for NEW07.
Courtesy the arti st and Tolarno Galleries, Melbourne

Tina Gonsalves; photo of funeral crier getti  ng ready for shoot, Chongqing, 2011
Paea Leach with Amrita dancers rehearsing (from left ) – Narim, Belle, Pove, Davy, Leak, Sept 2011. Photo courtesy: Anders Jacobson.

Yeongseok Oh’s video screening Square and Square at Federati on Square, Melbourne, 2011
Sandra Bowkett  and Mahender with a Stacks In Balance form, Kumhaargram, India 2012

Richard Flanagan, Jaipur Literature Festi val, India 2012. Photo courtesy Catriona Mitchell
Hwang Dong-Kyu, Melbourne Writers Festi val 2011. Image courtesy Korea Literature Translati on Insti tute.

Daniel Crooks Stati c No.17 (algorithm P) 2011 (sti ll)
Richard Flanagan, Jaipur Literature Festi val, India 2012. Photo courtesy Catriona Mitchell

Six Poets Speak Soft ly, Melbourne Writers Festi val 2011. Image courtesy Korea Literature Translati on Insti tute

アジアリンク巡回展覧会プログラムは2011/12年にかけてアジア各地で一連の現代的な展覧

会を開催しました。オーストラリアの工芸、デザイン、写真 、インタラクティブ・インスタレーショ

ンや映像の展覧会を五展、国内外十四カ所に巡回させ、来場者は十五万人を超えました。

2011/12年巡回展覧会のスナップショット：

Face to Face: Portraiture in a Digital Age

キュレーター：シドニー大学　キャシー・クレランド博士　パートナー：d/Lux/MediaArts

会場：アヤラ博物館、マニラ、フィリピン　（2011年1月26日〜2月20日）　ソウル美術館、韓国

（2011年4月23日〜6月26日）

The Abandoned Boudoir

キュレーター：マリシア・ウカシェフスキ　*aestheticalliance

会場：メトロポリタンホテル、バンコク、タイ　（2011年11月20日〜30日) 　 ザ・オポジット・ハウ

ス・ホテル、北京、中国（2011年8月10日〜22日）　ホームホテル、台北、台湾（2011年10月20

日〜30日）

Selecti vely Revealed

キュレーター：サラ・ボンド＆クレア・ニーダム　パートナー：Experimenta

会場：アラムギャラリー、ソウル、韓国（2011年10月26日〜12月11日）　国立台湾美術館、台

中、台湾（2012年2月18日〜5月13日）　アートセンター、チュラーロンコーン大学、バンコク、

タイ（2012年6月4日〜7月21日）

Shadowlife

キュレーター：ジョン・ムンディーン（OAM） ＆ナタリー・キング　パートナー：ベンディゴ美術館

会場：インド・アートフェア、ニューデリー、インド（2012年1月25日〜29日）　メルボルン先住民

族芸術祭（2012年2月10日〜12日）　BACC、バンコク、タイ（2012年3月1日〜4月29日）　高

雄市立美術館、高雄、台湾（2012年6月16日〜8月12日）　NAFA、シンガポール（2012年8月

25日〜9月30日）

Soundtracks: Dylan Martorell

会場：ジャカルタ・ビエンナーレ、インドネシア（2011年12月15日〜2012年1月15日）

　ComPeung、チェンマイ、タイ（2012年6月〜7月）　コチ＝ムジリス　ビエンナーレ、ケララ、イ

ンド（2012年12月12日〜2013年3月12日）

The Writi ng Program focused on Korea for 2011, with exchanges, collaborati ons 
and publishing projects linking writers, designers and architects. 

In May we took Barry Hill, Ivy Alvarez, Terry Jaensch and David Prater to the 
Seoul Forum for Literature and a residency at the Yeonhui Writers Village. 
Aft er the festi val, held on the top fl oor of a skyscraper, we descended to street 
level for a three-day tour of the unseen side of Korean culture. We worked with 
SAII:Moonji Cultural Insti tute’s architects and designers, visiti ng abandoned 
industrial precincts, migrant worker districts and sites of urban myth to produce 
a series of new collaborati ve works. 

 In August, we hosted a return tour by Korean poets Kim Ki Taek, Hwang Tong Kyu, 
Park Ra Yeon and Park Hyung Jun. They presented readings and discussions at the 
Red Room Poetry Company in Sydney and at the Melbourne Writers Festi val, 
including the innovati ve Six Poets Speak Soft ly series, a cross between an inti mate 
literary dinner party, and speed dati ng. 

Parallel with our exchange program we partnered with Cordite Poetry Review to 
publish a three-part special bilingual issue. Issue 35: OZ/KO contained interviews, 
features, photographs, new work and translati ons from over 70 Australian and 
Korean writers.

In January 2012 we shift ed focus to India, with Richard Flanagan presenti ng to 
record audiences at the Jaipur Literature Festi val. In Delhi, Richard discussed 
Nati onalism on the eve of Republic Day/Australia Day, and spoke at the 
Australia-India Council’s sixth annual Australian Studies Conference. 

文芸プログラムは、２０１１年は韓国に焦点を絞り、交流、コラボレーション、出版の各プロジェ

クトを通して作家やデザイナー、建築家のつながりを支援しています。

５月に、バリー・ヒル、アイヴィ・アルヴァレズ、テリー・ジェンシュ、デイヴィッド・プレイターらは

当団体を通して、ソウル国際文学フォーラムに参加し、ヨニドン・ライターズ・ビレッジで滞在制

作に励みました。高層ビルの最上階で開催されたフェスティバルの後、私たちは路上に降り、

韓国文化のあまり見られない側面を３日間見学しました。ムンジ文化院サイのデザイナーや

建築家と共同で、廃墟化した工業地帯や移民街、都市伝説の現場等を訪問し新たな恊働作

品の制作に取り掛かりました。

８月には、相互プログラムとして、韓国の詩人、キム・キテク、ヒョン・トンキュ、パク・ラヨン、パ

ク・ヒュンジュンらを招待しました。彼らは、シドニーのRed Room Poetry Companyやメルボル

ン・ライターズ・フェスティバルにて作品の朗読会や討論会を企画し、その一部として、親密な

文芸ディナーパーティーとスピードデートを交差させた、Six Poets Speak Softly シリーズを開

催しました。

当団体の交流プログラムと並行してCordite Poetry Reviewとパートナーシップを組み同誌の

バイリンガル版を三編に分けて特別刊行しました。第３５巻：OZ/KOは７０人に及ぶ韓豪両国

の作家のインタビュー、特集、写真集、新作発表や翻訳を掲載しました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

Utopia@Asialink has developed as a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement: a pan-Asian incubator for cross-cultural ideas, thinking and working 
methodologies.

The Utopia partners met in Melbourne, in November 
2011, to coincide with the Utopia video exhibiti on 
Inti mate Publics, part of the Melbourne Festi val. A free 
public forum themed Inti mate Publics: new models for 
art engagement, creati vity and politi cs in the Asia Pacifi c 
region was held at Melbourne University to a packed 
auditorium. The papers and newly commissioned essays 
were published in a special Utopia issue of Broadsheet 
magazine. 

In January 2012, Utopia@Asialink was invited to take part in the India Art Fair 
Speakers’ Forum and presented a panel on Platf orms for Regional Engagement: 
Creati vity, Politi cs and emergent Curatorial Frameworks. Utopia@Asialink also 
curated a program of moving images at the India Art Fair for the Video Lounge. 

In May 2012, Utopia@Asialink facilitated a workshop on collaborati on at Artsonje 
Center, Seoul in partnership with Gertrude Contemporary and NGV.

To coincide with the opening of the 18th Sydney Biennale in June 2012, 
Utopia@Asialink presented a panel on regional connecti vity at AGNSW. Panelists 
included Natalie King, Director, Utopia@Asialink, Yusaku Imamura, Director, Tokyo 
Wonder Site, Tan Boon Hui, Director, Singapore Art Museum with arti sts Tiff any 
Singh, Honoré ∂’O and Yun-Fei Ji.

Utopia@Asialinkは地域的取り組みの遊動的かつ多角的なプラットフォームとして展開されて

きた、全アジア圏を対象とした異文化間でのアイディア・考察・手法のインキュベーターです。

Utopiaのパートナー達は、メルボルンにて2011年11月に、メルボルン・フェスティバルの展示

品として上映されたUtopiaの映像作品Intimate Publicsの上映に合わせて会合をしました。

入場無料のフォーラム、Intimate Publics: new models for art engagement, creativity and 

politics in the Asia Pacifi c region （親密なる公共性：アジア太平洋圏における芸術への取り

組み、創造性、政治性のための新たなるモデル）がメルボルン大学の講堂で満室の聴衆の

前で開催され、発表された論文や特別に依頼されたエッセイはBroadsheet誌のUtopia特集

に掲載されました。

2012年1月に、Utopia@Asialinkはインドアートフェアのスピーカーズ・フォーラムに招待

され、Platform for Regional Engagement: Creativity, Politics and emergent Curatorial 

Frameworks（地域的取り組みのためのプラットフォーム：創造性、政治性と新興キュレーション

体制)を討論会として発表しました。Utopia@Asialinkは、インド・アートフェアのビデオ・ラウン

ジで映像の上映プログラムも企画しました。

2012年5月に、Utopia@Asialinkはソウルのアートソジェセンターにて、ガートルード・コンテン

ポラリーやヴィクトリア国立美術館とのパートナーシップを通してワークショップをとりまとめま

した。

2012年6月18日のシドニー・ビエンナーレのオープニングに合わせて、Utopia@Asialinkは、地

域とのつながりについての討論会を、ニューサウスウェールズ州立美術館にて開催しました。

対談はUtopia@Asialink監督ナタリー・キング、東京ワンダーサイト館長今村有策、シンガポー

ル美術館長タン・ブーン・ヒュイ、ならびにティファニー・シング、オノレ・ド、ユンフェイ・ジらの

アーティストたちと共に行われました。

Writi ng Exchange

 Above:
Utopia editi on of Broadsheet, vol. 40.4, December 2011



The Asialink Touring Exhibiti on Program presented a suite of contemporary 
exhibiti ons across various locati ons in Asia throughout 2011/12. By circulati ng 
5 exhibiti ons that explored Australian craft , design, photography, interacti ve 
installati ons and video, and which toured internati onally to 14 venues throughout 
the region, we reached audiences in excess of 150,000. 

SNAPSHOTS OF THE 2011/12 TOURING EXHIBITIONS

Face to Face: Portraiture in a Digital Age, featured works by 14 leading 
Australian arti sts deploying a range of media including digital photography, video 
and interacti ve installati on, to provide a unique and engaging perspecti ve on 
how digital technologies are reshaping our understanding and experience of 
contemporary identi ty. 

Curator: Dr Kathy Cleland, The University of Sydney Partner: d/Lux/MediaArts

Venues: Ayala Museum, Manila PHILIPPINES (26 Jan – 20 February 2011); Seoul 
Museum of Art, KOREA (23 April – 26 June 2011)

The Abandoned Boudoir was an art and design exhibiti on devised as a ‘pop up’ 
display where a hotel suite acted as the inti mate exhibiti on space. Existi ng hotel 
fi xtures were removed and replaced by a changing display of Australian 
craft ed objects. 

Curator: Marisia Lukaszewski *aestheti calliance 

Venues: Metropolitan Hotel, Bangkok, THAILAND(20-30 November 2010);  The 
Opposite House Hotel, Beijing, CHINA (10-22 August 2011); Home Hotel, Taipei, 
TAIWAN (20-30 October 2011)

Highlights of 2011/ 2012 include a reciprocal residency project by Guy Benfi eld, 
who produced an installati on and performance piece for the Korea Internati onal 
Art Fair and Korean arti st Yongseok Oh, whose video works were screened at 
Federati on Square, Melbourne. At the 2012 India Art Fair, New Delhi, a curated 
screening of works by collaborati ve duo Kush Badhwar and Bahbak Hashemi-Nezhad 
was exhibited and in October 2012, Indian arti st Nikhil Chopra undertook the 
Asialink Roving Residency, “roving” between Carriageworks (Sydney), Asialink 
(Melbourne) and Fremantle Arts Centre (Western Australia).

SNAPSHOTS OF 2011/12 RESIDENTS

Antoanett a Ivanova (2011)
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (MOCA), TAIPEI, TAIWAN

Antoanett a is a senior arts manager, media arts curator and writer. In Taipei, 
she was based at the Museum of Contemporary Art, working as the inaugural 
Internati onal Curator-in-residence. Her major achievement included developing 
a survey exhibiti on of contemporary Australian art for MOCA. Aft er her residency, 
Antoanett a returned to MOCA Taipei as the Associate Senior Curator at MOCA 
Taipei, as well as Guest Curator at the Kuandu Museum of Fine Arts.

Paea Leach (2011)
AMRITA PERFORMING ARTS, PHNOM PENH, CAMBODIA

Paea is a dancer, performer, writer, teacher and choreographer. In Cambodia, she 
discovered that contemporary dance is rare, and introduced contemporary models 
such as ‘fl ash mob’ dancing. In collaborati on with Amrita dancers, Paea developed 
the piece, Thin white line, in response to the literal thin lines people tread in 
Cambodia between traditi on, expectati on and the modern world.

Tina Gonsalves (2011)
PLATFORM CHINA, BEIJING / ORGANHAUS, CHONGQING, CHINA

Tina’s practi ce merges art, technology and science and responds to the emoti onal 
signatures of the body. The aim of Tina’s residency was to explore the eff ects of 
globalizati on on Chinese expression of emoti on. While at Organhaus, Chongqing 
she fi lmed professional funeral criers and translated their cries into English. This 
footage will form a new video work.

Selecti vely Revealed investi gated internati onally shared concerns regarding 
the blurry line between public and private in today’s age of reality TV, Facebook, 
YouTube and ubiquitous CCTV coverage. At the Seoul launch, Korean curator Kim 
Eun-jung exhibited a responsive project exploring the exhibiti on concept from a 
Korean perspecti ve.

Curators: Sarah Bond & Clare Needham. Partner: Experimenta 

Venues: Aram Art Gallery, Seoul, KOREA (26 October – 11 December 2011); 
Nati onal Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, TAIWAN (18 February – 13 May 
2012); The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND (4 June – 21 
July 2012)

Shadowlife, an exhibiti on of photographic, moving image and installati on works 
by 9 internati onally renowned contemporary Australian Aboriginal arti sts (and 
one non-Indigenous collaborator) challenged pre-conceived ideas of Aboriginal 
Australia. The inaugural Melbourne Indigenous Arts Festi val launched the 
exhibiti on tour with a screening version that was also exhibited at the 2012 India 
Art Fair. A larger and more comprehensive exhibiti on toured.

Curators: Djon Mundine OAM and Natalie King. Partner: Bendigo Art Gallery

Venues: India Art Fair, New Delhi, INDIA (25-29 January 2012); Melbourne 
Indigenous Arts Festi val (10–12 February 2012); BACC, Bangkok, THAILAND (1 
March – 29 April 2012); Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung, TAIWAN (16 
June – 12 August 2012); NAFA, SINGAPORE (25 August – 30 September 2012)

Soundtracks: Dylan Martorell is a roving project that embraces on-site 
collaborati on and interacti vity. Infl uenced by ritual, improvisati on, collected 
material refuse and his immediate surrounds, Martorell elevates the fl otsam 
and jetsam of everyday life into inclusive contemporary art events through 
performance and sound recordings. 

Venues: Jakarta Biennale INDONESIA (15 December 2011 – 15 January 2012); 
ComPeung, Chiang Mai THAILAND (June-July 2012); Kochi-Muziris Biennale, Kerala 
INDIA (12 December 2012-12 March 2013)

Tom Cho (2011)
AICHI SHUKUTOKU UNIVERSITY, NAGOYA, JAPAN 

Tom Cho is a fi cti on writer whose work draws heavily on popular culture. While in 
Japan, Tom researched Japanese robots, manifestati ons of ‘kawaii’ (cuteness) and 
anime. This research enabled Tom to write his second work, The Meaning of Life 
and Other Ficti ons, a fi cti onal work that explores the philosophy of religion.

Sandra Bowkett  (2012) 
SOUTH ASIA FOUNDATION, KUMHAARGRAM, INDIA 

Sandra’s residency fell into two parts; a collaborati ve sculpture project 
commissioned by the Australia-India Council (AIC) resulti ng in the exhibiti on 
Stacks in Balance. For the remainder of the residency, she pursued the unique 
pott ery throwing techniques of her residency host. Sandra has invited Indian 
pott ers to Australia for a residency that focuses on further skills and 
knowledge transfer.

2011/2012年のハイライトの一例として、ガイ・ベンフィールドによる互恵的レジデ

ンシー・プロジェクトを紹介します。ベンフィールドのインスタレーション/パフォ

ーマンス作品は韓国国際芸術祭にて展示され、韓国のアーティスト、オウ・ヨンソク

の映像作品はメルボルン、フェデレーションスクエアにて上映されました。ニューデ

リーのインド・アートフェア2012では二人組のコラボレーション・デュオ：クシュ・

バドワーとバーバク・ハシェミ＝ネジャードの映像作品が選考上映され、2012年10月

にはインド人アーティスト、ニキル・チョプラがアジアリンク遊動的レジデンシーに

参加し、キャリアージワークス（シドニー）・アジアリンク（メルボルン）・フリマ

ントル・アーツ・センター（パース）の間を「遊動」しました。

2011/12年レジデンス　スナップショット：
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会場：メトロポリタンホテル、バンコク、タイ　（2011年11月20日〜30日) 　 ザ・オポジット・ハウ

ス・ホテル、北京、中国（2011年8月10日〜22日）　ホームホテル、台北、台湾（2011年10月20

日〜30日）

Selecti vely Revealed

キュレーター：サラ・ボンド＆クレア・ニーダム　パートナー：Experimenta

会場：アラムギャラリー、ソウル、韓国（2011年10月26日〜12月11日）　国立台湾美術館、台

中、台湾（2012年2月18日〜5月13日）　アートセンター、チュラーロンコーン大学、バンコク、

タイ（2012年6月4日〜7月21日）

Shadowlife

キュレーター：ジョン・ムンディーン（OAM） ＆ナタリー・キング　パートナー：ベンディゴ美術館

会場：インド・アートフェア、ニューデリー、インド（2012年1月25日〜29日）　メルボルン先住民

族芸術祭（2012年2月10日〜12日）　BACC、バンコク、タイ（2012年3月1日〜4月29日）　高

雄市立美術館、高雄、台湾（2012年6月16日〜8月12日）　NAFA、シンガポール（2012年8月

25日〜9月30日）

Soundtracks: Dylan Martorell

会場：ジャカルタ・ビエンナーレ、インドネシア（2011年12月15日〜2012年1月15日）

　ComPeung、チェンマイ、タイ（2012年6月〜7月）　コチ＝ムジリス　ビエンナーレ、ケララ、イ

ンド（2012年12月12日〜2013年3月12日）

The Writi ng Program focused on Korea for 2011, with exchanges, collaborati ons 
and publishing projects linking writers, designers and architects. 

In May we took Barry Hill, Ivy Alvarez, Terry Jaensch and David Prater to the 
Seoul Forum for Literature and a residency at the Yeonhui Writers Village. 
Aft er the festi val, held on the top fl oor of a skyscraper, we descended to street 
level for a three-day tour of the unseen side of Korean culture. We worked with 
SAII:Moonji Cultural Insti tute’s architects and designers, visiti ng abandoned 
industrial precincts, migrant worker districts and sites of urban myth to produce 
a series of new collaborati ve works. 

 In August, we hosted a return tour by Korean poets Kim Ki Taek, Hwang Tong Kyu, 
Park Ra Yeon and Park Hyung Jun. They presented readings and discussions at the 
Red Room Poetry Company in Sydney and at the Melbourne Writers Festi val, 
including the innovati ve Six Poets Speak Soft ly series, a cross between an inti mate 
literary dinner party, and speed dati ng. 

Parallel with our exchange program we partnered with Cordite Poetry Review to 
publish a three-part special bilingual issue. Issue 35: OZ/KO contained interviews, 
features, photographs, new work and translati ons from over 70 Australian and 
Korean writers.

In January 2012 we shift ed focus to India, with Richard Flanagan presenti ng to 
record audiences at the Jaipur Literature Festi val. In Delhi, Richard discussed 
Nati onalism on the eve of Republic Day/Australia Day, and spoke at the 
Australia-India Council’s sixth annual Australian Studies Conference. 

文芸プログラムは、２０１１年は韓国に焦点を絞り、交流、コラボレーション、出版の各プロジェ

クトを通して作家やデザイナー、建築家のつながりを支援しています。

５月に、バリー・ヒル、アイヴィ・アルヴァレズ、テリー・ジェンシュ、デイヴィッド・プレイターらは

当団体を通して、ソウル国際文学フォーラムに参加し、ヨニドン・ライターズ・ビレッジで滞在制

作に励みました。高層ビルの最上階で開催されたフェスティバルの後、私たちは路上に降り、

韓国文化のあまり見られない側面を３日間見学しました。ムンジ文化院サイのデザイナーや

建築家と共同で、廃墟化した工業地帯や移民街、都市伝説の現場等を訪問し新たな恊働作

品の制作に取り掛かりました。

８月には、相互プログラムとして、韓国の詩人、キム・キテク、ヒョン・トンキュ、パク・ラヨン、パ

ク・ヒュンジュンらを招待しました。彼らは、シドニーのRed Room Poetry Companyやメルボル

ン・ライターズ・フェスティバルにて作品の朗読会や討論会を企画し、その一部として、親密な

文芸ディナーパーティーとスピードデートを交差させた、Six Poets Speak Softly シリーズを開

催しました。

当団体の交流プログラムと並行してCordite Poetry Reviewとパートナーシップを組み同誌の

バイリンガル版を三編に分けて特別刊行しました。第３５巻：OZ/KOは７０人に及ぶ韓豪両国

の作家のインタビュー、特集、写真集、新作発表や翻訳を掲載しました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

２０１２年１月からは焦点をインドに移し、リチャード・フラナガンがジャイプール文学祭で、記録

的な数の観衆を前に発表をしました。デリーでは、リチャードは、インド共和国記念日／オー

ストラリア建国記念日の前夜、ナショナリズムについて語り、又、オーストラリア・インド・カウン

シルの第六回オーストラリア学学会で講演をしました。

Utopia@Asialink has developed as a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement: a pan-Asian incubator for cross-cultural ideas, thinking and working 
methodologies.

The Utopia partners met in Melbourne, in November 
2011, to coincide with the Utopia video exhibiti on 
Inti mate Publics, part of the Melbourne Festi val. A free 
public forum themed Inti mate Publics: new models for 
art engagement, creati vity and politi cs in the Asia Pacifi c 
region was held at Melbourne University to a packed 
auditorium. The papers and newly commissioned essays 
were published in a special Utopia issue of Broadsheet 
magazine. 

In January 2012, Utopia@Asialink was invited to take part in the India Art Fair 
Speakers’ Forum and presented a panel on Platf orms for Regional Engagement: 
Creati vity, Politi cs and emergent Curatorial Frameworks. Utopia@Asialink also 
curated a program of moving images at the India Art Fair for the Video Lounge. 

In May 2012, Utopia@Asialink facilitated a workshop on collaborati on at Artsonje 
Center, Seoul in partnership with Gertrude Contemporary and NGV.

To coincide with the opening of the 18th Sydney Biennale in June 2012, 
Utopia@Asialink presented a panel on regional connecti vity at AGNSW. Panelists 
included Natalie King, Director, Utopia@Asialink, Yusaku Imamura, Director, Tokyo 
Wonder Site, Tan Boon Hui, Director, Singapore Art Museum with arti sts Tiff any 
Singh, Honoré ∂’O and Yun-Fei Ji.

Utopia@Asialinkは地域的取り組みの遊動的かつ多角的なプラットフォームとして展開されて

きた、全アジア圏を対象とした異文化間でのアイディア・考察・手法のインキュベーターです。

Utopiaのパートナー達は、メルボルンにて2011年11月に、メルボルン・フェスティバルの展示

品として上映されたUtopiaの映像作品Intimate Publicsの上映に合わせて会合をしました。

入場無料のフォーラム、Intimate Publics: new models for art engagement, creativity and 

politics in the Asia Pacifi c region （親密なる公共性：アジア太平洋圏における芸術への取り

組み、創造性、政治性のための新たなるモデル）がメルボルン大学の講堂で満室の聴衆の

前で開催され、発表された論文や特別に依頼されたエッセイはBroadsheet誌のUtopia特集

に掲載されました。

2012年1月に、Utopia@Asialinkはインドアートフェアのスピーカーズ・フォーラムに招待

され、Platform for Regional Engagement: Creativity, Politics and emergent Curatorial 

Frameworks（地域的取り組みのためのプラットフォーム：創造性、政治性と新興キュレーション

体制)を討論会として発表しました。Utopia@Asialinkは、インド・アートフェアのビデオ・ラウン

ジで映像の上映プログラムも企画しました。

2012年5月に、Utopia@Asialinkはソウルのアートソジェセンターにて、ガートルード・コンテン

ポラリーやヴィクトリア国立美術館とのパートナーシップを通してワークショップをとりまとめま

した。

2012年6月18日のシドニー・ビエンナーレのオープニングに合わせて、Utopia@Asialinkは、地

域とのつながりについての討論会を、ニューサウスウェールズ州立美術館にて開催しました。

対談はUtopia@Asialink監督ナタリー・キング、東京ワンダーサイト館長今村有策、シンガポー

ル美術館長タン・ブーン・ヒュイ、ならびにティファニー・シング、オノレ・ド、ユンフェイ・ジらの

アーティストたちと共に行われました。

Writi ng Exchange

 Above:
Utopia editi on of Broadsheet, vol. 40.4, December 2011



 

 

ASIALINK ARTS

Asialink, based at the University of Melbourne is Australia’s leading centre 
for the promoti on of public understanding of Asia and of Australia’s role in 
the Asian region. The role of Asialink Arts is to encourage dialogue and develop 
opportuniti es for cultural exchange and engagement between Australia and 
Asia based on the principles of partnership, collaborati on and reciprocity.

To meet the challenge of the ‘Asian Century’ the three strategic prioriti es 
of Asialink Arts are to:

• prepare the ‘next generati on’ of arts leaders to develop the skills, knowledge, 
networks and experience to work eff ecti vely and with confi dence in Asia;

• develop, test and communicate new models and platf orms for creati ve program 
delivery to positi on Australia as a key cultural partner within the region;

• contribute to the development of an intellectually rigorous Australian 
internati onal cultural policy that encompasses cultural diplomacy, market 
development and creati ve development.

The purpose of this publicati on is to provide an overview of the outcomes 
and achievements of Asialink Arts for 2011-2012 through its four core programs: 
Exhibiti on Touring, Arts Residencies, Writi ng Exchanges and Utopia. In additi on 
to these programs, Asialink also plays a key advocacy role for promoti ng policy 
and debate about cultural engagement with Asia. Over the last twelve months we 
have argued strongly for the proposed new Nati onal Cultural Policy to leverage the 
impetus of the White Paper on Australia in the Asia Century to prioriti se cultural 
engagement with Asia as a major policy priority. 

Asialink Arts would not be able to deliver its programs without its many 
government and philanthropic partners that provide funding and other support. 
In parti cular, I would like to acknowledge our principal partners: the University of 
Melbourne, The Australia Council for the Arts, the Department of Foreign Aff airs 
and Trade and Arts Victoria in additi on to our many other partners 
in both Australia and Asia.

Lesley Alway, Director Asialink Arts

アジアリンクは、メルボルン大学を拠点として、アジア地域におけるオーストラリアの役割やア

ジアに関する市民の理解促進を先導するオーストラリアの機関です。アジアリンク・アーツの

役割は、協力、恊働、互恵を基盤として豪州・アジア間の対話を促進し、文化交流や文化的

取り組みの機会を発展させることです。

「アジアの世紀」の挑戦に対するアジアリンクの優先的な方針として以下三項目が

挙げられます。

• 「次世代」の芸術界のリーダーを養成するに当たって、アジアで自信を持って、

活躍出来るよう、技術、知識、人脈、経験の育成をすること。

• オーストラリアを、アジア圏内の主要文化パートナーとして位置づけるため、創造

的プログラム運用の新たなるモデルやプラットフォームを試行し、伝達すること。

• オーストラリアの文化外交、市場開発、創作的な発展を包括する、洗練された国

際文化方策の構築に貢献すること。

この報告書では2011年から2012年にかけてのアジアリンク・アーツの4つの中核

事業である、展覧会の巡回、アート・レジデンシー、文芸交流、そしてUTOPIAの

成果の概観を提示します。これらのプログラムに加え、アジアリンクはアジアとの文

化的な関わりについての議論や政策の提言活動においても重要な役割を果たし

ています 。当団体は、この十二ヶ月間をかけて提起されている、アジアの世紀に

向けてのアジアとの文化的取り組みを政策的に優先させた、オーストラリアの新た

な文化方針を積極的に推進しました。

アジアリンク・アーツの活動は政府や財団からの資金援助や他の形での支援に

よって実現されています。特に、メルボルン大学、オーストラリア・カウンシル・フォ

ー・ジ・アーツ、オーストラリア外務貿易省、アーツ・ビクトリア及び、オーストラリア、

アジアにおける多数のパートナーに対して多大なる感謝の念を申し上げます。

アジアリンク・アーツ　ディレクター

レズリー　オルウェイ

Residency Program
Since 1991, the Asialink Arts Residency Program has developed 
into the largest internati onal residency program in Australia. 
The program enables Australian arti sts and arts managers working 
across artf orms to parti cipate in residencies throughout Asia 
annually. The program promotes sustained cross-cultural exchange 
by also facilitati ng reciprocal residencies and testi ng innovati ve models.

Eliza Roberts, Arts Residencies Manager 

レジデンシー・プログラム
1991年に初開催された、アジアリンク・アーツ・レジデンシー・プログラムはオーストラリア最大

の国際レジデンシー・プログラムに発展しました。当プログラムは、毎年、オーストラリアから、

数々の分野で活躍するアーティストやアート・マネージャーによる、アジア各地での滞在制作

を可能としています。当プログラムは、持続的な異文化間交流を推進し、互恵的なレジデンシ

ーを促進し、又、斬新な企画モデルを試行しています。

Writi ng Exchange Program  
The Asialink Writi ng Program connects Australian writers, readers 
and publishers with their counterparts in Asia. With a program 
of immersive in-country residencies, author tours, collaborati ve 
cross-media projects and nati onal and internati onal public events, 
the program promotes literary exchange, collaborati on and 
development across the region.

Nic Low, Manager, Internati onal Writi ng Program

文芸交流プログラム
アジアリンク文芸プログラムはオーストラリアの作家や読者、出版社とアジアの連携先をつなぐ

プログラムです。各国内の集中的なレジデンシーや、表現手段を超越したコラボレーション・

プロジェクト、国内外の公開イベント企画等、地域全体において、文芸交流やコラボレーショ

ンそして文芸の発展を促すプログラムとなっています。

Exhibiti on Touring
Asialink Arts tours contemporary exhibiti ons of Australian art 
through the Asian region to promote current art practi ces and 
to provide opportuniti es for arti sts and curators to work and 
to collaborate with their Asia based peers. This is the largest 
internati onal touring initi ati ve operati ng out of Australia.

Sarah Bond, Director, Visual Arts

展覧会の巡回
アジアリンク・アーツは現代のオーストラリア芸術の展覧会をアジア圏内で巡回させ、最新の

芸術創作を推進し、アーティストやキュレーターがアジアの同業者と連携し恊働する機会を提

供しています。当団体の巡回プログラムはオーストラリア最大の国際巡回プログラムです。

UTOPIA@Asialink 
Utopia@Asialink is a roving, multi lateral platf orm for regional 
engagement that aims to establish a network of citi es that 
converse and collaborate including Melbourne, Tokyo, Singapore, 
Seoul and New Delhi. Founded on collegiality, reciprocity and 
capacity building, Utopia@Asialink is an incubator for 
cross-cultural ideas. 

Utopia partners: Yusaku Imamura (Director, Tokyo Wonder Site); Sunjung Kim 
(Seoul-based curator, writer, co-Arti sti c Director of 2012 Gwangju Biennale); 
Deeksha Nath (Delhi-based curator and writer) and Tan Boon Hui (Director, 
Singapore Art Museum).

Natalie King, Director, Utopia@Asialink

UTOPIA@Asialink
Utopia@Asialinkは地域的な取り組みのための遊動的かつ多角的なプラットフォームであり、メ

ルボルン、東京、シンガポール、ソウルやニューデリーを初めとして、 対話・恊働を交わす都

市間のネットワークを形成するプログラムです。Utopia@Asialinkは、同等性、互恵、包容力の

構築を基に設立された、異文化間の発想を生み出すインキューベーターです。Utopiaのパ

ートナー： 今村有策（トーキョー・ワンダーサイト館長）キム・スンジュン（ソウル在住　キュレー

ター、著作家、光州ビエンナーレ共同監督 ）ディーシャ・ナス（デリー在住　キュレーター、著

作家）タン・ブーン・ヒュイ（シンガポール美術館長）
 Level 4, Sidney Myer Asia Centre

The University of Melbourne
Victoria 3010 Australia

T:  613 8344 4800
Web: www.asialink.unimelb.edu.au 
Facebook: facebook.com/asialinkarts.au
Twitt er:  @AsialinkArts 
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