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ルーバ アル アラージ
ﺭﺑﻰ ﺍﻻﻋﺮﺟﻲ
A peek inside the artist's
meandering through city life in
Kobe, Japan and her wider
reflections on correlations
between Middle Eastern and
Japanese cultures. Drawing on
found objects, the reflections
move through a series of
concepts. As a whole they draw
on the religious undercurrents
of communities, playing on the
influence of Islam's teachings
that 'God is everywhere'
through to the Shintoist belief
that 'every thing has its own
god'. The collections also look
towards the value placed on
possessions and belonging
within our current culture of
heightened consumerism.

Y3スタジオのC.A.P.でのSee Saw
Seedsレジデンシープログラムの
一環である神戸での滞在を通じて
Hazbarが取り組んだことは「
Future Memory - Access 1」の制
作でした。
この作品はレジデンシ
ーの終了時にY3スタジオで展示
されました。
ドバイに戻るとTulip
は、日本で過ごしたときの記憶を
思い出し、復元するための記憶の
エクササイズとしてジンの制作に
着手しました。
ジンは神戸で集めたモノと録音さ
れた音声をもとにしたものです。
レジデンシーの期間を通じて交流
のあった人々や場所へのトリビュ
ートともなっています。

ﻧﻈﺮﺓ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻮﻏﻞ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﺒﺮ
 ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗﺴﺘﻮﺣﻲ ﻫﺬه ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ
 ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺑﺄﻥ "ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ّ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ" ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺑﺄﻥ "ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﻟﻪ
ّ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸﻨﺘﻮ
ﺃﻳﻀﺎ
ً  ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ."ﺧﺎﺹ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ
ﺿﻮﺀ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ
.ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ

Tulip Hazbar
チューリップ ハズバ
ﺗﻮﻟﻴﺐ ﻫﺰﺑﺮ

Throughout her time in Kobe,
as part of the See Saw Seeds
Residency Programme At C.A.P.
- Y3 studios, Hazbar developed
the work Future Memory Access 1 that was exhibited at
the end of her residency at Y3
Studios. Upon returning to
Dubai, Tulip started producing
zines that served as memory
exercises to help her recall and
reconstruct memories from her
time in japan.
The zines are based on audio
clips and objects collected in
Kobe. They also pay tribute to
places and people she
interacted with through out
the residency’s period.

日本の神戸でアーティストが送っ
た都市生活におけるとりとめもな
い体験が垣間見える彼女の作品
は、中東と日本の文化との相互関
係を広く反映したものです。
ファウ
ンドオブジェクトを使用し、一連の
コンセプトをめぐるドローイング
が展開されています。作品全体を
通して、
「神は遍在する」
というイス
ラムの教えから
「八百万の神」
とい
う神道の信仰まで、コミュニティ
の深層にある宗教に対する考え
方に迫ります。コレクションでは、
消費主義の側面が強い私たちの
現代文化における所有や所属に
対する価値にも焦点が当てられて
います。

 ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ،ﻃﻮﺍﻝ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻲ ﺳﻮ ﺳﻴﺪﺱ
،Y٣  ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎﺕ- ﻓﻲ ﻛﺎﺏ
ﻃﻮﺭﺕ ﺗﻴﻮﻟﻴﺐ ﻫﺎﺯﺑﺎﺭ ﻋﻤﻞ "ﺫﺍﻛﺮﺓ
" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ١  ﺃﻛﺴﻴﺲ- ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻴﻮﻟﻴﺐ.Y٣ ﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎﺕ
ﻫﺎﺯﺑﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺑﻲ ﻓﻲ
،"ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺠﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ "ﺯﻳﻨﺲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه.ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺻﻮﺗﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ.ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻲ
ّ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺸﻴﺪ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺐ
.ﻫﺰﺑﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ

峪田彩は、神戸のギャラリーディレ
クター・キュレーター。
タシキール
での一ヶ月の滞在中、日本の伝統
文化を紹介する茶道の茶会を数
度行い、また多くのコミュニティ、
アーティストやデザイナーについ
て情報収集を行なった。

ﺁﻳﺎ ﺳﺎﻛﻮﺩﺍ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﻌﺮﺽ ﻭﻣﻘﻴﻤﺔ
،ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﻲ
 ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ.ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﻛﻮﺩﺍ،ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﺑﺈﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻔﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺑﺠﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ
.ﻓﻲ ﺩﺑﻲ

The 30-minute journey from his
home in Jumeirah Beach
Residence to Tashkeel has proved
to be a thought-provoking
experience for Tsukiyama,
especially when it came to
roundabouts. The difference in
road systems from Japan to
Dubai triggered an unfamiliar
perspective - while watching
the cars circling like a
merry-go-round, the
roundabouts appear almost
comical to Tsukiyama.

ジュメイラビーチレジデンスの住
居からタシキールまでの30分に及
ぶ移動は、ツキヤマにとって刺激
的な体験であり、
ラウンドアバウト
ではなおさらでした。日本とドバ
イにおける道路システムの違いが
ユニークな視点をもたらしてくれ
ました――メリーゴーランドのよ
うに回転する車を観察していると
、ツキヤマにはラウンドアバウトが
ほとんど奇妙なものとして目に映
ったのです。

Tsukiyama found a similar
fascination in the curves of the
Arabic script, printed in
newspapers and magazines
throughout the UAE. Whilst
observing the different styles of
lettering, Tsukiyama has
perceived some similarities
between curves of the Arabic
character and the roundabouts
in Dubai, suggesting a meeting
point where a variety of
nationalities come together
and interact.

彼はこれと似た興味をUAEの新聞
や雑誌に印刷されたアラビア文字
の曲線に覚えました。異なるスタ
イルのレタリングを観察しながら
ツキヤマは、様々な国籍が共に集
い交流できる出会いの場を示唆
するような、
ドバイのラウンドアバ
ウトとアラビア文字の曲線におけ
るいくつかの類似点を発見したの
です。

٣٠ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻳﻮﻛﻲ
ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﺮﺍ ﺑﻴﺘﺶ
ﺭﻳﺰﻳﺪﻧﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ً
،ﻳﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ
 ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ.ﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﻧﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺩﺑﻲ
 ﺃﺛﻨﺎﺀ- ﻣﻨﻈﻮﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻟﺪﻳﻪ
ً
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﻣﺜﻞ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ،ﻟﻌﺒﺔ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﺍﻟﺨﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻧﺎﺕ ﻟﻴﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ
.ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺰﻟﻲ

Aya Sakoda is a gallery director
and curator living and working
in Kobe, Japan. During her
one-month visit to Tashkeel,
Sakoda has been hosting a
series of tea ceremonies that
have allowed her to not only
share a part of Japanese
tradition but to also collect
information about the various
communities, artists and
designers in Dubai.

Yuki Tsukiyama
築山有城
ﻳﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻴﺎﻣﺎ

Tsukiyama Yuki demonstrates
this experience through an
extensive collage, depicting his
observations since his move to
Dubai and his 3-month artist
residency at Tashkeel.

ツキヤマ・ユウキはこの体験を巨
大なコラージュを通じて提示しま
す。そこには、
ドバイへの移住時か
らはじまり、
タシキールでの3ヶ月
に及ぶアーティストレシデンシー
の期間に行った観察が描き出され
ています。

ﺳﺤﺮﺍ
ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﻳﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ
ً
ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ً
ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
 ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ ﻳﺪﺭﻙ
ﻳﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ
 ﻣﻤﺎ،ﻭﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺣﻴﺚ
ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ
.ﻭﺗﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻳﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻤﻌﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻻﺝ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ
ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺑﻲ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﻤﺪﺓ
. ﺃﺷﻬﺮ ﻛﻔﻨﺎﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ٣

See Saw Seeds
シーソーシーズ

ﺳﻲ ﺳﻮ ﺳﻴــــﺪس

About tashkeel
タシキールについて
ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ

Established in 2008 by Lateefa
bint Maktoum, Tashkeel is a
contemporary art organisation
based in Dubai committed to
facilitating art and design
practice, creative
experimentation and
cross-cultural dialogue. Placing
the artist at the core, Tashkeel
supports the UAE’s creative
community through studio
facilities, artists’ residencies,
international fellowships, a
programme of exhibitions,
events and professional as well
as recreational workshops.
Tashkeel is committed to
bringing art and culture to a
wider audience and engaging
the local community.

ラティーファ・ビント・マクトゥーム
妃が2008年に設立したタシキー
ルは、
ドバイを拠点とする現代ア
ート団体で、
アートとデザインの実
践、
クリエイティブな実験と異文化
対話の促進に取り組んでいます。
アーティストを中軸に置くタシキ
ールでは、
スタジオ施設、
アーティ
ストレジデンス、海外フェローシッ
プ、展示プログラム、イベント、専
門的およびレクリエーションを目
的としたワークショップを通じて、
UAEのクリエイティブコミュニティ
の支援を行っています。
タシキー
ルは、
アートとカルチャーをより多
くのオーディエンスへ広め、現地
コミュニティの関心を向上させる
ことに尽力しています。詳しくは、
ウェブサイトをご覧ください。

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻟﻄﻴﻔﺔ٢٠٠٨ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ
 ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ. ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺩﺑﻲ،ﺑﻨﺖ ﻣﻜﺘﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
 ﻳﻨﺼﺐ.ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
،ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ
 ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻗﺎﻣﺔ،ﺍﻻﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎﺕ
، ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺭﺵ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
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Over the course of the last
year, Tashkeel has collaborated
for the first time on a
residency exchange
programme with C.A.P. (Kobe
Studio Y3) – See Saw Seeds.
Commencing last Spring,
members Ruba Al Araji and
Tulip Hazbar spent two to
three months in the city of
Kobe, conducting and taking
workshops, experimenting and
producing work. Through
Autumn this year, artist
Tsukiyama Yuuki and curator
Sakoda Aya have been
working from the Tashkeel
studios, researching,
coordinating workshops, tea
ceremonies and working
towards new works. To
celebrate the culmination of
the programme, Tashkeel are
proud to present a group
exhibition of works by Al Araji,
Hazbar and Tsukiyama – pieces
that draw on their varied
experiences of Dubai and Kobe
and the inspiration these cities
have awakened.

過去1年間にわたりタシキールは
、C.A.P. (Kobe Studio Y3) のSee
Saw Seedsと、初の試みとなるレ
ジデンシー交換プログラムを共
同で行ってきました。昨年春より、
メンバーのRuba Al ArajiとTulip
Hazbarが神戸に2〜3ヶ月滞在し
、
ワークショップの開催や参加、実
験や作品制作にあたりました。今
年の秋には、
アーティストのツキ
ヤマ・ユウキとキュレーターのサ
コダ・アヤがタシキールのスタジ
オを拠点とし、
リサーチ、
ワークシ
ョップの調整や茶道を開催しな
がら新作にとりかかりました。
プ
ログラムの盛り上がりを祝うべく、
タシキールではAl Araji、Hazbar、
ツキヤマのグループ展を開催す
る運びとなりました。
ドバイや神
戸で得たさまざまな体験や両都
市で受けたインスピレーションが
モチーフとなっています。

ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻊ
 ﻛﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﻲY٣ ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
 ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ."ﺑﺎﺳﻢ "ﺳﻲ ﺳﻮ ﺳﻴﺪﺱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﻀﺖ ﺭﺑﻰ
ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ ﻭﺗﻴﻮﻟﻴﺐ ﻫﺎﺯﺑﺎﺭ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﻭﻓﻲ.ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﻲ
 ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻳﻮﻛﻲ،ﺧﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺁﻳﺎ ﺳﺎﻛﻮﺩﺍ
ﺗﺴﻮﻛﻲ ﻳﺎﻣﺎ
ّ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻲ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺣﻔﻼﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
، ﻭﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺘﺸﺮﻑ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺮﺽ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺭﺑﻰ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ
ﻭﺗﻴﻮﻟﻴﺐ ﻫﺎﺯﺑﺎﺭ ﻭﻳﻮﻛﻲ ﺗﺴﻮﻛﻲ
 ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ- ﻳﺎﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﻛﻮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻟﻬﺎﻡ
.ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻳﻘﻈﺘﻪ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ

