
今日の日本は、市民ひとりひとりが、みずから自分たちの必要とするサービスを

自分たちの手で作り提供していく社会へと、変化を遂げつつあります。

アートNPOは、市民自治の理念にもとづき、アートと社会の橋渡しを通

して、幅広く領域をこえたNPOと連携し、豊かな市民社会を創出す

る役割を担っています。アートは社会の変化を先取りする力を持っ

ており、アートNPOは、社会を変革する潮流において大きな力を

発揮できると考えます。

「全国アートNPOフォーラムin沖縄」では、活動内容や形態を異
にするさまざまな全国のアートNPOが集い、討論する場を設け

ます。アートが多様な価値を創造し、社会を動かす力を持つ存

在であるとの認識をもとに、アートNPOの意義を社会に訴え、そ

れによってアートをめぐる環境が社会の理解を得ながら向上し

ていくことをめざします。アートに関わる多様な主体がうまれるこ

と、市民が当事者となって幅広いアート活動が育まれること、さら

にアートに関する議論の文化を醸成し、ゆるやかな市民のつなが

りをうみだすこと、それがフォーラムの使命です。

̶芸術文化による新たな自治の創造



　今日、芸術文化は社会課題の解決と無縁でなく、「新しい公共」を実現する上でも大きな役割を果た

すという認識が浸透しはじめています。その認識がさらに広がるには、市民が生活の中で芸術文化を

語り、捉え直し、当事者となり芸術に参画することが不可欠です。ここ沖縄では元来、芸術文化は社会の

中に存在し、息づき、生活のリズムを生み出していました。新たな市民社会の到来を迎えつつあるいま

こそ、芸術文化の価値、意味を見つめ直し、芸術文化がもっていた意義を再構築することが必要です。

　初日は、沖縄で活動するNPOによる芸術文化と自治に関する基調報告を、そして、さまざまな活動を

紹介し、芸術へ参画する主体の拡大をもくろみます。翌日の銀天街では、地域の方々に“銀天街とアー

ト”について語っていただき、その意義を確認します。最終日は、昨年の淡路島フォーラムで誕生した議

定書を発表し、市民が主体的に芸術文化に参画することで、外来の価値観に捕われず地域から立ち上

がる価値を見つめ直す、新しい公共・市民自治における芸術文化の役割について議論します。

＊ 登壇者は予告無く変更する場合があります。登壇順、敬称略。

22 2321 基調報告・プレゼンテーション 銀天街セッション＆ナイトツアー 那覇セッション＆議定書発表！
Friー那覇市久茂地公民館（那覇市）

Reservationー予約方法・料金

Satー銀天街（沖縄市） Sunー栄町市場（那覇市）

24日（月・祝）ーwanakio 2008 バスツアー

Profile　

＊ プログラム・登壇者・時間は、予告無く変更する場合があります。ウェブサイトの更新情報にご注意ください。

̶芸術文化による新たな自治の創造

14:15

14:30-15:00

15:00-15:45

15:45-17:00
途中休憩あり

17:00-18:00

19:00-21:00

受付開始 13:15

13:30-15:45

16:00-16:30

バスツアー受付開始

集合  沖縄県立博物館・美術館 駐車場

12:30 フォーラム受付開始

ワナキオ実行委員会の、まち中アート展『wanakio2008』。

沖縄本島をバスで周遊しながら現代アートを楽しもう！

詳細はお問い合わせください。http://www.wanakio.com/

tel 098-885-9371　mail  wanakioinfo@maejimaac.net 

13:00-13:10 趣旨説明

13:10-13:30 発表

『淡路島アート議定書！』

13:30-17:00 全体ディスカッション

『芸術文化による新たな自治の創造

  ～市民自治、アート、そしてアジア』

17:00-17:30 終了挨拶

バスツアー

佐喜眞美術館 見学・トーク

15:45 フォーラム受付開始・銀天街にて

挨拶、来賓挨拶

交流会　銀天街を楽しもう！　 

16:30-18:00

18:00-20:00

音楽のまちナイトツアー　ゲート通り等20:00-22:00

パネルディスカッション

『アートがまちにやってきた！』

パネリスト 古堅宗光   ［コザ漫遊国］

 仲田 健
 ［銀天街商店街振興組合 青年部長］

 宍戸遊美   ［アートプロジェクター］

 林 僚児   ［スタジオ解放区］

 ほか予定

司会進行 宮城 潤
 ［NPO法人前島アートセンター］

報告 遠藤水城
 ［アーカス・プロジェクト ディレクター］

 ほか予定

司会進行 甲斐賢治   ［NPO法人remo］

開会挨拶、来賓挨拶

基調報告・沖縄からの提案

『芸術文化による新たな自治の創造』

ディスカッション

『芸術文化による新たな自治の創造』

交流会　おきなわ時間美術館（栄町市場）

料金　 3日間通し＝2,000円または$18.-／1日のみ＝1,000円または$9.- 
 ＊　料金は、21日・22日の2日は各日1,000円ずつ受付にてお支払いください。ただし、23日那覇セッションは、市場での開催のため無料です。

 ＊　交流会、ナイトツアーは実費になります。

 ＊　22日の送迎バスは、往復1,000円（片道500円ずつ乗車時にお支払いください）。

予約　 メール、ファックスまたは郵送にて、下記を記載のうえご予約ください。

 ①名前（ふりがな）　  ②所属　  ③参加日＜21日・22日・23日＞

 ④メールアドレス（添付で参加票を返送します。メールアドレスがない場合は住所またはファックス番号）

 ⑤当日連絡のつく携帯番号（当日、時間などに変更が生じた場合、連絡することがあります）

 ⑥22日コザ行き送迎バスの乗車＜往復予約する・行きのみ予約する・帰りのみ予約する・予約しない＞

 ⑦22日ナイトツアーの参加＜参加する・参加しない＞

 ＊　ご予約のない方は当日配布資料をご用意できない場合がありますので、ご予約をお願いします。

 ＊　22日の送迎バスをご利用の場合は、必ず申込みください。

 ＊　メールでご予約のときは、スパムと混同しないよう件名を「アートNPOフォーラム予約」としてください。

 　　なお、開催1週間前に参加票メールが届かない場合は、サーバーからはじかれている可能性がありますので、お電話ください。

 ＊　取得した個人情報は、目的の範囲外で使用しません。

申込先　全国アートNPOフォーラムin沖縄実行委員会事務局

 E-mail　forum08@arts-npo.org　　　FAX　098-885-9371 （フォーラム事務局）

 住所　〒902-0067 那覇市安里385 栄町市場内 おきなわ時間美術館「フォーラム事務局」宛

 問い合わせ電話番号　080-2444-6322 （アートNPOリンク事務局）

プレゼンテーション・活動自慢
プレゼンター 

１  NPO法人 うてぃ～らみや

２  NPO法人 島の風

３  NPO法人 珊瑚舎スコーレ

４  NPO法人 なはまちづくりネット

５  ワナキオ実行委員会

司会進行 小阪 亘
 ［那覇市NPO活動支援センター］

基調報告 NPO法人 琉・動・体

司会進行 與那嶺 新   ［NPO法人琉・動・体］

主催 NPO法人 前島アートセンター、スタジオ解放区、NPO法人 アートNPOリンク

助成

協賛

協力

後援 沖縄県、沖縄市、那覇市、沖縄県教育委員会、那覇市教育委員会、那覇青年会議所、沖縄タイムス、琉球新報、

 沖縄テレビ放送、琉球放送、琉球朝日放送、NHK沖縄放送局、沖縄ケーブルネットワーク、FMコザ、FMレキオ、

 タイフーンfm、ラジオ沖縄、栄町市場商店街振興組合、社団法人企業メセナ協議会 

NPO法人 琉・動・体　［りゅうどうたい］
地方分権時代におけるクリエイティプな環境を模索し、主体的で多様な文化インフラの再
構築、「対話」からはじまる地域創り、文化政策提言等の活動を行う。

NPO法人 島の風　［しまのかぜ］
沖縄県島尻郡伊是名村にて、「島のこしが島おこし」のミッションのもと、古民家再生事業
を中心に、開発に頼らない次世代へ継げる持続可能な観光をめざした活動を展開。

NPO法人 うてぃ～らみや
那覇市首里。太陽の下、世代を超えて人々が集うあたたかな庭をイメージし、沖縄の自然と
文化を通した教育の研究と実践を目的に2003年設立。

NPO法人 珊瑚舎スコーレ　［さんごしゃすこーれ］ 
2001年、一人ひとりの「自分を創る」を手助けする学校「NPO法人珊瑚舎スコーレ高等
部・専門部、中等部」、04年に「夜間中学校」開設。今年、「ＭＡＮＡＢＡＮ」を開店。

NPO法人 なはまちづくりネット
生涯学習や地域福祉などの支援、社会教育の向上をはかる活動を実施。那覇市繁多川
公民館業務を一部受託している。昔の豆腐を再現する「あたいぐゎープロジェクト」を展開。

ワナキオ実行委員会
地域にある素材（人•もの•歴史等）を活かしながら制作•展示を行うまちの中のアート展
wanakio（ワナキオ）を2002、03、05年に開催。今年、アートNPOフォーラムと連携開催。

小阪 亘　［こさか わたる］
2004年まちなか研究所わくわくを結成。那覇市NPO活動支援センター事務局長。

與那嶺 新　［よなみね しん］
NPO法人琉・動・体理事、自治の風世話人、那覇市文化行政審議会市民委員を務める。

古堅宗光　［ふるげん そうこう］
沖縄市コザで長年「青果」を扱い、リタイア。コザの地域活性に関する活動を展開中。

仲田 健　［なかだ たかし］
沖縄市銀天街商店街振興組合青年部 青年部長。

宍戸遊美　［ししど ゆうみ］
2003年銀天街でのCUVAプロジェクトの企画運営メンバー。コマンドNメンバー。

林 僚児　［はやし りょうじ］
アートユニットであるスタジオ解放区メンバー。地域と交わり、日常の中から制作している。

宮城 潤　［みやぎ じゅん］
NPO法人前島アートセンター理事。那覇市若狭公民館館長。

遠藤水城　［えんどう みずき］
キュレーター。アーカス・プロジェクト ディレクター。AITキュラトリアル・ボード。

甲斐賢治　［かい けんじ］
文化政策におけるデザイン、ディレクション、マネジメントを行う。NPO法人remo代表理事。

URLー詳細マップ（印刷用）、最新情報はウェブサイトにてご確認ください

http://arts-npo.org/anf2008_okinawa.html

2008年11月21日（金）　那覇市久茂地公民館（那覇市久茂地）

22日（土）　銀天街（沖縄市照屋［コザ］）

23日（日）　栄町市場（那覇市安里）

http://www.sangosya.com/

http://utiramiya.blog72.fc2.com/

http://www.nahamatidukuri.net/

http://www.wanakio.com/

http://kurosio.blog4.fc2.com/

http://maejimaac.net/

http://yaoya.koza.in/

http://gindai.ti-da.net/

http://www.shimanokaze.jp/

http://www.rdt.jp/
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 タイフーンfm、ラジオ沖縄、栄町市場商店街振興組合、社団法人企業メセナ協議会 

NPO法人 琉・動・体　［りゅうどうたい］
地方分権時代におけるクリエイティプな環境を模索し、主体的で多様な文化インフラの再
構築、「対話」からはじまる地域創り、文化政策提言等の活動を行う。

NPO法人 島の風　［しまのかぜ］
沖縄県島尻郡伊是名村にて、「島のこしが島おこし」のミッションのもと、古民家再生事業
を中心に、開発に頼らない次世代へ継げる持続可能な観光をめざした活動を展開。

NPO法人 うてぃ～らみや
那覇市首里。太陽の下、世代を超えて人々が集うあたたかな庭をイメージし、沖縄の自然と
文化を通した教育の研究と実践を目的に2003年設立。

NPO法人 珊瑚舎スコーレ　［さんごしゃすこーれ］ 
2001年、一人ひとりの「自分を創る」を手助けする学校「NPO法人珊瑚舎スコーレ高等
部・専門部、中等部」、04年に「夜間中学校」開設。今年、「ＭＡＮＡＢＡＮ」を開店。

NPO法人 なはまちづくりネット
生涯学習や地域福祉などの支援、社会教育の向上をはかる活動を実施。那覇市繁多川
公民館業務を一部受託している。昔の豆腐を再現する「あたいぐゎープロジェクト」を展開。

ワナキオ実行委員会
地域にある素材（人•もの•歴史等）を活かしながら制作•展示を行うまちの中のアート展
wanakio（ワナキオ）を2002、03、05年に開催。今年、アートNPOフォーラムと連携開催。

小阪 亘　［こさか わたる］
2004年まちなか研究所わくわくを結成。那覇市NPO活動支援センター事務局長。

與那嶺 新　［よなみね しん］
NPO法人琉・動・体理事、自治の風世話人、那覇市文化行政審議会市民委員を務める。

古堅宗光　［ふるげん そうこう］
沖縄市コザで長年「青果」を扱い、リタイア。コザの地域活性に関する活動を展開中。

仲田 健　［なかだ たかし］
沖縄市銀天街商店街振興組合青年部 青年部長。

宍戸遊美　［ししど ゆうみ］
2003年銀天街でのCUVAプロジェクトの企画運営メンバー。コマンドNメンバー。

林 僚児　［はやし りょうじ］
アートユニットであるスタジオ解放区メンバー。地域と交わり、日常の中から制作している。

宮城 潤　［みやぎ じゅん］
NPO法人前島アートセンター理事。那覇市若狭公民館館長。

遠藤水城　［えんどう みずき］
キュレーター。アーカス・プロジェクト ディレクター。AITキュラトリアル・ボード。

甲斐賢治　［かい けんじ］
文化政策におけるデザイン、ディレクション、マネジメントを行う。NPO法人remo代表理事。

URLー詳細マップ（印刷用）、最新情報はウェブサイトにてご確認ください

http://arts-npo.org/anf2008_okinawa.html

2008年11月21日（金）　那覇市久茂地公民館（那覇市久茂地）

22日（土）　銀天街（沖縄市照屋［コザ］）

23日（日）　栄町市場（那覇市安里）

http://www.sangosya.com/

http://utiramiya.blog72.fc2.com/

http://www.nahamatidukuri.net/

http://www.wanakio.com/

http://kurosio.blog4.fc2.com/

http://maejimaac.net/

http://yaoya.koza.in/

http://gindai.ti-da.net/

http://www.shimanokaze.jp/

http://www.rdt.jp/



Access

那覇会場へのアクセス
那覇空港から̶モノレールまたはタクシーを利用
＜参考＞ゆいレール（モノレール）所要時間̶那覇空港から「県庁前」駅まで12分、
「安里（あさと）」駅まで18分、「おもろまち」駅まで20分。主要時間帯は10分間隔で運行。

■ 21日 那覇・那覇市久茂地公民館へのアクセス
那覇空港から̶モノレールを利用
　　「県庁前」駅①番出口から徒歩5分。

■ 22日 コザ・銀天街へのアクセス（往路）
 送迎バス̶専用有料バス（片道500円）を用意しています。
　　集合時間：22日（土）  13:15
　　集合場所：沖縄県立博物館・美術館駐車場
　　※沖縄県立博物館・美術館へは、
　　　「おもろまち」駅①番出口を北西に徒歩15分。
　　※送迎バスは、事前予約が必要です。
那覇空港から̶路線バス（一部高速バス）を利用
　　113番  具志川空港線（約60分 950円）または  123番  石川空港線（約80分 920円）で、
　　「コザ」バス停（胡屋［ごや］から3つ目）下車すぐ。夜間は  23番  具志川線が遅くまであり便利です。
那覇市内から̶＜国際通り＞＜おもろまち＞などから路線バス（一部高速バス）を利用
　　那覇バスターミナル（旭橋駅隣接）や国際通りなどにある各バス停から  23番  具志川線、 27番  屋慶名線、 
　　31番  泡瀬西線、 77番  名護東線、 90番  知花線、 113番  具志川空港線、 123番  石川空港線などで　
　　「コザ」バス停下車すぐ。所要時間は、路線により異なり60分～90分。運賃は、770～890円。
　　バスターミナル・国道58号線は、 23番  具志川線が、バスターミナル・国際通りは 90番  知花線が便利です。
沖縄のバスの乗り方：①国際通りは、市内線と市外線のバス停が別のところにあるので注意！ 
　　　　　　　　　②バス停では手を挙げよう！  ③行き先と経由（乗車距離）は乗る前に運転手に確かめよう！

■ 22日 コザ・銀天街からのアクセス（帰路）
 送迎バス̶ナイトツアー終了後（22:00頃）に胡屋（ごや）から送迎バス（片道500円）を出します。
フォーラム後、先にお帰りの場合は、路線バスをご利用ください。
乗り合いでのタクシー（那覇まで夜間料金で5,000円程度）利用もおすすめです！

■ 22日 コザでの宿泊について
22日銀天街セッション終了後、音楽のまちコザを楽しんでいただくために、
地域の方々がライブハウスなどを廻るナイトツアーを用意しています。
ナイトツアー終了後（22時頃）に送迎バスにて那覇までお送りしますが、
コザの夜をもっと！楽しみたい方には、『デイゴホテル』をおすすめします。

  デイゴホテル　（沖縄県沖縄市中央3丁目4-2）　
  TEL 098-937-1212　http://www.deigo.jp/

※宿泊手配は各自でお願いします。アートNPOフォーラム参加の旨をお伝えください。

■ 23日 那覇・栄町市場へのアクセス
那覇空港・市内・市外から̶モノレール、バスを利用
　　「安里（あさと）」駅①番出口から徒歩5分。
　　「安里一区」バス停、「メディカルプラザ大道中央」バス停すぐ。 http://www.wanakio.com

̶まちの中の、アート展。
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