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　一昨年、「全国アートNPOフォーラムin鳥取」を開催した
NPO法人アートNPOリンクは、参加者約200名全員による
討議の結果、プラットフォーム「アートNPOエイド」を立ち上
げ、広く国内外に寄附を募り、東日本大震災に関わるさまざ
まなアクションに支援をおこないました。あれからまもなく2
年目を向かえようとしています。アートNPOエイドを通して、
東北におけるさまざまな創造性あふれる取り組みに携わる
人 と々の交流から、多くの知見を得ることができました。その
見聞した経験や、実践者らの声を聞くなかで、東北における
多様かつ創造的な取り組みを共有する機会の必要性を痛
感しました。

　東北は首都圏や関西圏などの大都市圏とくらべ、美術大
学やアートマーケット、文化施設や文化装置（クラブ、ライブ
ハウス、ミニシアター、小劇場、ギャラリーなど）、そして、芸
術系NPOといったオルタナティブなアート活動などが少な
く、さまざまなレイヤーで活動し、それらが連鎖するような機
会を得難い状況があるように思います。ただ、それにも関わ
らず、震災後は知恵にあふれ孤軍奮闘する市民活動、スペー
ス、プロジェクトが多々あることを世間に知らしめたことも事
実です。

　そのうえここ東北には、グローバルに流通し、消費される
ことを前提とした文化とはまったく異なる、生活に根ざした
豊かな文化が満ちあふれています。社会の変化、生活の変
化によって忘れ去られようとしているそれらの文化の重要性
もまた、この事態によって見直されるようになりました。も
し、本当にいまが「地方の時代」であるとするならば、この豊
かな文化的土壌からこそ、新しい表現がたちあがり、同時代
性あるものとして広く社会に確信され得るのではないか。ま
た、そもそも消費を前提としない文化の生態系をこそ、この
機会に醸成できないものでしょうか。
　今回、東北の多様なアクションの実践者たちと、全国の実
践者たちとが出会い、交流することを通じ、東北における文
化環境の状況や課題を共有し、連携し、協働する次のステッ
プへと運ぶ機会づくりに望みます。

report_フォーラム事業

全国アートNPOフォーラムin東北 「東北で、しあわせを考える。」
Arts NPO Forum in Tohoku

第1日目 2013年1月26日｜土　18:00－21:00

基調講演 

「いま、しあわせを問う」
　世界を取り巻く巨大な制度によって巧みに全体化してい

く現代社会は、格差や分断を引き起こし、さまざまな社会

問題や軋轢を生み出しています。

　そのような社会のただ中にあって、合理性と効率性に

よって失われた日々の営みのなかにある表現を見つめ直す

ことは、わたしたちになにを教えてくれるのでしょうか。生き

ることの軸が変わったかのようなあの日を起点に、いまあ

らためて《しあわせとはなにか》を問い直します。

Speaker :

- 播磨靖夫 （財団法人たんぽぽの家｜奈良・奈良市）

パネル・ディスカッション 

「震災後にみえてきたアート／アーティス
トの存在」
　これまで確かだと思われてきた秩序や制度が瓦解した

とき、アーティストたちはさまざまな反応を示しました。あ

の状況を前に、芸術文化／アートにはなにもできないと失

望されもし、アーティストである前にできることがあると奮

起した者もいます。

　3月11日以降も、黙 と々表現に関わり取り組んできた者た

ちが巡らせる思考の痕跡を辿り、表現者の存在について考

えます。

Talker :

- 竹久侑 （水戸芸術館現代美術センター｜茨城・水戸市）

- 宮本武典 （東北芸術工科大学｜山形・山形市）

- 村上タカシ （一般社団法人MMIX Lab｜宮城・仙台市）

- 山内宏泰 （リアス・アーク美術館｜宮城・気仙沼市）

Commentator : 

- 播磨靖夫 （財団法人たんぽぽの家｜奈良・奈良市）

Moderator: 

- 甲斐賢治 （せんだいメディアテーク｜宮城・仙台市）
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第2日目 2013年1月27日｜日　10:00－18:45

活動紹介 1 & ディスカッション

「創造的な活動への支援のカタチ、展望
とその課題」
　表現にまつわる芸術文化こそ市民が自ら担うという意識

が高まりつつある昨今、新しい公共を実践するオルタナ

ティブな芸術文化／アートの役割が見直されています。多

様で豊かな市民主体の社会を形成するうえでも、芸術文化

／アートの存在意義は決して小さくありません。市民自らが

芸術文化／アートに関与しながら支援する仕組みとしての

市民ファンドの現況とこれからについて討議します。

Presenter :  

- 一般財団法人アーツエイド東北

- 一般財団法人地域創造基金みやぎ

- GBFund （公益社団法人企業メセナ協議会）

- ココロハコブプロジェクト（トヨタ自動車株式会社）

Moderator : 

- 山口洋典 （應典院寺町倶楽部｜大阪・大阪市）

活動紹介 2 

「市民／アーティストの取り組み、展望
とその課題」
　知恵にあふれた創造的な数多くの活動は、震災後の混

沌とした状況において、多くの人を勇気づけました。東北の

生活に根ざした豊かな文化を苗床に花開く、たくさんの芸

術文化／アートの取り組みを紹介し、文化環境の状況や課

題を共有し、連携し、協働する機会づくりをめざします。

Presenter :  

- ひょっこりひょうたん塾｜岩手・大槌町

- Art Revival Connection TOHOKU（ARC>T）｜宮城

- いわきぼうけん映画祭実行委員会｜福島・いわき市

- いわて文化支援ネットワーク｜岩手

- 一般社団法人対話工房｜宮城・女川町

- プロジェクトFUKUSHIMA!｜福島

- 一般財団法人アート・インクルージョン｜東北

Moderator : 

- 吉川由美 （ENVISI｜宮城・仙台市／南三陸町）

フォーラム・ディスカッション 

「東北で、しあわせを考える。」
　全国の多様なアクション実践者たちがここ東北で出会

い、討議し、交流することを通じ、東北における文化環境の

状況や課題を共有し、連携し、協働する次のステップへと

運ぶ機会づくりに望みます。

Facilitator : 

- 西村高宏 （てつがくカフェ＠せんだい｜宮城・仙台市）

第3日目 2013年1月28日｜月　10:00－17:00

社会観光

「塩竈から南三陸：アートプロジェクト
の現場をめぐる」
Destination :  

- ビルド・フルーガス｜宮城・塩竈市

- きりこプロジェクト｜宮城・南三陸町 ほか

Coordinator : 

- 吉川由美 （ENVISI｜宮城・仙台市／南三陸町）



播磨靖夫　はりま・やすお

財団法人たんぽぽの家理事長。新聞記者を経てフ

リージャーナリストに。障害のある人たちの生きる

場「たんぽぽの家」づくりを市民運動として展開。

アートと社会の新しい関係をつくる「エイブル・アー

ト・ムーブメント（可能性の芸術運動）」を提唱。「ケ

アする人のケア」「アートミーツケア学会」など、ケア

の文化の創造にも取り組んでいる。平成21年度芸術

選奨 文部科学大臣賞（芸術振興部門）受賞。

竹久侑　たけひさ・ゆう

水戸芸術館現代美術センター学芸員。ロンドン大学

ゴールドスミス・カレッジ修士課程クリエイティブ・

キュレーティング修了。2007年より現職。公私を跨が

りプロジェクトの実践を通して、芸術と社会の関係

性、芸術の公共性について探求。主な展覧会：「3.11

とアーティスト：進行形の記録」、「大友良英『アンサ

ンブルズ2010─共振』」、「リフレクション─映像が

見せる”もうひとつの世界”」。水と土の芸術祭2012

ディレクター。MeToo推進室メンバー。

宮本武典　みやもと・たけのり

キュレーター。東北芸術工科大学准教授。同大美術

館大学センター主任学芸員・東北復興支援機構プ

ログラムディレクター。1974年奈良県生まれ。武蔵野

美術大学大学院修了後、海外子女教育振興財団、パ

リ国際芸術家都市、原美術館学芸部を経て現職。山

形の学生による復興アクション「福興会議」発起人。

3.11以降の主な企画展として『向井山朋子／夜想

曲』、『石川直樹―異人｠the｠stranger』、『荒井良二の

山形じゃあにぃ2012』などがある。

村上タカシ　むらかみ・たかし

美術家、一般社団法人MMIX Lab代表、

一般財団法人アート・インクルージョン

理事、大学教員 。2009年各種メディアを

融合させ、アートと地域を結び創造的芸

術活動を行う団体「MMIX Lab」（ミミック

スラボ）を仙台で発足。震災以降、津波で

ねじ曲がった公共物等を残し震災を後世に伝える

「3.11 メモリアルプロジェクト」他の活動を展開中。

http://mmix.org

山内宏泰＝山内ヒロヤス　やまうち・ひろやす

1971年宮城県石巻市生まれ。リアス・アーク美術館

学芸員、東日本大震災被害調査・記録担当、スロー

フード気仙沼理事。宮城教育大学中学校美術教員

養成課程卒業。宮城教育大学附属中学校にて非常

勤講師を務めたのち、1994年10月より現職。美術家

としても活動するほか、著書に「砂の城」（近代文芸

社／2008）がある。専門は美術教育、造形理論、現代

美術、地域文化教育、津波文化研究。

甲斐賢治　かい・けんじ

1963年大阪生まれ。せんだいメディアテーク企画・活

動支援室室長。NPO法人記録と表現とメディアのた

めの組織「remo」、NPO法人地域文化に関する情報

とプロジェクト「recip」、NPO法人アートNPOリンク、

NPO法人芸術生活研究所hanareなどに参加、社会

活動としてのアートに取り組む。2010年春より現職。

平成23年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

一般財団法人アーツエイド東北

被災した東北の芸術家の支援をねらいと

して有志により2011年6月に発足。既存の

助成制度にのらない、小規模でも地域に

根ざした活動をしてきた表現活動に対し

て、少額だが申請しやすい仕組みを目指す。これま

で「被災した芸術家・団体のためのサポートプログラ

ム」4回で岩手・宮城・福島の芸術家49名（団体）を支

援。また、2012年下期より「場やメディアへの特定助

成」を始めた。

一般財団法人地域創造基金みやぎ

地域創造基金みやぎ（通称：さなぶり

ファンド）は、震災を機に2012年6月20日

に設立された。復興に向けた活動を「支援したい」国

内外の企業や個人と、「支援を必要としている」NPO

や市民団体の、資金を中心とした橋渡しを実施。こ

れまで57団体、8,541万円の資金を仲介している。東

北初のコミュニティ財団として、市民一人ひとりが地

域の課題を考え、より良い地域社会を実現する、新

しいお金の流れづくりを目指す。

GBFund （東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド）

企業メセナ協議会が設立した基金。趣旨

に賛同する寄付者とともに、被災地域に

根ざす有形・無形の文化の復興や、被災

者を芸術・文化を通じて応援する活動等

を助成。芸術・文化が地域コミュニティー

の再生と、被災地復興の持続的なエネルギーになる

ことを願い運営に取り組む。2012年3月、被災した郷

土芸能や祭りの復興支援枠「百祭復興プロジェク

ト」を同ファンド内に設け、文化の側面からの地域

再生にいっそう注力する。

ココロハコブプロジェクト

トヨタは人やモノだけではなく、被災地

へ「支援の心」も運びたいとの考えのも

と、「ココロハコブプロジェクト」を2011

年6月に立ち上げ、社会貢献活動の拡充

やモノづくり活動の強化・支援など、東北

の復興支援に向け様々な活動を展開している。

芸術・文化を通して被災地への支援活動を展開して

いるアートNPOや芸術・文化による復興支援ファン

ドへの寄付活動と共に、「トヨタコミュニティコン

サート」および、「トヨタ・子どもとアーティストの出

会い」の開催など、トヨタの自主プログラムを活用し

た支援活動に取り組んでいる。
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いわきぼうけん映画祭

いわき芸術文化交流館アリオス

が主催した、企画の種を育てる会

議「Alios plants!」から立ち上がっ

た市民協働のプロジェクト。一般公募した自主制作

映画を上映する。いわき部門とぼうけん部門毎に観

客投票の結果によりグランプリを決定するコンペ形

式の映画祭。隔年開催で第1回目は「いわき発！ 市民

手作り映画祭！動きだそう ぼうけんしよう!!」をテー

マに2011年２月10～11日に開催した。第2回いわきぼ

うけん映画祭は「Keep On MOVIE ぼうけんしよう

ぜ！」を合言葉に、平成25年2月9日・10日にいわきア

リオス中・小劇場にて開催することが決定している。

プロジェクトFUKUSHIMA!

福島は地震と津波の被害に加え、放射能

汚染という未曾有の事態に見舞われた。

その福島出身／在住の音楽家と詩人を

代表とし、集まった福島県内外の有志に

よって、2 0 11年 5月「プロジェクト

FUKUSHIMA!」が発足。同年8月15日に福

島市で「フェスティバルFUKUSHIMA!」を開催、2012

年には世界同時多発で100以上のフェスを8月に開

催した。またインターネット放送局「DOMMUNE 

FUKUSHIMA!」の運営、学びの場となる「スクール

FUKUSHIMA!」の実施、アーティストたちによる作品

発表の場と支援金募集の仕組みを兼ねた「DIY 

FUKUSHIMA!」などの活動を継続的に行っている。

一般財団法人アート・インクルージョン

『アート・インクルージョン』とは生き方であり、一つ

の思想。世の中には性別、年齢、国籍、障がいの有無

など、様々なバリアが存在する。それら人がつくり出

したバリアを取り払い、一人ひとりの個性が尊重さ

れ、創造的で文化的な社会をつくっていくために、

アートを通して全ての人を優しく包み込む社会の仕

組みをつくりあげていく。http://art-in.org

吉川由美　よしかわ・ゆみ

アート・イニシアティブENVISI代表。2004年以降、仙

台市卸町、鳴子温泉郷などでアートプロジェクトを

展開。2010年より、南三陸町の新たな魅力を再発見

するアートプロジェクトを展開した。今回の東日本大

震災で甚大な被害を受けた南三陸町で、アートを通

し、復興に向けた支援プロジェクトを展開している。

(有)ダ･ハ プランニング･ワーク代表取締役、八戸

ポータルミュージアム はっち 文化創造ディレク

ター。

西村高宏　にしむら・たかひろ

東北文化学園大学准教授、てつがくカフェ＠せんだ

い。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。

日本学術振興会特別研究員（PD）、大阪大学大学院

特任助教を経て、現在は東北文化学園大学准教授。

専門は臨床哲学。〈対話〉という営みなどをとおして

哲学的な知の社会的接続の可能性を問い直すこと

が現在の主な研究テーマ。哲学以外の研究者やさま

ざまな職業従事者と連携し、医療や教育、科学技

術、政治、アートなどのうちに潜む哲学的な諸問題

を読み解く活動（哲学カフェ）を行っている。

山口洋典　やまぐち・ひろのり

1975年静岡県磐田市出身。学生時代の震災ボラン

ティアやCOP3でのNGO事務局の経験をもとに、きょ

うとNPOセンターの設立に参画。2006年より大阪・

天王寺の浄土宗應典院にて、僧侶とNPOの事務局

長の立場からお寺と社会の関係づくりを担う。2011

年度より立命館大学准教授で、立命館災害復興支

援室のチーフディレクター。2012年には大阪府・市の

特別参与としてアーツカウンシルの制度設計等に取

り組んだ。

ひょっこりひょうたん塾

創造性と多様性を持ち未来の大槌町を担

う人材を育成するために、芸術文化・コ

ミュニティデザインという手法を活用し

た「まちづくり塾」。全国各地より芸術とま

ちづくりを実践している方 と々現地のまち

づくりの担い手たちとの連携で様々な講座プログラ

ムを開発・実践している。大槌町に浮かぶ蓬莱島を

モデルとした人形劇「ひょっこりひょうたん島」のス

トーリー哲学を受け継ぎ、大槌町の地域資源を再発

見／再認識／再考を促す。

Art Revival Connection TOHOKU （ARC>T）
2011年3月11日の東日本大震災を契機に、

宮城県仙台市を拠点としたアーティスト

たちによって立ち上がったネットワーク

体。メンバーは主に舞台表現者たちで、出

前部と称し、主に高齢者、障害者、子ども

達へのアートによる支援活動を続けている。参加メ

ンバーは個人140人、集団30団体。震災を経験したこ

の土地で、平時に於いても日常的に機能する文化的

役割を模索しながら、継続して活動している。

いわて文化支援ネットワーク

2011年4月発足。東日本大震災で被災した地

域の文化芸術による様々な支援活動をサ

ポートするとともに、ネットワークとしても文

化支援を行っている。大震災によるイベント

開催の中止・自粛、経済活動の低迷により、

被害の大きかった沿岸地域のみならず、 被災県全

体の文化芸術活動が著しく低迷している。地域復興

には、文化芸術面からの復興も欠かせず、 文化芸術

による心の糧や次代への記憶の継承も必要になる。

当ネットワークでは、こうした地域の文化復興活動

を支援・推進していく。

一般社団法人対話工房

2011年9月設立。宮城県女川町にて「表現

と対話の場」を人々の日常に取り戻すた

め、地域の方 と々共に活動している。日本

各地からジャンルの異なる表現者らが集

い、女川での学びを地元に持ち帰り、そ

の場の当事者としてその場の日常に還元することも

試みる。2011年「コミュニティカフェプロジェクト／お

ちゃっこクラブ」、2012年「触れられる未来展（ハイデ

ルベルグ）」「女川常夜灯 迎え火プロジェクト（女

川）」他、各地で展示トークイベント等開催。

＊敬称略／登壇順
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総 括

　「全国アートNPOフォーラムin東北」（仙台市）の開催に

むけ、あしかけ2年をかけた。2011年3月18～20日に鳥取

市内で開催した「全国アートNPOフォーラムin鳥取」におい

て、「近いうちに東北でフォーラムを開催できることを願う」

と話し合われてから、アートNPOエイド事業などを通じて

東北各所を訪問し、開催の可能性を探ってきた。そして、

翌2012年10月14～16日に開催した「全国アートNPOフォー

ラムin大阪」にENVISIの吉川由美氏が参加、その場で

フォーラムを東北で開催したいと誘致をいただいた。

　フォーラムを開催するにあたり、東北地域でアートにま

つわる活動をしている主体者たちと丁寧に関係をつむぐこ

とができたかというと、必ずしも十分とはいえず反省する点

も多い。ひとつには、東北はとても広大で容易に訪問でき

ないこと、震災復興の最中にあってアートについて話をす

る時間が十分に持てなかったこと、そしてもうひとつは（個

人的には大きな要因だと思うのだが）アートNPOエイドが

いやおうなく帯びてしまう〈支援する側／される側〉という

関係性を崩す事ができなかったことがあげられる。

　しかしながら、このような懸念はありながらも、フォーラ

ム自体はたいへん盛会であった。今冬は、仙台らしからぬ

豪雪に見舞われた冬であった。あいにくフォーラム当日も

積雪があったため、交通機関への影響などから外出を控え

るのではないか思われたが、用意した椅子が足らなくなる

ほど参加者でいっぱいになった。

　また、3日目に開催した南三陸へのバスツアーもすぐに定

員に達し、マイクロバスから急遽大型バスに変更すると

いった嬉しい誤算もあった。なかでも、東北地域に住む方

からの反応が良かったように思う。東北に住んでいても被

災地を訪れる機会がない、あるいは被災地に行くことにた

めらいがあるという方も多く、バスツアーによって被災地を

訪問することへの気持ち的なハードルが下がったようだ。

　被災地の経済状況は芳しくない。震災以前から過疎地

域であったうえに、リアス式海岸特有の交通アクセスの悪

さも影響して、震災による影響は、経済的な活動を直撃し

ている。もちろん、震災をダシにした観光への反発もある

一方、経済活動をまわすうえで観光客に大きな期待を寄せ

ている向きもある。そもそもアートNPOフォーラムのツアー

は、NPOの活動の現場を訪問することを主眼にしている。

当フォーラム主催団体のひとつENVISIが、震災以前から活

動を続けて南三陸町を訪問するのは、その一環としての意

味もある。いずれにしても、被災の状況を目の当たりにし

た参加者からは、これまでマスメディアを通じてしか得ら

れなかった現地の実態にふれ、被災者の声を直接聞くなか

で、その地域課題の困難さを思い知らされることとなった。

　さて、肝心のフォーラムについては、ぜひネットTAM「震

災復興におけるアートの可能性」『第8回極私的「全国アー

トNPOフォーラムin東北」レポート』（宮浦宜子氏著｜

http:// www.nettam.jp/topics/fukkou/08/｜別紙）をご

覧いただきたい。宮浦氏がフォーラムの中で心に留まった

発言ひとつひとつをご紹介されながら詳しく報告されてい

て、そのときの情景が真に迫って来る。
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　最後に、このフォーラムを通じて感じたことをあげておき

たい。震災復興に係る活動であれ、どのような活動であれ、

「続けなければいけない」ということ責任感によって、着実

に歩みが進むという事実がありながらも、その責務が心理

的に重くなりはじめている活動もあるのではないだろうか。

とくに震災復興という大きな責任を、個人や一団体が背負

い続けるには、さまざまな困難を乗り越えなければならな

い。たとえば、継続的に活動を続けるためには、資金を随

時獲得していかなければならないし、事業従事者であるス

タッフの生活保障についても考えねばならない。さらに一

部の活動は、支援者でありながら自身も被災者でもある場

合などもあり、非常時ともいえる特殊な状況下にあること

がフォーラムを通して改めて浮き彫りになった。これから

は、活動従事者へのメンタルヘルスを含めたサポートが必

要になるかもしれない。

　全国各地の支援者からの応援が途絶えないことは、ひと

つモチベーションを維持するための支えになるだろうし、

「忘れない」ということの意思表明としても肝心ではある。

だが、震災支援活動というのは、一方で被災者に被災者で

あり続けることを要請することをも意味しかねず、どこかで

支援ではない活動へと切り替えることが肝要だろう。

　アーツエイド東北（仙台市）やひょっこりひょうたん塾（大

槌町）は、2年というひとつの区切りを目前に、どのようにゆ

るやかに着地していくか、つぎへの展開を探り始めている。

ARC>T（仙台市）は、震災を機に立ち上がった舞台人のネッ

トワークをどのように持続し、活かしていくことができるか

模索している。
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概要

日時 2013年1月26日̶28日

会場 ほっぷの森 Aiホール

 （宮城県仙台市青葉区本町1-2-5-4F）

来場者数 合計 192名

 1日目＝77名

 2日目＝77名

 3日目＝38名

主催 一般財団法人アート・インクルージョン

 NPO法人アートNPOリンク

 ENVISI

 一般社団法人MMIX Lab

協働 株式会社boxes

助成 アサヒグループ芸術文化財団

協賛 アサヒビール株式会社

 一般社団法人震災リゲイン

 トヨタ自動車株式会社

協力 NPO法人せんだい・みやぎNPOセンター

 NPO法人ほっぷの森

後援 宮城県

 仙台市

 河北新報社

　全国アートNPOフォーラムin東北は、一見するととても豊

かな対話の時間を共有できたように思うかもしれないが、

心の襞の奥に隠れた本音は語られなかったかもしれない。

それは、事務局と登壇者との関係の深度というのか、信頼

の浅さが現れたように感じている。それでも、ほんの少し

だけ本音もかいま見れた気もしていて、現時点で可能な

フォーラムはこの程度であっただろうとも思い、それなりに

満足はしている。

　もちろん、吉川氏、村上タカシ氏、甲斐賢治氏をはじめと

する関係各位が地元の方々等と築かれている信頼関係の

深さによって東北フォーラムが実現したことを申し添えてお

きたい。

　関係者のみなさまに改めて感謝の意を表したい。
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　第二次世界大戦の後に英国で生まれたアーツカウンシル
は、グローバリゼーションが進む中で各国が文化政策の根幹
として位置づけ、積極的に導入するようになってきました。そ
の一方で、アーツカウンシルは、人やものやお金の流れを問
いなおすという点で、有形・無形を問わず多彩な表現活動を
よりよい未来の社会づくりのためにどのように位置づける
か、言わばローカルな自治のあり方を問いなおす取り組みで
もあります。
　そうした中、大阪府と大阪市では自治体の連携により、専
門性・透明性・公正性を重視しつつ大阪にふさわしい文化行
政を展開することを目的に、「大阪アーツカウンシル」を平成
25年度に設立すべく、準備が進められてきました。大阪の
アーツカウンシルでは、大阪の文化行政を推進するにあた
り、文化の主役は府民、行政はサポート役という基本理念に
基づき、大阪にふさわしい文化施策のあり方について、行政
ではなく、広く、 深い知見を有した専門家が評価、企画、調
査等を行う予定とされています。
　このたび、アーツカウンシルの設立を前に、その枠組み等
について広く周知することを目的に、この間、大阪府市統合
本部による「都市魅力戦略会議」や、大阪府文化振興会議
を通じて検討が重ねられてきた内容についての中間報告を
兼ね、今後の展開にあたって「主役」となる皆さんへの説明
及びシンポジウムを開催することとなりました。
　アーツカウンシルについて知りたい方、大阪アーツカウン
シルに関わってみたい方など、たくさんのご参加をお待ち申
し上げております。とくに、アーツカウンシルを通じて助成等
の支援を希望する方々、またアーツカウンシルの運営側とし
て、歴史的・文化的な営みと未来に向けて新たな取り組みを
展望したいと考えている方々のご関心をお寄せいただけるこ
とを願っています。

report_フォーラム事業

大阪アーツカウンシル設立に向けたフォーラム事業
Forum toward establishment of Osaka Arts Council

東京会場 2013年3月15日｜金　15:00－17:30
会場 3331 Arts Chiyoda

大阪アーツカウンシルの報告と説明
Speaker :

- 大阪府市担当職員

大阪アーツカウンシル設立の経緯 
Speaker :

- 山口洋典 （應典院寺町倶楽部事務局長）

パネルディスカッション

「アーツカウンシルに期待すること」
Panelist :

- 熊倉純子 （東京藝術大学音楽学部教授）

- 山口洋典 （應典院寺町倶楽部事務局長）
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大阪会場 2013年3月20日｜水　13:15－19:00
会場 江之子島文化芸術創造センター

トーク 「アーツカウンシルへの期待―英
国モデルを参考に」
Speaker :

- 吉本光宏 （ニッセイ基礎研究所主席研究員）

大阪アーツカウンシルの報告と説明
Speaker :

- 大阪府市担当職員

対談 「大阪アーツカウンシルの特徴と
課題―非公開審議の経過から」
Panelist :

- 太下義之 （三菱UFJリサーチ＆コンサルティング主席研究員）

- 山口洋典 （應典院寺町倶楽部事務局長）

シンポジウム 

「アートが拓く、あたらしい大阪―大阪
アーツカウンシルへの期待」
Panelist :

- 太下義之 （三菱UFJリサーチ＆コンサルティング主席研究員）

- 木ノ下智恵子 （大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任准教授）

- 弘本由香里 （大阪ガス(株) エネルギー・文化研究所特任研究員）

- 福本年雄 （ウイングフィールド代表）

- 吉本光宏 （ニッセイ基礎研究所主席研究員）

Moderator: 

アサダワタル（事編kotoami代表、日常編集家）

高槻会場 2013年3月17日｜日　15:00－17:30
会場 高槻現代劇場

大阪アーツカウンシルの報告と説明
Speaker :

- 大阪府市担当職員

対談 「大阪アーツカウンシルとはなに
か？―その理念と内容、設立の経緯」
Panelist :

- 中川幾郎 （帝塚山大学法政策学部教授）

- 山口洋典 （應典院寺町倶楽部事務局長）



熊倉純子　東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科教授

パリ第十大学、慶應義塾大学卒業。1992年から2002年まで(社)企業メセ

ナ協議会に勤務。企業のメセナ活動や芸術普及プログラムなどの研究・

開発に携わる。専門は文化環境論（文化支援）、アートマネジメント。2002 

年４月より東京芸術大学に新設された音楽環境創造科で社会と芸術を

結ぶ人材を養成する。著書に「社会とアートのえんむすび1996-2000つな

ぎ手たちの実践」（共編。ドキュメント2000 プロジェクト実行委員会発

行、トランスアート）。

中川幾郎　帝塚山大学法政策学部公共政策学科教授

大阪府生まれ。豊中市役所勤務を経て、帝塚山大学法学部で教鞭をと

る。行政学、地方自治論、都市政策など幅広く、さまざまな研究活動を行

う。日本文化政策学会会長、自治体学会運営委員、日本コミュニティ政策

学会副会長、滋賀県文化審議会座長代理、大阪府文化振興会議座長代

理などを務める。

山口洋典　應典院寺町倶楽部事務局長

1975年静岡県磐田市生まれ。学生時代の震災ボランティアやCOP3での

NGO事務局の経験をもとに、きょうとNPOセンターの設立に参画。2006年

より大阪・天王寺の浄土宗應典院にて、僧侶とNPOの事務局長の立場か

らお寺と社会の関係づくりを担う。2011年度より立命館大学准教授で、立

命館災害復興支援室のチーフディレクター。2012年には大阪府・市の特別

参与としてアーツカウンシルの制度設計等に取り組んだ。

吉本光宏　ニッセイ基礎研究所主席研究員

1958年徳島県生まれ。早稲田大学大学院修了（都市計画）後、社会工学研

究所などを経て1989年から現職。文化施設開発やアートワーク計画のコ

ンサルタントとして活躍する他、文化政策、文化施設の運営・評価、創造都

市、アートNPO等の調査研究に取り組む。文化審議会文化政策部会委員、

東京芸術文化評議会専門委員、（公社）企業メセナ協議会理事、東京大学

大学院非常勤講師などを歴任。著作に「再考、文化政策（ニッセイ基礎研

所報）」など。

太下義之　三菱UFJリサーチ&コンサルティング主席研究員

慶應義塾大学経済学部卒業後、大手デベロッパーを経て、前身である三

和総合研究所入社。2000年、芸術・文化政策室を設立し、芸術・文化政策

の研究および振興に尽力。現在、文化経済学会理事、文化政策学会理事、

文化審議会文化政策部会委員、東京芸術文化評議会専門委員、大阪府・

大阪市特別参与、沖縄文化活性化・創造発信支援事業アドバイザー、鶴

岡市食文化創造都市アドバイザー、公益社団法人企業メセナ協議会・監

事など、文化政策関連の委員を歴任。

弘本由香里　大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所特任研究員

筑波大学芸術専門学群卒業後、住宅建築専門誌『新住宅』編集員などを

経て、大阪ガス（株）エネルギー・文化研究所特任研究員。生活・文化の視

点から、都市居住やコミュニティのあり方を考える研究活動に携わる。同

志社大学大学院総合政策科学研究科非常勤講師。共著に『地域を活かす

つながりのデザイン－大阪・上町台地の現場から』（創元社）など。

福本年雄　ウイングフィールド代表

1953年大阪市生まれ。1991年演劇プロデューサー中島陸郎氏の著書「阿

片とサフラン」を読み、氏の人生観、小劇場演劇論に触れた後、同氏と会

い、小規模空間ながらもその狭さと使い勝手の不便さを逆手に取り得る

表現者の実験室、密室的あそびを主旨として、1992年3月にウイングフィー

ルドをオープン。中島氏の死後は"小屋主"として今日に至る。むりやり堺筋

線演劇祭事務局代表。

木ノ下智恵子　大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任准教授

1971年生まれ。神戸芸術工科大学大学院修了。1996年～2005年神戸アー

トビレッジセンター美術プロデューサーを経て現職。専門は現代芸術、事

業企画制作、文化政策など。主な企画に「湊町アンダーグラウンドプロ

ジェクト」、「NAMURA ART MEETING '04-'34」、「水都大阪2009/ヤノベケ

ンジ・プロジェクト」、社学連携事業「アートエリアB１」、『六本木クロッシ

ング2010／芸術は可能か？』。書籍監修・編集に『湊川新開地ガイドブッ

ク』、『アートツーリズムブック「大阪考観」』など。他に神戸市・高松市・枚

方市などの文化関連委員を努める。

アサダワタル　日常編集家

1979年大阪市生まれ。“日常編集家”という名の放浪芸人。文章、音楽、プ

ロジェクト。著書に「住み開き 家から始めるコミュニティ」（筑摩書房）「編

集進化論」（フィルムアート社）など。「マガジン航」「学芸カフェ」で連載。

音楽ワークショップや演奏、バンドSJQ（HEADZ）ドラム。NPOcocoroom

副代表理事、ボーダレス・アートミュージアムNO-MAアドバイザー。神戸

女学院と九州大学で非常勤講師。

11



総 括

　2011年12月、就任直後の橋下市長の談話が新聞に掲載

されたのは記憶に新しい。当初、「新たな会議『アートカウン

シル』を設置し、文化行政での公金投入在り方を検証する

予定」（12月9日毎日新聞）としていた答弁が、「運営補助金

を見直して、専門家でつくる組織『アーツカウンシル』の導

入を指示した」（12月24日産經新聞）と具体化したことを受

け、アートNPOリンクは、大阪でアーツカウンシルをつくる

会と協働で、翌2012年1月9日に緊急シンポジウムを大阪市

中央公会堂を会場に行った。正月を挟んだために、実質4日

ほどの告知期間しかなかったが150名を超える参加者があ

り、その関心の高さが示された。しかしながら、当時の参加

者の関心は、そもそも「アーツカウンシル」とは何かというと

ころにあり、具体的な政策については、まだ二の次という印

象だった。

　その後、大阪府市統合本部都市魅了推進会議ならびに、

大阪府・市文化振興会議の審議経過を横目にながめつつ、

2013年2月、大阪府市が「大阪アーツカウンシル設立に向

けたフォーラム、調査研究事業」を入札に出したことをう

け、NPO法人こえとことばとこころの部屋を中心に、NPO

法人地域文化に関する情報とプロジェクトと、アートNPO

リンクはジョイントで同事業を受託することに成功した。

　そこで、3月15日に東京都千代田区の3331アーツ千代田

で、同月17日に高槻市の高槻現代劇場を会場に説明会と

を実施。そして、20日に、大阪府立江之子島文化芸術創造

センターの無償提供を受け、シンポジウムを開催した。

　いずれの会も、大阪府市の行政職員による大阪アーツカ

ウンシルの現状報告と説明を行い、その後、大阪府市参与

でもあった山口洋典氏を中心に、東京会場では、東京都文

化芸術評議員である熊倉純子氏を、そして、高槻会場では、

大阪府・市文化振興会議委員である中川幾郎氏をお招き

し、それぞれアーツカウンシルについての対談を行った。

　熊倉氏からは、アーツカウンシルにおける専門家の役割

と評価に関してつぎのように指摘した。「個別の団体や文化

事業を評価していくのは危険を感じます。（中略）彼ら（プロ

グラム・ディレクター、プログラム・オフィサー）の仕事は、必

ずしも活動や作品の内容の善し悪しを評価することではな

く、悪いのであれば、その原因を考える。要するに、マネジメ

ントに関するコンサルティングのようなものなんです。」 

一方の中川氏は、大阪アーツカウンシル設立に際して、条例

設置による継続性と諮問機関である文化振興会議の部会

に設置したことによるアームズレングスの原則の確保を強

調した。

　3月20日に江之子島文化芸術創造センターで開催したシ

ンポジウムには、こちらも告知期間が短い中ではあったが、

130名を超える来場者と180名を超えるネット中継視聴者

があり、改めて大阪アーツカウンシルへの関心の高さが示

された。

　当会では、はじめに、昨年の緊急フォーラムと同様に、

アーツカウンシルの第一人者である吉本光宏氏にご登壇を

お願いし、英国アーツカウンシルの背景とアーツカウンシル

を導入する意義についてお話しいただいたのち、大阪府・

市文化振興会議委員である太下義之氏と山口氏に、非公

開審議の経過から大阪アーツカウンシルについてどのよう

な議論が委員会内で交わされたのかについて報告をいた

だいた。

　会の後半は、大阪府域で活動する3人の専門家に加わっ

ていただき、アサダワタル氏司会進行のもと、シンポジウム

を執り行った。終始たいへん興味深い議論が繰り広げられ

たが、とくに重要な指摘として、最後に、吉本氏が「国際的

なスタンダードでいうと、これは『アーツカウンシルではな

い』と思います。これははっきり言った 方がいいと思いま

す。ですがそれは期待も込めて申し上げてるんですね。（中

略）私はアームスレングスは絶対に実現しないといけない

と思います。ぜひ、大阪型のアーツカウンシルがここからス

タートしてほしい。」と述べ、シンポジウムは幕を閉じた。

　そして、われわれジョイントチームは、この一連のフォー

ラム事業の結果をうけ、いま大阪アーツカウンシルの一連

の事業に関する報告書を取りまとめている段階である。こ

の報告書では、そもそもアーツカウンシルとはどのような役

割を担っているのかを紹介するほか、後に紹介する調査事

業の報告、文化政策における評価手法について提言する予

定である。

　

概要

日時 2013年3月15日・17日・20日

会場 3331 Arts Chiyoda

 高槻現代劇場

 大阪府立江之子島文化芸術創造センター

来場者数 合計 176名

 東京＝23名

 高槻＝23名

 大阪＝130名以上

 Ust中継＝180名以上

主催 大阪府・大阪市

受託 NPO法人こえとことばとこころの部屋

 NPO法人地域文化に関する情報とプロジェクト

 NPO法人アートNPOリンク

12
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　大阪アーツカウンシル設立に向けた調査研究事業では、
つぎの項目について調査を実施した。

① 文化事業を行っている団体等調査
大阪府域で、芸術文化に係る活動をしている市民団体、実
演団体等400団体から、204団体を任意抽出し、質問紙によ
る活動概況調査を実施。
また、10団体には、直接ヒアリングによる調査を実施した。

② 芸術文化活動に対する助成制度調査
47都道府県および政令指定都市 20市の文化セクションに対
して、助成制度に関する調査を実施。
あわせて、民間の公益財団法人110法人と、主に地方公共
団体が設置する公益財団法人31法人に、おなじく助成制度
に関する調査を実施。

③ アーツカウンシルに関する既存資料の分析
これまでに日本語に訳されているもののうち、アーツカウン
シルに関する情報を収集し、制度について調査。

④ 「評価」制度についての提案
大阪アーツカウンシルが実施する事業の見直しにあたって、
評価の手法について、財団法人等で取り入れられている評
価手法について提案。

report_情報収集・発信・調査研究事業

大阪アーツカウンシル設立に向けた調査研究事業
Research toward establishment of the Osaka Arts Council

総 括

　一連の、大阪アーツカウンシル設立に向けた事業では、

左記の4つの調査を実施、報告を行う。

　とくに、大阪の政策は、全国の自治体、首長に対して影響

をおよぼす可能性があることから、調査報告書を全国自治

体に向けて配布することを検討している。

　アーツカウンシルの既存資料の調査では、大阪アーツカ

ウンシルと、本来アーツカウンシルと称される機関との違い

などにもふれながら、アーツカウンシルがとくに重視する

「アームズレングスの原則」などを紹介し、公共文化政策に

おけるアーツカウンシルの役割についてくわしく言及する。

　また、評価については、査定や行政監査の手法によって

芸術文化が選別されることのないよう、アート団体をエン

パワーしていく評価手法について提案を試みている。

　今回、大阪府市の依頼により、大阪府域で活動をしてい

る団体の活動実態を調査することになったが、これまで実

際にどれほどの団体が活動しているのか把握されていな

かった。この機会に我々が調べたところによると、大阪府

域だけで、抽出可能な団体は400団体を超えるた。当然な

がら、これら活動以外にも、オルタナティブな団体や、アン

ダーグラウンドで活動している活動体、グループ、アーティ

ストコレクティブなども存在していると思われることから、

相当数の活動が繰り広げられていることが分かった。

 報告書

大阪アーツカウンシル設立に向けた調査・フォーラム事業
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芸術文化を活動に含むNPO法人
芸術文化を活動に含むNPO法人総数
　定款に「学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活

動」を掲げている団体のうち、もっぱら芸術文化に係る活

動をしていると思われるNPO法人、および主たる活動領域

は異なっているが、芸術文化に関わりのある活動をしてい

ると思われるNPO法人を抽出。

　内閣府NPOポータルサイト、および各都道府県が開設

するNPO法人に関するウェブサイトの公開データをもとに

芸術文化を活動に含む団体を抽出した。

定款で判断が難しい団体については、当該団体のウェブサ

イトを参考にした場合がある。

　認証取り消しならびに、ポータルサイトから削除された

団体を解散団体とみなし削除したほか、名称変更、所轄変

更についても可能な範囲で修正している。

対象期間 2011年10月1日～2012年9月30日

アートNPO法人数 4,702法人

新規追加団体数 377法人

解散団体数  95法人

都道県を移動した団体 5法人

重複と思われる団体 1法人 （削除）

report_情報収集・発信・調査研究事業

アートNPO法人の設立数推移調査
Yearly transition of Arts-NPO

北海道　　155団体｜新規 16｜解散 2

青森県　　25団体｜新規 2 

岩手県　　33団体｜新規 7 

宮城県　　48団体｜新規 7 

秋田県　　21団体｜新規 3 

山形県　　22団体｜新規 なし 

福島県　　62団体｜新規 11 

茨城県　　59団体｜新規 8｜解散 6 

栃木県　　39団体｜新規 5｜解散 1 

群馬県　　68団体｜新規 2｜解散 1 

埼玉県　　121団体｜新規 10｜解散 1 

千葉県　　176団体｜新規 11｜解散 4｜転入2 

東京都　　1158団体｜新規 86｜解散 44｜転出 5 

神奈川県　241団体｜新規 16｜解散 3｜転入1 

新潟県県　52団体｜新規 3 

富山県　　21団体｜新規 1 

石川県　　32団体｜新規 1 

福井県　　24団体｜新規 2 

山梨県　　36団体｜新規 1 

長野県　　63団体｜新規 1｜解散 1 

岐阜県　　81団体｜新規 2｜解散 3 

静岡県　　142団体｜新規 14 

愛知県　　176団体｜新規 15｜解散 6 

三重県　　70団体｜新規 6 

滋賀県　　74団体｜新規 9 

京都府　　227団体｜新規 15｜解散 2 

大阪府　　282団体｜新規 20｜解散 3 

兵庫県　　188団体｜新規 15

奈良県　　55団体｜新規 5

和歌山県　29団体｜新規 2｜解散 2 

鳥取県　　26団体｜新規 1 

島根県　　29団体｜新規 1 

岡山県　　61団体｜新規 3｜解散 1 

広島県　　95団体｜新規 8 

山口県　　52団体｜新規 3｜解散 1 

徳島県　　43団体｜新規 5 

香川県　　37団体｜新規 4｜転入1 

愛媛県　　34団体｜新規 2 

高知県　　42団体｜新規 5 

福岡県　　169団体｜新規 16｜解散 5｜転入 1 

佐賀県　　33団体｜新規 2 

長崎県　　22団体｜新規 1｜解散 1 

熊本県　　41団体｜新規 4｜解散 2 

大分県　　60団体｜新規 5｜ダブり削除 1 

宮城県　　40団体｜新規 4 

鹿児島県　73団体｜新規 9｜解散 4

沖縄県　　65団体｜新規 8｜解散 2

2008 
2009
2010
2011
2012

3551
3849
4141
4421
4702
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　アートプロデュースの現場では、実践的な作業のノウハウ
も必要になりますが、それと同じほど、現代社会の中でアー
トの可能性をいかにとらえているのか、またその可能性を社
会のいかなる領域に、いかにして開いていこうとしているの
か、そういった「基本姿勢」がきわめて重要になります。こう
した基本姿勢が確立されていなければ、起こりうるさまざま
な状況と向かい合い、自身の行為の必然性を、説得力をもっ
て表現できなくなるからです。
　表現の糧学校は、アートプロデュースを実践する前に、表
現について考えるための学校です。前期は、《学ぶ講座》とし
て「ジェンダー」「資本制」「公共性」といった現代社会に言及
するうえで有効な三つの概念を学び、後期の《考える講座》
では、芸術／アートの現場で社会と向き合っている方々をお
招きし、一緒に考察を深めていきます。

　『私はここで、ちょっと立ち止まって、表現の力について考
えてみたいと思っています。太古の壁画や宗教上の聖典か
ら昨今の現代美術や工業デザインに至るまで、この世に生ま
れ出で、いまも日々生まれ続ける無数の表現によって、これ
まで世界は大きく変化してきました。表現が世の中に出て、
多くの人々の目に触れるとき、良くも悪くも世の中は変わりま
す。そして、芸術／アートは、そのような表現活動のまさに最
先端であり、壮大な実験であり、さまざまな可能性が探られ
る現場です。そこには、これからの社会を考え、変えるため
の、無数の可能性がひらかれているはずです。
　全体化してゆく今日の世界には、格差や分断、そしてそれ
らが引き起こす深刻な人間不信が充溢しています。この混
迷の中で、芸術／アート、表現の最先端にいる人々の「責
任」はこれまでになく高まってきている。私はそう考えていま
す。現在、表現について考えると言うことは、社会の諸問題
について考えると言うことを同時に意味するでしょう。換言
すれば、表現が社会と距離をおくとき、それはこの世界の現
状を「肯定する」ことを意味せざるを得ないのです。
　いまこそ学びが必要ではないでしょうか。
　私も含め、表現に携わる人々が、その「責任」を果たすため
に、いまもっとも求められていることは社会や世界について
学び、考え、そして日々実践することではないでしょうか。
　『表現の糧学校～思考のヒフ感覚～』では、そのために三
つのキーワードを用意しました。「ジェンダー」「資本制」「公
共性」です。しっかりと学び、議論し、日々の実践をエンパ
ワーするような学校を、今年も開催したいと考えています。

学校長　山田創平』

report_ワークショップ事業

表現の糧学校
ARTS NPO LINK School

第一講 2012年12月5日｜水　19:00－21:00
講師 五野井 郁夫

公共性
　私たちを覆う制度やシステムが巨大であればあるほど、

私たちはこれから先どのように生き、これからの社会をど

のように構想すべきなのか、途方に暮れてしまいます。ひろ

がる格差や、すすまぬ富の再分配。議会は社会のごく一部

の人々の利益のみを守ろうとしているかのようです。教育や

エネルギー行政はその問題の核心さえ見えず、市民は闇の

中で、巨大な社会の流れに身を任せるしかないかのようで

す。そして気付くと人々は、ますますばらばらで孤独になっ

ていきます。そのような時こそ原点に返って、今隣にいるそ

の人とどの様な関係をつくるべきなのかを考えるべきなの

かもしれません。これからの人間関係を考え、これからの

社会の可能性を考えるために、本講義では公共性という概

念の基礎とその可能性について具体的に考えます。

第二講 2012年12月6日｜木　19:00－21:00
講師 竹田恵子、山田創平

ジェンダー
　グローバル化、格差や貧困、戦争や紛争、差別やヘイトク

ライム…。世界を覆うそれら諸問題は資本制と深い関わり

を持っています。そしてその資本制を効率的に機能させる

ための社会システムとしてジェンダー（社会・文化的な性の

ありよう）があります。ジェンダーは資本制、民主制、公共性

といった現代社会の諸システムについて学ぶとき前提とな

る概念です。むしろこう言った方が良いかもしれません。

ジェンダーについての検討無しに、現代社会の諸システム

を理解する事はできないのです。しかしながら学問として

の「ジェンダー論」は社会の中で決して広く学ばれていると

は言えない現状があります。本講義では以上の問題意識に

立ち、まずジェンダーについて基礎から学びます。
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第三講 2012年12月7日｜金　19:00－21:00
講師 渡邊 太

資本制
　資本制や資本システムは、すでに私たちの生活領域を完

全に覆っており、そこから逃れることは不可能であるように

も思えます。デイヴィッド・ハーヴェイは「かつて自由は政治

的自由を意味していたが、新自由主義の世界では、自由は

市場と貿易の自由を意味する」と語りました。市場と貿易の

自由の結果、ごく一部の金持ちは際限もなく金持ちにな

り、大多数の貧しい者はますます貧しくなるでしょう。その

ような社会で、貧者はその生存そのものが危機に直面しか

ねません。つまり新自由主義的な自由は、その自由の名の下

に大多数の人々の生存の自由を奪っているのです。私たち

が生きる社会はすでにそのような段階に立ち至っていま

す。本講義では、マルクスから新自由主義に至る資本制の

基礎をふまえ、これからの社会を生きる私たちが、どのよう

にその巨大なシステムと対峙すればよいのかを考えます。

第四講 2012年12月26日｜水　19:00－21:00
講師 ブブ・ド・ラ・マドレーヌ × 芹沢高志

アートにみる家父長制
　アートプロデュースとはなんとも矛盾した言葉です。おそ

らく「アート」とは、人類のやむにやまれぬ思いの表れであ

るという意味で個人的なものであると言えるでしょう。一方

で「プロデュース」とはそれら個人的な物事を市場に位置

づけ、社会化し、家父長的に組織する作業ですから、「アー

トプロデュース」とは実のところ方向性の異なる二つの言葉

が合わさった妙な表現であると言えます。アートに偏重す

れば社会と距離ができ、プロデュースに偏重すれば資本の

論理に回収され表現は訴求力のないものになりかねませ

ん。昨今多用されるアートプロデュースという言葉には、そ

のような矛盾に対する自省や思考がどれほどあるでしょう

か。原点に立ち返って考えます。

第五講 2012年12月27日｜木　19:00－21:00
講師 イルコモンズ／小田マサノリ × 佐藤知久

アートと資本制
　優れた表現とは、それがわかりやすい形であるかないか

に関わらず、原理的に社会の規範を逸脱せざるを得ませ

ん。この逸脱はあるときはまさにその「他との違い」それ自

体により資本市場で富を生み、またあるときには「社会の

規範から逸脱する」がゆえに抑圧され無視されます。アー

ティストとはその双方の領域を絶妙なバランスで行き交う

人のことかもしれません。資本主義はアートや表現にとっ

て、可能性を与え、同時に可能性を奪う、しかしながらそこ

から立ち去ることはできない「危険な隣人」なのかもしれま

せん。資本主義社会におけるアートの可能性、アーティスト

の役割と責任について考えます。

第六講 2012年12月28日｜金　19:00－21:00
講師 砂連尾 理 × 照屋勇賢

アートと公共性
　家父長制や資本制といった社会を構成する権力構造と、

アーティストやアートプロデュースの現場はどのような関係

を結んでゆけるのでしょうか。表現によって権力に異議申し

立てを試みる営為はそもそもアートなのでしょうか。また逆

に社会問題や権力に対して何らアクションを起こさない

アートはすでにその存在意義を失っているのでしょうか。

アートは「個人の思い」を出発点にして実現が試みられる表

現様式です。しかし、その表現を誰かが目にし、耳にし、触

れた瞬間から、その表現ははからずも社会の中に位置づけ

られ、社会を変えてゆく可能性を持ちます。アートと社会と

の関係、別の言い方をすれば表現が社会を変えるというこ

と、表現が新しい市民社会を構想するということの今日的

意味について考えます。
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高千穂大学経営学部准教授、国際基督教大学社会科学研究所研究員。

1979年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、博士（学

術）。専攻は政治学・国際関係論。世界中のフェスやパーティ、現代美術の国

際展覧会、そしてストリートでの民主主義と公共性をめぐる芸術表現が現

行秩序の変更に与える影響を研究。立教大学法学部助教を経て2012年より

現職。著作に『デモとは何か̶変貌する直接民主主義』（NHK出版）など。

竹田恵子

立教大学兼任講師（身体人類学）、NPO法人アートNPOリンク理事。他論

文に「1990年代日本におけるHIV／エイズをめぐる対抗クレイムのレトリッ

ク分析―古橋悌二の言説を中心に」『年報社会学論集第24号』等。

山田創平

京都精華大学共通教育センター導入教育部門長・人文学部専任講師。

1974年生まれ。名古屋大学大学院修了。文学博士。専門は地域研究。ブ

レーカープロジェクト、東山アーティスツプレイスメントサービス実行委

員、NPO法人アートNPOリンク理事、アサヒ・アート・フェスティバル選考

委員。著書に『ミルフィユ04 今日のつくり方』（共著・赤々舎、2012）など。

渡邊 太

専門は文化社会学・宗教社会学。大阪国際大学講師。NPO法人地域文化

に関する情報とプロジェクト、NPO法人日本スローワーク協会、国際脱落

者組合（International NEET Union）にも関わる。文化の実験を通じた共

同性の構築、社会運動のネットワーク、人が生活するなかで生まれるねじ

れとよじれに関心をもつ。著書に『愛とユーモアの社会運動論』（北大路書

房、2012）、『聖地再訪生駒の神々』（共著、創元社、2012）、『カルトとスピリ

チュアリティ』（共著、ミネルヴァ書房、2009）など。

ブブ・ド・ラ・マドレーヌ

1961年大阪市生まれ。現代美術家。国内外のアーティストとの共同制作多

数。HIV／エイズやセックスワークに関するコミュニティ・ソーシャルワー

クにも携わる。2012年秋に都市社会学者の山田創平らとのユニットによ

る新作「水図」を別府にて発表。京都造形芸術大学ASP学科非常勤講師。

芹沢高志

1951年生東京生まれ。1989年、P3 art and environmentを設立。以後、現

代美術、環境計画を中心に、数多くのプロジェクトを展開している。アサ

ヒ・アート・フェスティバル事務局長。「デメーテル」(2002)総合ディレク

ター。「横浜トリエンナーレ2005」キュレーター。「混浴温泉世界」(2009、

2012)総合ディレクター。

イルコモンズ／小田マサノリ

1966年福岡生まれ。現代美術家、文化人類学者、メディア・アクティヴィス

ト、一橋大学大学院社会学研究課博士課程単位取得退学、東京外国語大

学アジア・アフリカ言語文化研究所特任研究員、中央大学兼任講師。[最

近の活動] アトミックサイト、怒りのドラムデモ、首都圏反原発連合

佐藤知久

京都文教大学総合社会学部准教授。1967年生まれ。京都大学大学院人

間・環境学研究科博士後期課程退学。博士（人間・環境学）。文化人類学を

専攻。Social Kitchen Working Group参加中。論文に「社会運動と時間　

アクトアップにおけるエイズアクティビズムの生成と衰退」（西井凉子編

『時間の人類学』世界思想社、2011）他。

砂連尾 理

1965年大阪市生まれ。振付家／ダンサー。舞台活動だけでなく、障がいを

持つ人や老いた人、臨床哲学者、インタラクティブメディア・アーティスト、

ロボット工学者等とプロジェクトを行う。現在、宮城県名取市閖上地区の

避難所生活者の声を集め、アーカイブ化、舞台化する計画を進行中。立命

館大学、神戸女学院大学非常勤講師。

照屋勇賢

1973年沖縄生まれ、ニューヨーク在住。ニューヨークのスクール・オブ・

ヴィジュアルアーツ修士課程修了。世界各地の展覧会に参加し、国内外で

評価される。2002年オールドリッチ現代美術館にて新人賞受賞。2005年、

ニューヨークのPS1にてGreater New York 2005や横浜トリエンナーレ等

で注目を集める。2011年、モスクワビエンナーレ、2012年にはシドニービエ

ンナーレに参加。



総 括

　東日本大震災以降、原発をめぐる諸問題とその議論を俯

瞰するなかで、原発推進を唱える主張には、多分に男性中

心主義が根底にあるように思えた。それは、混迷を極める

軍事基地の問題や大規模公共事業にみられるような、男

性中心的価値観に基づく効率性と暴力によって経済的権

益を拡大する発想と同じ性質のものであり、コミュニティを

二分させることによって社会的弱者を生み出し、それら弱

者に対し社会的犠牲を強いることによって成り立つ社会を

依然として肯定するものである。

　ひるがえってアートの状況をながめてみると、あたかも原

発問題に対して言及しているかのようにみえるアートであっ

ても、じつは自分たちの価値を増殖させることを目的に利

益誘導しているのではないかと訝しくなるような行為が、東

京発のメディアを中心にもてはやされていた。

　原発にしろさまざまな社会問題にしろ、その根底にある

のはジェンダーであると、あまたの研究者が指摘して久しい

が、アートの現場には、その声に耳を澄ます土壌が培われ

ていないのではないかという疑問があった。1990年以降、

地域社会に介入するアート・プロジェクトが実践されてきて

いるが、それら社会介入を伴うアート・プロジェクトをプロ

デュースするにあたって語られることは、マネジメント・スキ

ルの話しが中心であり、ジェンダーを同じ土俵にあげること

は稀である。

　アート・プロデュースを学ぶ講座である「表現の糧学校」
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概要

日時 2012年12月5日̶7日、12月26日ー28日

会場 アサヒ・アートスクエア

 （東京都墨田区吾妻橋1-23-1 4F）

来場者数 合計 134名

 第一講＝17名

 第二講＝12名

 第三講＝30名

 第四講＝27名

 第五講＝22名

 第六講＝26名

は、ジェンダーを社会の諸問題の中心核であると捉え、公

共性（民主制）と資本制をテーマに、それぞれレクチャーと

対談をおこなった。

　アート・プロデュースを学ぶ講座でありながら、ジェン

ダー、公共性、資本制をテーマにすることは、少々混乱をき

たしかねない上に、訴求力的な観点からみると来てもらい

たい層（アートファン）に届かないという懸念はあったが、あ

えて実直におこなってみた。案の定、参加者数は少なく、今

後の課題として残ったままであるが、講座の内容は今日の

社会を考えるうえで示唆に富むものであったと自負してい

る。この講座の内容をテキスト化していくことが望まれる。
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　2011年3月11日に発生した「東日本大震災」による未曾有
の大災害をうけ、2011年3月19～20日、「わたしたちに、でき
ること」をテーマに全国アートNPOフォーラムin鳥取を開催
いたしました。そこでは、長きにわたる復興への道のりにおい
て、それぞれの場で、いまじぶんたちにできることを、そし
て、アートにできることを考え、実践していくことの決意を表
明し、互いの連帯を約束しあいました。

　NPO法人アートNPOリンクは、この約束をかたちにする
べく、アーティストならびにアートNPOの表現の回復を推進
するプラットフォーム「アートNPOエイド」を立ち上げまし
た。このプラットフォームでは、アーティストやアートNPOに
よる復興に向けた取り組みや、被災した地域に住まい活動し
てきたアートNPOの活動再開を応援するため、活動支援を
目的とした寄附募集やウェブメディアをはじめます。また、災
害を逃れ避難しているアーティストの活動や、受け入れNPO
への支援や情報提供なども積極的におこなっています。

report_その他目的を達成するために必要な事業

アートNPOエイド事業
Restoring the power of expression – Arts NPO Aid

活動支援プログラム

2012年度寄附金額｜1,224,328円
Donation : 2012.4.1 - 2013.3.31
Operating costs - Arts NPO Aid (10%) : 122,433円

2011-12年度寄附金総額｜6,928,240円
Donation : 2011.4.11 - 2013.3.31 （2カ年）
Operating costs - Arts NPO Aid （10%） : 1,173,350円

2012年度支援金額｜750,000円
Support Progrums : 7プログラム

- いわきぼうけん映画祭

- MMIX Lab / 3.11NPO+

- PRAY + LIFE

- プロジェクトFUKUSHIMA!映像記録

- ドキュメンタリー映画「なみのこえ」

- パルシック／春祈祷・小室契約会

- 遠藤一郎／やっぺし祭

2011-12年度支援金総額｜4,111,455円
Support Progrums : 全16プログラム

- ビルド・フルーガス

- NPO法人東北の造形作家を支援する会／そあとの庭

- NPO法人記録と表現とメディアのための組織［remo］

- ENVISI

- 出来事のホームページ

- ズッキィニ

- TSUMUGUプロジェクト

- 11.3プロジェクト

- ダンスボックス

- いわきぼうけん映画祭

- MMIX Lab / 3.11NPO+

- PRAY + LIFE

- プロジェクトFUKUSHIMA!映像記録

- ドキュメンタリー映画「なみのこえ」

- パルシック／春祈祷・小室契約会

- 遠藤一郎／やっぺし祭

（支援可能残額｜1,643,435円）



20

伝えるプログラム

活動レポート｜ビルド・フルーガス × 出来事
のホームセンター
Interviewee : 2012.5.26

- 髙田彩、篠塚慶介、中島佑太

活動レポート｜MMIX Lab / 3.11NPO+
Interviewee : 2012.7.10

- 村上タカシ

活動レポート｜ドキュメンタリー映画『なみのこえ』
Interviewee : 2012.8.19

- 濱口竜介、酒井耕

活動レポート｜NPO法人東北の造形作家を支
援する会／そあとの庭
Interviewee : 2012.8.20

- 藤原久美子

活動レポート｜11.3 Project
Interviewee : 2012.8.21

- 加藤翼

活動レポート｜いわきぼうけん映画祭
Interviewee : 2012.11.18

- 増田伸夫

活動レポート｜春祈祷・小室契約会
Report : 2013.2.10

- 樋口貞幸

コラム｜回復力の表現～アートNPOエイドによ
る自治の問い直し
Column : 2012.6.19

- 山口洋典

コラム｜「これからの社会を考える」ということ
Column : 2012.7.13

- 山田創平

アーティスト・インタビュー｜白諦
Interviewee : 2012.9.20

- 白諦



活動レポート｜ビルド・フルーガス × 
出来事のホームページ

　「ビルド・フルーガス『飛び出すビルド！』」（宮城県塩竈

市）と、ビルド・フルーガス所蔵作品の保護と塩竈と前橋の

地域間交流に取り組まれた「『文化保護縫合プロジェクト』

（任意団体・出来事のホームセンター）」（群馬県前橋市）に

ついて、ビルド・フルーガス代表の髙田彩さん、篠塚慶介さ

ん、出来事のホームセンターの中島佑太さんに、これまでの

活動についてお話しを伺った。いずれも、アートNPOエイド

活動支援プログラムを通じて、活動支援金をお渡しさせて

いただいている。

この1年間の活動を振り返る

髙田彩（以下、髙田）｜ビルドフルーガス自体が、津波の被害

を受けたということもあり、すぐ支援できる状況にありませ

んでした。でも、自分たちにできることとして、避難所のこど

もたちへの文房具の配布*1、ミニシアターの出張上映会*2

やアートワークショップ*3をやりました。

篠塚慶介（以下、篠塚）｜はじめは、支援をするというより

も、自分たち自身が立ち上がろうという意味合いが強かっ

たんです。

まずは自分達に負担のない形で、少しずつ前を向いて日常

生活を取り戻しながら、周りの人たちのため、友達のため、

家族のため、そして家族の友人のためと、ちょっとずつ支援

の輪を広げて行こうと文房具の配布や映画上映というのを

はじめました。

中島佑太（以下、中島）｜僕は、瓦礫撤去作業を手伝うつも

りで現地に入りました。髙田さんたちがこどたちのために文

房具を集めているというのを聞いて知っていたので、中古品

の文房具を集めて持って行きました。直接津波を体験され

た方が、こんなにも早く自分達で立ち上がって動いてるん

だ！ということに驚いて、僕たちが支援活動をするんじゃな

くて、地元の人たちが立ち上がって活動することをアシスト

できないかと考えました。

髙田｜それと同時進行で「はこび」*4が始まったんですよね。

中島｜そうそう。髙田さんたちと一緒に避難所に文房具を

持って行ったときに、ちょうど停電していたということもある

かもしれませんが、やっぱりというかなんというか、避難所

の雰囲気が重く感じたんですね。この重さはなんだろうと。

みなさんのご好意で届けられた物資の入った段ボールが、

開けっ放しになって置かれていて、誰でも持って行けるよう

になってるんですけれど、僕らからしたら、それがちょっとド

キッとする雰囲気。

髙田｜届けるまでの意図や想いと、現地に物資が届いた時

の状況にギャップがありすぎたというか…。そのギャップを

埋め合わせることができたのが「はこび」です。ただ段ボー

ルに入れてものを配るのではなくて、キッズコーナーみたい

にキレイにできたらいいねということで、パステル調のカ

ラーで段ボールを塗って届けました。

中島君たちとの関係は、そこから始まりました。

中島｜ビルド・フルーガスで、お茶を呑んでいたときに、ちょ

うど余震があったんです。余震があると津波が来るんじゃ

ないかという緊張感から、みんなパッと身構えるんですけれ

ど、そのとき髙田さんの口から出た言葉が、「どうしよう、津

波が来たら作品が！」ということでした。僕もアーティストだ

から作品がすごく大事なのは分かるんですけれど、作品より

命だろうとどうしても思うじゃないですか。

ご商売でもあるし、好きなことでもあるから作品のことを大

事にしている気持ちがあるのはわかるんだけど、もしそれで

一歩出遅れて命を失ったらどうするんだろうと思って。それ

で、もし前橋で作品を預かることができれば、そういうこと

もないかなと。当時は、わりと軽いノリでそんなことを話して

たんですが、前橋の学芸員からもそれが実現できればいい

かもしれないとアドバイスをいただいたりして、実現するた

めにどうしたらいいかと考えるようになりました。そして、た

だ預かるだけじゃなくて、こっちで展覧会ができたらいいん

じゃないかと思ったんです。

篠塚さんが、「自分たちの日常を一日でも早く取り戻すって

おっしゃってましたが、その日常っていうのはどこにあるの

かと考えると、もしかして展覧会を準備するってことかもな

と。企画書をつくって、DMを準備して、広報して、プレスリ

リース出して…。前橋という遠隔地であっても、あたりまえに

やってきたことを、もう一度取り戻すことで、いままでのリズ

ムが思い出せるんじゃないかなと考えました。

もちろん、現地はそういう状況ではないですから、ちょっと

でも展覧会のための必要な用語が使えるだけでもいいん

じゃないかな、と。「文字校どう？」みたいな、そういう専門的

な言葉を使えば、日常に早く戻れるかなと思って提案をし

たのがはじまりでした。そして、作品といっしょに塩竈の人

が前橋に来れば、そこに交流が生まれるだろうし、被災地支

援ではあっても、もっとポジティブに、その先にある地域間

交流のようなクリエイティブな関係づくりができるんじゃな

いかなと思ったんです。

作品を展示するだけじゃなくて、お客さんには食べ物を持ち

寄ってもらったり、ワークショップの企画をもちよってもらっ

たり。塩竈から人に来てもらって、ご挨拶をし、名刺交換を

し、酒を呑み…そこから、いろいろなアイディアを交換し合う

というのを、昨年の夏ぐらいにやりました。*5
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前橋の方 と々地域間交流をやってみて

髙田｜去年は、計画していたようで、じつは計画していな

かったんです。その場その場の状況に対応して取り組んで

いたことなので、振り返りがすごく難しい。今年の4月になっ

てから、マインドがリセットされたような感覚です。今思う

と、３月までは、自分の心の復興がおこなわれていなかっ

たので、まだ被害妄想もあったかもしれません。

たとえば、地域間交流に関しても、去年取り組んだときは、

自分たちの活動の復興にもなるんだというのがモチベー

ションになって動こうとしていました。去年の時点で、展覧

会を企画するとか、チャリティー展をしていますというの

も、すべてに対して「本当の支援とはなにか？」「立ち上がる

にはどうしたらいいか？」という自問自答が多かったなぁと

感じます。それが今日、「地域間交流」を目的に前橋いるこ

とが、当たり前に感じていて、「つぎはこれでしょう！」と「や

りたいこと」として、純粋に事を進めている自分に、心の混

乱を感じてしまうほどです。

中島さんに改めてプレビューしてもらうと、「ああそうだ、あ

のときはああいう状況に私はいたんだ」という感じなんで

す。いまの心の状況も、まだ復興過程の段階なのかもしれ

ないので、自分が正常な状態なのかわからないですし。自

分は精神的にも立ち上がったと思っていましたが、この4月

になって、昨年は無我夢中に現状に向き合って突っ走って

いたんだなぁと改めて感じます。いまは逆にすごく楽しくて

明るいんですよね。これは内面的な話しなんですけれど。

まだ私は、自分で企画しているという感じではなくて、誰か

を支援出来ているかもわからないです。一緒に動かせても

らうことでリハビリになっていて、このリハビリがいつ自分

主導で誰かをリードできるかは、まだわからない。まわりか

ら提案をいただきながら動き続けているという状態です。

人の心ってこんなに変わるんだっていうぐらい、去年とメン

タリティが違うんです。つぎどういうふうに展開していける

のか、自分たちが被災地という感情を背負わなくなったと

き、どういうメンタリティなのか楽しみだったりもします。

いまは、地域間交流をやらせていただいていて、支援する

側、支援される側という関係じゃなくなろうとしている関係

性を実感しています。

中島｜もしアートNPOエイドのサポートがなくてもやってい

たとは思いますが、やっぱりやりにくいことって出て来ちゃ

う。被災地支援ってどうしても応急的でニーズが分からな

いですよね。行って初めて、「こんなところにこんなニーズが

あるのか」というのが常だし、行く時期によっても違う。「こ

んなことやっていいのか俺？」と、半信半疑な状態でやっ

ているところがあるんです。もちろん、基本自費でやろうと
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いう思いではやっていますが、保証していただくことで、

「やっていいのかな」と思える部分がすごくありました。勇気

になるというか。

篠塚｜髙田さんが先ほど言ったように、あんまり覚えていな

いということが確かにあります。節目節目でこういうことを

やったなというのは、すごく覚えているんだけど、裏にある

日常生活のことって、あんまり覚えていなくて…。最初に、文

房具を配ろうと思ったときのことは覚えているんだけど。

髙田｜そう、あのときの感覚は思い出せない。恐怖とかもい

ろいろあったけれど、あの感覚っていうのは、あのときしか

ない。

人間の忘れる能力って本当にすごくて（笑）。自分の性格な

のもしれませんが、前に進むには、リセットするんだなと思

いました。不思議ですよね。

以前アートNPOエイドでインタビューを受けたときの動画

をみていると、あのときはこういう感覚で話してたんだなと

客観視できるぐらい。あのときに戻るんではなくて、客観。

その意味でも記録って大事だなと知ることができました。

地域間交流はまだはじまったばかりですが、いままで自分

の中でプロジェクトと捉えてなかったのが、いまはいい意味

でこのプロジェクトを成功させたいという欲が出てきまし

た。欲って大事だなと（笑）。それが日常性を取り戻すという

ことに、自然にシフトしてきています。

篠塚｜去年一年間、高田さんと一緒に文房具を配り始めた

ころに、僕のなかで目標にしていたのは、まずは手をあげよ

うということでした。手をあげないと、誰も見向きもしてくれ

ないし、そこに何が必要なのかもわからない。支援よりもま

ずは自分たちで手をあげて、「ここに塩竈がありますよ」、

「篠塚がいますよ」、「髙田彩がいますよ」、私たちはここにい

て、玄関を開けていますよということを示そうと思いまし

た。するとそこに中島君とか、いろんな人たちが来てくれて。

今度は、僕らの方から前橋の開いている玄関に向かって行

く。お互いのルートができ、お互いにどういう人がいるのか、

どういう技術がここにあるのか、どういう地域の特性があ

るのか等、去年1年間かけてゆっくりわかってきました。

これからはたぶん、あげた手を一本一本つないで行くような、

そういうイメージでやっていくのがいいのかなと思います。

髙田｜被災した経験からのこの感覚は自分でも初めてのこ

とで、私も被災するまでわからない感情と感覚です。この

経験を、声としてあげていく。もう立ち上がれるのか、どのよ

うなメンタリティになっているのか等、繊細な部分を伝えて

いきたいですね。

その状況を伝えることで、現地のニーズや震災ということを

少しでも理解してもらえるかもしれない。そういう役割も忘

れてはいけないと感じています。貴重な経験をしたので、

それは意識的に伝えていきたいなと思っています。

中島｜僕の場合は、それを前橋の人にも知ってもらいたい

という思いがあります。被災地と前橋は、遠いといえば遠い

ので、気軽に泥かきにいける距離でもなかった。みんなテ

レビで見ていて、もどかしい思いをしていた状況だったか

ら、「はこび」は、前橋のアーティストができることをつくると

いう意味でも機能していた。アートNPOエイドで支援しても

らった「文化保護縫合プロジェクト*6」をやって、こっちでな

にができるのかということをアーティストや美術関係者が

考えることができたんですよね。

ただ、今回の活動に取材をしてもらったんですが、被災地

支援というところが冠になってメディアが食いついて来てい

る感じがあるんです。それを、いつどのタイミングで、「被災

地支援じゃないですから、勘違いしないでください」と言え

るのかというと、前橋はまだまだかもしれないですね。もち

ろん、半分は支援なのかもしれませんが、被災地支援じゃ

なくて、交流ですから、ただの交流ですからっていつ言える

かな。

篠塚｜住んでいる人からすると、宮城県とか塩竈がどういう

風にみられているかわからない。自分達的には元気でやっ

ているつもりでも、いまだに被災地とか、すごい被害があっ

た地域と思われているのかもしれないし…

髙田｜以前、記者さんと話しをしていて、塩竈は被災具合が

少ないから取材しづらいと伺って、それはそうかもしれない

けれど、でもやっとここまで塩竈は立ち上がったんだよと。

塩竈は大丈夫でしょと思われる場所であるからこそ、自分

たちで塩竈を支えていかなくてはという思いはあります。

篠塚｜そうだよね。モノの被害と気持ちの部分での被害が

比例しないからね。

髙田｜助けてほしいとか、ひどい事を言われたと言ってるわ

けでなくて、自分たちでちゃんと前に進んでいこうと。塩竈

は自分たちの街なのだから、塩竈に対してケアできること

は、自分たちでちゃんと取り組みたいなと思いました。
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日時 2012年5月26日

会場 前橋市

インタビュイー 髙田彩さん（ビルド・フルーガス）
 篠塚慶介さん（ビルド・フルーガス）

 中島佑太さん（現代芸術家）

インタビュアー 樋口貞幸（アートNPOリンク）

篠塚｜僕らがすごいというつもりはないけれど、僕らが手を

あげることで、大漁旗をもっている人や市役所の人、商店街

の人とかが、わたしもわたしもと一緒に手をあげてくれまし

た。今回の交流のプロジェクトにも、そういう人たちがこれ

から重なって行く予感がします。

中島｜前橋は、まだ追いついていない感じがします。塩竈が

すごくうらやましい。高田さんの人柄と僕の人柄の善し悪し

があるんでしょうけれど（笑）

街がでかい分、押しても響かないところもあります。でも今

回、関根さんという前橋の傘職人さんが、塩竈の大漁旗で

日傘をつくるというコラボレーションができました。まだ一

店ですけど、僕も前橋に住んでいてそういう経験がつくりに

くかったので、外からの流れで街の人とつながれたのは、す

ごく嬉しいです。

塩竈に学ぶところがすごくあるから、こういう活動を通し

て、お互いの地域の問題だったり、いろいろなところを見つ

める機会になっていければなと思っています。

髙田｜群馬と宮城の違い、文化の違いがすごく分かっておも

しろい。芸術もそうですけど、地域の人と関わったりするこ

とで、文化の違いを共有できるのはいいですよね。

寄付者のみなさまにメッセージをどうぞ

髙田｜自分は芸術文化に携わっているので、芸術文化に対

してがんばれと支援して頂くことで、勇気をもらいました。

芸術文化の重要性を信じ社会的に活動する人々を応援して

くれているお金だと私は捉えていて、普通の寄附金とはま

た違う意味合いを感じました。そういうことを信じてくれる

方々の存在や力、芸術文化で立ち上がれると思えたのは大

きかったです。

責任もあります。ぜったい無駄にはしないというか、必ず文

化の必要性や可能性、できることを自分たちの活動を通し

て提示していきたいと思っています。ですので、引き続き、

芸術文化を信じて応援くださいという想いです。

中島｜震災直後から、アーティストになにができるのかとい

うことがアート業界でよく話題になりましたよね。僕はどち

らかというと、それはやるべきではないと思ってスタートし

て、結果的にこうなっているんですが、アーティストが現地

に行くと見えて来るものがあると思うし、アートとかアー

ティストの社会的役割や社会的責任みたいなものが、拡張

される機会にはなったと思うんですよね。それがよかったの

か悪かったのか、これからどうなっていくのかは、いまはま

だ分からないかもしれませんが、とくに僕ら若手にとって

は、ヘンな言い方かもしれませんが、いい機会になったと思

います。

これからのアートは変わって行くのかなと思うと、その局面

をみられたのは僕にとって貴重だったし、なによりも僕の場

合は、塩竈の人たちとつながれたというが一番大きいです。

篠塚｜いままで、たとえば絵を描くとか、彫刻をつくるとか、

きれいなものをつくるとか、そういうのが芸術、アート、デザ

インと言われることが多かったと思います。

ですが、今回支援して頂きながらいろいろと動いていく中

で、個人個人が社会の中でいろいろな役割をもっていて、

それぞれが関わっている地域になにをしていけるかを考え

て行動していくこと自体がクリエイティビティーであって、文

化芸術的な活動なんだなと改めて痛感させられました。

今回、それを信じて支援してくださっているので、私たちに

とっても、励みになりましたし、これからもっと活動を広げ

ていこうという思いが強くなりました。

*1 文房具セットの配布：東日本大震災の発生直後からチャリティーで全国

各地から文房具を集め、避難所のこどもたちに届ける活動を行っていた。

*2 *3 飛びだすビルド！のワークショップ：2007年にスタートした出張アー

トワークショップ。

*4 はこび：支援物資を整理する段ボール箱にカラフルな絵を描き、避難所

に届けるプロジェクト。

*5 *6 文化保護縫合プロジェクト：塩竈の文化と前橋の文化を縫い合わせ

ていく地域間交流被災地支援アートプロジェクト。
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活動レポート｜
MMIX Lab ／ 3.11NPO+

　仙台最大規模の仮設住宅「あすと長町ニュータウン」で、

「アート・インクルージョン」を展開するMMIX Labの村上タ

カシさんに、これまでの活動についてお話しを伺った。

この活動は、アートNPOエイド活動支援プログラムの支援

対象活動として寄附を募集している。「3.11NPO+による支

援」をご覧いただきたい。

アートNPOエイド活動支援を受けて、どのような活動をし
て来られたか

村上タカシ（以下、村上）｜3月11日以降、必要に迫られて、炊

き出しや緊急支援物資の配送など、いろいろな支援活動を

やってきました。震災から数ヶ月経って落ち着いてきたとこ

ろで、ようやくアートで何ができるだろうと考えられるように

なりました。避難所から仮設住宅へと生活が移っていく中

で、アート・ワークショップや、子どもの支援プログラムと

いったソフト事業による支援をしていくことにしました。アー

ティストが小学校や児童館を訪問し、アート・ワークショッ

プをする「アートポンプ計画」、仮設住宅でのアートプロジェ

クト「アート・インクルージョン in ながまち」などを実施して

います。

アート・インクルージョンというプロジェクトは、震災前の

2010年11月から仙台長町で展開しているプロジェクトで、

アートと福祉とまちづくりをテーマに、年齢や性別、国籍、障

がいなどに関わらず、アートでまちを元気にしようと始めま

した。アートNPOエイドの活動支援は、アート・インクルー

ジョンのなかの、とくに高齢者向けや子ども対象のアート・

ワークショップに活用させていただきました。

このアート・インクルージョンは、仙台を拠点に活動する障

がい者支援NPOのほっぷの森や生活困窮者支援NPOのワ

ンファミリー仙台、音楽系の人や僕のような美術家など、い

ろんな人が参加する実行委員会が運営しています。当初は、

年1回長町のまちなかで開催する予定でしたが、2011年3月

に大震災がおき、長町に仮設住宅ができたことから、新しく

住民になった方も交えたアート・インクルージョンを、仮設

住宅なども会場にしてやろうということになりました。

アート・インクルージョンは、どういう活動？

村上｜プログラムは、ワークショップが多いですね。アート・

インクルージョンは、継続的に開催することに意味があるの

で、震災以降、6月、8月、10月、そして12月にはクリスマスプ

ロジェクトもやりました。アーティスト・開発好明のデイリ

リーアートサーカスという、トラックにアート作品を詰め込ん

で移動する展覧会があるんですが、それとジョイントする形

で、高橋士郎さんのソフト彫刻を仮設住宅の広場で展開し

たりもしました。ソフト彫刻は、何メートルもあるゴリラやゾ

ウのバルーンの彫刻作品で、子どもたちが遊べるようになっ

ているものです。クリスマスには、ロウソクをつくるワーク

ショップなどもやりましたし、サンタクロースと子どもたちが

遊んだりもしました。横浜からはL PACKが、おいしい珈琲

を淹れにきてくれたりということもありました。

どういう人が参加している？

村上｜長町にある「あすと長町仮設住宅」に住んでいる方で

す。おもに、高齢者の方が多いですね。未就学児童もいます

が、若い世帯の多くは、みなし仮設に住んでいるので、仮設

住宅には高齢者が多くなります。この仮設住宅には、233世

帯入居していますが、子どもは数えるほどしかいません。子

どもワークショップには、近隣の子どもたちも参加してくれ

ています。

あすと長町仮設住宅は、仙台市の敷地のため、仙台市で被

災した方を対象に建てられました。仙台市は、阪神淡路大

震災の教訓から、集落やコミュニティがバラバラになってし

まわないよう、最初は10世帯単位での入居を受け入れまし

たが、それが足かせとなって、あまり入居が進みませんでし

た。その後、条件を緩和し、仙台市、宮城県のみならず、福島

などから避難してきた家族も受け入れるようになり、いまは

ほぼ埋まっているそうです。

あすと長町仮設住宅の自治会は、非常に早い段階で立ち上

がっていました。5月に仮設住宅が完成して、6月のアート・イ

ンクルージョンに向けて自治会長さんと打合せをしたわけ

ですから、他の仮設住宅に比べても早かったのではないで

しょうか。

自治会が窓口となってくれたこともあり、ワークショップもう

まく進めることができました。プロジェクトをやっていると、

当然ながら住民とも話す機会が増えてきます。いろいろな

話しを伺うなかで、私たちの一方的な想いではなく、住民の
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日時 2012年7月10日

会場 ニッセイ基礎研究所

インタビュイー　 村上タカシ（MMIX Lab）
インタビュアー　 樋口貞幸（アートNPOリンク）

要望を伺って可能な範囲で対応したり、市に伝えたり、他の

団体を紹介したりしています。要望は、住宅環境に関する改

善要望などが多く寄せられますね。

その他の活動について

村上｜2011年の6月中旬ぐらいから、仙台市の市民協働推進

課と協働するプロジェクト「3.11メモリアルプロジェクト」を

やっています。災害の記録は、多くの方が写真や映像で残し

ていますが、現物がない。瓦礫が無くなっていくなかで、残

すものは残すべきだということを行政と話しをして、理解を

してもらいました。巨大な船などは行政とやり取りをし、道

路標識のように車で運べるくらいのものは、車にいれて保管

するという活動を始めています。それらを回収して保管する

と同時に、そのような活動がなぜ必要かというのを理解して

もらうための展示報告やコンセンサスを形成するための

トークセッションなどをやりました。そのときに、アートNPO

エイドが無償貸出しているポータブル音響セットをお借り

することができ、助かりました。ほかに、津波で失われた桜

の木を植樹する「桜3.11_学校プロジェクト」なども行ってい

ます。

仮設住宅は、整然と無機質な建物が並んでいるので、住宅

の前を通学する小学生たちに「なんだろうここは？」という

印象があったらしく、それを聞いた住人がショックを受けた

ということがあったそうです。仮設だとしてもそこに住んで

いるわけですから、そこをいかに心地よい場所にしていくか

というのを考えたい。あすと長町仮設住宅の自治会長さんと

相談するなかで、住宅の壁面に絵を描きましょうということ

になりました。仙台市からも許可が降り、中川和寿という若

いアーティストらと組んで壁を彩るプロジェクト「仮設住宅

ラッピング計画」が始まっています。233世帯あるうちの、13

棟の壁面全部を彩る予定で、いま7面まで完成しています。

寄付者のみなさまにメッセージを

村上｜こういう活動をしていくためには、一過性のものでは

なくて、継続してやっていくということが大事だと思います。

ただ、どうやって継続していくのかはまだまだ大きな課題で

すが…。

こういう大きな災害のときは、アートの出番じゃないだろう

と思ってしまいますが、アートって幅広くて、いろんな切り口

や展開の仕方があります。たいへんな状況だけれど、アート

に触れるなかで希望をもってもらいたいと思っています。

仙台だけじゃなくて、福島も、岩手も、青森もまだまだ多くの

問題を抱えていて、なかなか進まない状況ではありますが、

できる人が出来る範囲で復興を進めて行くしかありません。

被災地に入って身体を動かして手伝う人もいれば、アイディ

アで協力する人もいるし、資金的に支援してくれる人などい

ろいろあると思いますが、とにかく忘れないでいてもらいた

いということに尽きます。

現地でがんばっている人がたくさんいますが、5年、10年と

長期戦になると思います。一歩一歩進んでいます。引き続き

支援をお願いできればと思っています。
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活動レポート｜
ドキュメンタリー映画『なみのこえ』

　津波被害者へのインタビューを通してドキュメンタリー映

画を制作する二人の映画監督、濱口竜介さんと酒井耕さ

ん。「なぜそこに住み続けるのか」という素朴な疑問から、ド

キュメンタリー映画「なみのおと」とその続編的映画「なみ

のこえ」がうまれた。彼らの被災地での活動と、いまの思い

を語っていただいた。

アートNPOエイドの活動支援によってできたこと

濱口竜介（以下、濱口）｜仙台に拠点をもって、インタビュー

記録をしています。活動支援金は、その滞在費に使わせて

いただくことができました。

「なみのおと」という映画をつくりましたが、それは、東北沿

岸部で津波の被害を受けた方にインタビューをしたもので

す。去年の8月くらいで「なみのおと」はいったん一区切りを

付け、11月くらいから新しく「なみのこえ」のインタビューを

再開しました。「なみのこえ」は、宮城県の気仙沼市と福島県

の新地町に地域を絞って、それぞれ10人ほどの方のかなり

長いインタビューを撮っています。東京出身の我々が活動で

きているのは、ここに拠点があるからです。

酒井耕（以下、酒井）｜気仙沼と新地町を行ったり来たりし

ています。同じ地域に何回も行くということが出来たのは、

仙台に拠点を持てたから。一回行っても、何も聞けないとき

もあるので、こっちにずっといないと撮れないものがあるん

です。

あと、人に合わせることができますよね。仕事をしていたり、

違う生活リズムを持った人と会うので、こちらが相手に合

わせることができました。

濱口｜「なみのこえ」以外にもうひとつ民話の記録の活動も

しています。宮城県の山間部に伝わっている口承、口伝えの

民話です。民話の採話活動を長年やっておられる「みやぎ

民話の会」の方たちと一緒に、民話の語り手による〈語り〉

の記録活動をしています。これは、津波の被害のインタ

ビューとつながると思ってやっています。そこに、どうやって

これから先に津波のことを伝えていくのかというヒントがあ

るような気がしていて。

酒井｜民話は、辛い生活を反映していたり、語りにくいもの

を別の形で語ってる。その〈語る〉ということを通して、いま

でもちゃんと伝わってくるものがあるんですよね。

濱口｜そう。権力の抑圧とか、厳しい生活環境の中で、直接

的に表現できないこととかが、民話に託されて残っていた

り。

民話の記録と「なみのこえ」に通じるテーマは、〈聞く〉とい

うことです。伝えるということばかり考えると、どうしても発

信するという方向に考えてしまいがちなんですが、伝える方

法として、絶対になきゃいけないのは、聞くという行為なん

です。

ちゃんと聞いてくれる人がいるという中でしか、発されない

ものがあって、そういうものしかむしろ残っていかない。



28酒井｜聞いてくれるという信頼関係のもとにしか語れない

んだなというのがよくわかります。

今回の撮影は、非常に長いスパンでやることができました。

「なみのおと」の撮影は1ヶ月ぐらいでしたが、今回の「なみ

のこえ」は、ほぼ10ヶ月かけることができました。

時間を待つと出て来るものがあるし、時間が経ったことで

出て来なくなるものもあります。出て来るものと、出て来な

くなるものを合わせながら話しを聞くことができました。

濱口｜忘れたり風化したりということが起こりはじめている

なかで、聞くということができました。

酒井｜話してください、教えて下さいというと、やっぱりみん

な思い出そうとしてくれるんです。ほぼ1年たったいま、日常

の会話のなかでほとんど語られなくなった震災当時のこと

を、もう一回語ってもらうということは、逆にいうと、こうい

う機会がないと話すこともないのかなという気がします。

僕らがインタビューでやっているのは、聞きたいとお願いす

ることと、言葉が出て来るのを待つということ。

伺っても聞けなかったことが、何度か通うことで聞けるよう
になるとは？

濱口｜最初は、情報しか聞けなかったりします。民話にして

もお話ししか聞けないんですよね。でも、民話の背景にはい

つも〈暮らし〉みたいなものがあるんです。そのときの暮ら

しが、民話を語らせているといってもいいと思います。

たとえば、嫁姑の民話を語るときに、現実の関係を思い浮

かべながら話されていることに気付いたり、暮らしの厳しさ

がこの話に反映されているんだと分かったり。

インタビューでも、単に何が起きた、という情報じゃなくて、

それが起きていたときにどういう気持ちだったかを伺える

ようになりました。

酒井｜いままで出て来なかった言葉が出て来くることってあ

るんです。

言いたくなる瞬間をどうつくるか。「伝えたいことはなんで

すか？」みたいなことは、聞いてはいけないし、本人が自然

にしゃべりたくなるのを待たないといけない。話したい、聞

いてもらいたいと思ってしゃべった言葉が、一番映像に撮

る意味があるものだと思います。それって表情にも現れてく

るんですよね。

映像という記録の方法について

濱口｜僕たちのやり方というのは、基本的には親しい間柄

の二人一組のペアをみつけて、その人たちに、3月11日のこ

とを軸にして、そこから起こったことや、それ以前のことを

話してもらうというやり方をしているんです。そのときに二

人の間で起きる、なんというのか、ある種の濃密な……

酒井｜空気みたいな。

二人がしゃべっている情報ではなく、その話している場所

みたいなものが、同時に記録されている。その場をちゃんと

保存しておくと、時間が経ったあとも、ちゃんと聞く状態で

聞けるんです。

濱口｜ちゃんと聞かれた言葉が記録されるし、その人の目線

とか、視線とか、聞く姿勢とかも記録される。しかも、話す人

だけじゃなくて、聞く側の人の視線とか姿勢も一緒に記録

されるんです。聞かれることによってはじめて口を突いて出

た言葉が保存されるんですよね。

それがたぶん、物事が伝わっていくうえでものすごく重要な

ことで、それは体験の大きさとかに関わらないことだと思

います。

酒井｜言葉といいつつも、言葉の内容とか情報ではなくて、

言い方とか、本人の想いみたいなものも一緒についてくる。

濱口｜言葉っていうのは、ただ二人をつなぐための言い訳み

たいなものとしてその場にあるだけで、この二者間のやりと

りというのか、空気みたいなものが撮れているんじゃない

かな。

酒井｜「なみのおと」という映画が、ロカルノ国際映画祭で

上映されたんですが、そこで〈伝わる〉という感覚を持ちま

した。ロカルノって、場所的に地震もほとんどなく、災害が

少ない。あるとしたら大雪とか。自然に対する感じ方が違う

人たちに対して、今回の映画を流しても、やっぱり伝わると

ころは伝わっていました。

そこに住む思いだとか、危険というもの、起きてしまった破

壊だったり、理不尽なものに対してどう向き合うかというこ

とは、日本人が思っているのとそう変わらず伝わっていた。

時間を経た後とか、100年後にこれが見られたとしても、同

じように伝わるんじゃないかなという感じがしました。

濱口｜まったく基盤を共有していない人たちにも伝わるな

にかが、写し取られているってことなんじゃないかな。

印象的な出来事は？

酒井｜毎回印象的なことが起きるんですよね。インタビュー

をしているという状況にも関わらず、親しい二人が、「はじめ

て聞いた」みたいな事態が起こったり。



濱口｜最初に自己紹介をさせるんですよ。知ってる間柄なん

ですけど、名前を名乗って挨拶をしてもらう。それによって、

なにか儀式的な空間が生まれる。すると、お互いの間で、そ

れまでも話されてなかったことが、その場で話されるという

ことがあるんです。

酒井｜そんなこと思ってたんだっていうこととか。カメラが

挟まっているということが重要なんでしょうね。

そういえば、本来はあり得ないことなんですが、カメラに対

して親密な眼差しを向けてくれる瞬間という不思議なこと

が毎回ありました。

濱口｜そうそう、友人に対して語るように、カメラに対して

語ってくれる瞬間が毎回あるんです。

酒井｜撮影のとき僕らはカメラのモニターをみているんで

すけど、なんか自分が見られているような、自分を見てくれ

ているような感覚になります。

濱口｜僕が最近撮影しながら思うのは、手紙でも書いてい

るみたいな感じ。親しい人に送る手紙みたいな言葉が出て

来るという感じがあります。

防災についての教訓めいた言葉っていうのは、すぐに形骸

化しちゃうと常々思うんですけど、そういうものに対して実

感を与えるような要素がそこにある。

かつて被災した人がいて、その人たちは、以前は僕らが普

段送っているような日常的な生活を同じように送っていて、

友人達と暮らしていたという当然のことが、ようやく腑に落

ちる。

酒井｜もっと早く逃げれば良かったよねみたいなことだけ

でも、ちゃんと伝えられるかもしれない。

濱口｜他人事ではなく、僕たちにもこれはいつか起こること

なんだなと思うよね。

そんな悲惨なことばかりじゃなくて、こういう大災害があっ

た後でも、こうやって話すことはできるんだなという気にも

させてくれる。

なぜそこに住み続けるのかという問いへの答えは見つかっ
た？

酒井｜明確な理解みたいなものは、結局できはしないとい

うところに行き着きました。僕らが完全に分かることは、

きっとないだろうと。完全に理解はできないんですが、た

だ、そのように思うことが、絶対にあるんだということは実

際に見て実感しました。それはなにか思考停止みたいなこ

とでもなんでもないし、忘れるということでもない。

濱口｜ものすごく迷いながら、それでもここにいるという感

じがします。その人たち自身も、危険性は分かっているし。

酒井｜ただ、ほんとうにダメなのかい？ということが、どこか

ずっと抜けきれないというか。

濱口｜単純に、この場所で暮らしていく、ここにいる人たち

と暮らしていくということ以外に、想像ができないというこ

とはあるんだなと。

酒井｜逆のことを考えてみると、ここ以外の場所で暮らすと

いうことが、もっとたいへんなことのように感じるんじゃな

いかな。

濱口｜もしくは、ここよりもずっといい生活というものを想

像することが、すごく難しいということなのかな。合理的な

選択として、ここに残っていると感じます。

酒井｜いろんな人のいろんな角度からみたまちの姿を聞い

ていると、僕らのまちに対する感じ方が、他のまちと違って

来るということがあります。

濱口｜うん。まちが物語性を帯びるというか、そういう感覚

がありますね。あそこの山ねとか、あそこの川ねとか。あそこ

の海でそういうことがあったんだとかね。

酒井｜何度も足を運ぶし、何度もその場所の話しを聞くと

……

濱口｜これがあの道かとか、これがあの川かとか、だんだん

そういう感じが出て来て。それがどんどん増えていく。

酒井｜風景写真をみただけで関心を持てないものが、話し

を聞くことでそれがすごく立体的になってくる。

このまちを離れないとか、このまちに居続けたいという気

持ちは、それなんじゃないかな。

濱口｜僕らが持っているよりも、多くの複雑な物語を個人

個人が持っていて、その物語がなにより捨て難いというの

は、あたり前といえばあたり前なのかもしれませんが、そう

いうことがあるんだなと考えさせられます。

寄付者のみなさまへのメッセージを

酒井｜ここに来て、なにか撮りたいことがあるという人は多

いと思うんです。東北地方って思った以上に距離が離れて

いるので、こちらに生活の拠点を置けるということがすごく

大きな支援になったと思います。
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厳しい冬を越したりとか、こちらに住んでないと至れないよ

うなものがいっぱいある。外にいて想像してなにかをする

ということとは全然違うということ。ここにいられるという

ことがなによりもありがたかった。

自分の余暇やお金を使ってでは、こういうことって決してで

きないんだと思います。

濱口｜個人の力以上のことをやらせてもらっている。

酒井｜僕らみたいに来る人、それを支援する人、つくったも

のを広げてくれる人、いろんな方がいて、つながっていろん

なことをしてくれることがありがたい。

濱口｜あたり前のことですが、被災地の人の時間に合わせる

ということは、ものすごい負荷の高いことなんです。僕らに

限らずね。

日常的な仕事をもっていて土日にこっちにくるということで

は決して出来ないことがあって、それが、ここに住むことに

よって、可能になっている。それが一番助かりました。

酒井｜これを期に、興味をもってくれたらうれしいです。支

援してもらっている活動に関心をもってもらって、被災地へ

の関心が常に続いてくれたらと願っています。

日時 2012年8月19日

会場 アートNPOリンク仙台オフィス

インタビュイー　 濱口竜介
 酒井耕

インタビュアー　 樋口貞幸（アートNPOリンク）
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活動レポート｜NPO法人東北の造形作
家を支援する会／そあとの庭

　「ArtGallery そあとの庭」は、NPO法人東北の造形作家

を支援する会の活動拠点。そあとの庭自体も震災被害を受

けながら、2011年4月1日より被災した作家やアート団体、学

校などに全国から届けられた画材を届ける被災地支援活

動「にじいろぱれっと」を開始するなど、積極的な支援活動

をおこなっている。そあとの庭の藤原久美子さんにお話しを

伺った。

アートNPOエイドの活動支援を受けて

藤原久美子（以下、藤原）｜「そあとの庭」は、2011年1月７日

にギャラリーとしてスタートし、オープニング企画に3つの展

覧会を予定していました。第一弾は、2月10日から東北で活

動しているベテラン作家を。第二弾は、中堅作家の展示を3

月初旬から、そして第三弾で若手作家の展示を3月後半から

4月に予定していました。震災が起こったのは、第一弾の展覧

会が終わって、第二弾が始まってすぐだったんです。3月11

日の地震と4月の2回目の余震で、そあとの庭の建物がかな

り壊れてしまった。展示していた作品は、スタッフがすぐに降

ろして伏せたので大きな被害はなかったのですが、建物自

体が再開できる状態ではありませんでした。修復工事で

100万円近いお金がかかると言われたんです。

震災直後は、みなさんご存知の通り、街自体が機能してい

なかったので、そあとの庭の活動も停止してしまって、もうど

うにもならない状況でアートNPOエイド（以下エイド）に、支

援をお願いしたんです。さらに、日本政策金融公庫からも借

り入れをして、まずは建物を修復しようとしました。

それと同時に4月1日から、被災地・石巻から東松島地区の

避難所や学校の体育館、集会所にいる被災したこどもたち

へのアートを通じた遊びの支援活動を行いました。東北生

活文化大学など、学生のボランティア協力はありましたが、

当面の活動費が必要だったため、アートNPOエイドからい

ただいた支援金は、この支援活動に充てさせていただきま

した。その後、この支援活動に東京の企業も協力してくだ

さって、8月まで続けることができました。

避難所での支援活動「アートを通じた遊び」を提供する

藤原｜毎週、車2台に画材や遊び道具、ブルーシートを積ん

で学生6～7人と避難所に行き、支援活動をしていました。石

巻の避難所は、生活の道具を一切を失った家族が、畳一畳

に3～4人で生活しているような所で、こどもたちが遊ぶ場

所もありませんでした。

最初はこどもも親も近寄ってこなかったんですね。一日4カ

所から5カ所の避難所を訪ねたんですけど、どこに行っても

最初は何人かなんですよ。たとえば、中学校にある避難所で

は、廊下の横の地面にブルーシートを敷いて、色紙や絵の

具、紙粘土を広げましたが、最初からお絵描きしたり折り紙

をする子は少ないです。まずは、学生たちが縄とびやドッチ

ボールをして、こどもが1人、2人参加すると、なんとなく人が

集まってきて、「疲れたからお絵描きしようか」となる。お絵

描きといっても、絵の具を全部出しちゃって、手でグチャグ

チャにして遊んでみたり。それにいろんな色の絵の具を入れ

ていくから、もうまっ黒けなんですよね。だけどそれを「いい

ね、いいね」と言って受け入れていると、だんだん「あ、ここま

でやっていいんだ」という感じで、向こうからこちらに入って

くるというのかな。1ヶ月目は、そういう様子でした。

2ヶ月目からは、行くとすぐ「今日何するの？」「何時までいる

の？」と寄って来てくれる。今度は、その言葉がちょっと辛く

なるんですよね。「次の所に行くんでしょ？」って言われるん

です。3ヶ月目にもなると、ある子はボランティアスタッフのT

シャツを覚えてくれていて、石巻の大きなショッピングモー

ルでスタッフが食事をしているのを見て、「あそこにいた人で

しょう？」って寄ってきてくれたりも。アートを通してというよ

り、遊びを通して心のふれあいが生まれていった。

ある集会所に毎週来る女の子がいて、ある日お母さんも一

緒に来られたんです。その子は、妹さんを津波で亡くしたと

いうこと、土曜日は学校があるんだけど、「にじいろぱれっと

さんが来てるから学校に行きたくない」と言って参加してく

れたことをお聞きしました。その日は「私もいいですか？」と

言ってお母さんも大きな画用紙に絵を描いていました。お母

さんたちとも打ち解けて、被災した人たちが自分の話をして

くれるようになっていったのは、うれしかったですね。

アート活動へのさまざまな反応

藤原｜そあとの庭では昨年、全国に画材の提供を呼びかけ

ました。石巻にある絵画教室の方は、「家が流されてしまい、

いまは絵を描く心境ではないけれど、いつか使えるかもし

れないから、いまを乗り越えるためのお守りにしてがんば

る」と言って画材を受け取られました。確かにね、今日、明日

どうやって生きるかっていう状況では、いますぐアートって

いう状況じゃない。もちろん、喜ばない人もいましたよ。逆に

迷惑だって。アートどころではない、そんな心境ではないと

いう人たちの言葉を、学生たちと一緒に聞きました。

避難所でこどもたちと遊んでいる声がうるさいと、怒られた

こともありました。こどもを亡くされた方もいらっしゃるの

で、こどもがキャアキャア言って遊んでいたら、癇に触る人も

いたかもしれない。それはすごく難しい問題です。「ボラン

ティア、ボランティアって、自分たちはいま食べるのにも大変

なのに、そんなことされても邪魔なだけだ」「人の気持ちも
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わからないくせに」「あんたたちにはわからない」というよう

なことも言われました。学生たちもその言葉にどう接してい

いかわからなくて、何も言えなかった。善かれと思ってやっ

たことが、人によっては癇に触る。心の余裕がでてきたら少

しずつ理解してもらえるのかな、と思ってやるしかありませ

んでした。

現在の活動

藤原｜被災地での支援活動は今年（2012年）に入っても続

けていたんですが、実はそあとの庭が今年1月に火災にあっ

てしまったんです。震災で煙突の中身がズレていたそうで

す。避難所にいる人たちとつながりができてきて、これか

らっていう時に火災に遭ってしまった。それに、支援活動に

携わっていたスタッフも、震災後、自分の生活を立て直すた

めに、だんだん活動できない状況になっていきました。

そあとの庭のワークショップには、東北芸術工科大学の学

生さんにも参加していただいていますが、就職先がないとい

う学生の声をよく聞きます。学生たちの中には、家族が被災

しながらもそあとの庭の活動に参加してくれている人もいま

す。彼らは、別にたくさんお給料が欲しいわけじゃないんで

す。自分がアート活動をしながら食べていける、制作できる

環境があれば、ボランティアでも何でもしたいという気持ち

です。やりたいことがたくさんある若い人たちが、それを実

現できる環境がない。今後はそういった部分をなんとかし

ないといけないと思っています。

本来、そあとの庭がやろうとしていたこと、若い作家を育て

ること、作家たちの制作と収入の場所を創り出すことといっ

た活動には、いつも資金がありません。この大きな災害のあ

とでは、復興優先になることは当然かもしれないけど、これ

が10年間続いたら、本来アーティストがやらなければいけ

ない制作活動、アートで伝えるという活動が途切れてしまう

し、東北にアーティストがいなくなってしまうのではないか

と心配しています。
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寄付者の方にメッセージをどうぞ

藤原｜寄附していただいた方には、すごく感謝しています。

寄附のおかげで、私たちは直接被災地に支援に行くことが

できたし、現地の人たちとふれあうこともできました。そして

最後には向こうから声をかけてもらえたという感動をもらい

ました。これは寄附してくださった方々がいたからこそ、私た

ちが活動できたんです。でも、この先もそういう活動をした

いけどできないっていうのが、すごく悔しい。

昨年から今年にかけて、アートNPOエイドやいろんな企業

の支援をいただいて支援活動をしてきましたが、今後は、10

年、20年、30年といった先を見据えて、地域の作家が育つ

環境づくり、そして、未来の作家であるこどもたちにいま伝

えなければならないことを、アートで伝える環境づくりに力

を入れていきたいと思っています。

感謝とお願いです。もし企業でも個人でも、アートの環境づ

くりに賛同してくださる方々がいるのであれば、支援をして

いただければうれしいです。支援してくださる方のために

も、私たちはアート活動を通じて地域に貢献していきたいと

思っています。

日時 2012年8月20日

会場 そあとの庭

インタビュイー　 藤原久美子
インタビュアー　 樋口貞幸（アートNPOリンク）
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活動レポート｜11.3 Project

　福島県いわき市豊間地区で炊き出しや瓦礫撤去などのボ

ランティアに取り組んでいた加藤翼さん。地域との深い関

係からはじまった「引き興し」の活動と、その経緯について

お話しを伺った。

アートNPOエイドの活動支援を受けてどのような活動をし
たか？

加藤翼（以下、加藤）｜震災後、料理人や整体師、内装職人

の仲間達と福島県いわき市の豊間地区にいき、炊き出しや

マッサージなど、自分たちにできる範囲でいろんな支援をし

ていました。僕は日頃アーティストとして活動していますが、

アーティストではなく一人の人間として、一個人としてできる

支援をやっていこうと考えていました。豊間地区が活動場所

となったのは、たまたまの巡り合わせです。僕らとこの地と

は縁も所縁もなく、共通意識としてもてるものは震災の事

実だけでした。支援活動をしているうちに地域の人との交

流が生まれ、さまざまな人と親しくなっていきました。そのな

かで「日頃こういうことをしています」と僕の作品を紹介した

ときに、地域の方から、「ぜひここでやってみないか」と言っ

ていただき、そこからプロジェクトがスタートしたんです。

僕の作品は、巨大な構造物をみんなでつくり、いっしょに

ロープで引っ張って転がす・起こすというもの。みんなでひ

とつのことをやる、時間や場所を共有するというのが、一つ

の大きなキーワードになっています。

僕は色々な場所でプロジェクトを行ってきましたが、今回の

プロジェクトがいままでで最も地域の人たちと深く交流し

たものとなりました。支援を通して交流するなかで、〈カタ

チ〉と〈記憶〉に残るものをつくることが僕のミッションだと

考えるようになりました。

いわき市豊間地区には、塩屋埼灯台という有名な灯台があ

ります。倒壊はしなかったけど、地震による地盤沈下で灯り

がつかなくなっていました。それじゃあと、数ヶ月かけてみん

なで一緒に灯台をつくって「引き興し」をやろうということに

なりました。

「引き興し」をやることになったときの地元の方の反応は？

加藤｜最初僕らは、炊き出しやマッサージ、清掃などの支援

をしていたんですが、炊き出しの機会も減っていき、避難者

が避難所から仮設住宅に移っていったりして、避難者の方

がバラバラになっていったんです。いままでのような支援の

かたちがなくなってきた頃、解体作業をしている地元の土建

屋の社長さんと親しくなって、がれき撤去の現場にお手伝

いとして入らせてもらいました。

家の解体、がれき撤去の現場で活動できたことが、このプロ

ジェクトの大きな要素となります。僕らは朝から晩まで、被

災した家の解体に参加し、そのがれきをダンプカーにのせ、

がれき置き場でがれきをおろす作業を繰り返しました。現地

または、よその地域からの解体業者、そこで臨時で雇われ

ている元船乗りたち、復興を目指す自治体。僕らは現場を

通していろいろな人と繋がっていきました。家主さんやその

親戚の方が壊れた家を解体する日に立ち会い、見届けに現

場へ来られたりします。その人たちとも対話をするなかで、

家の柱材や梁材で灯台をつくろうと考えるようになり、僕ら

のプロジェクトのことや、灯台をつくる趣旨を説明し、半年間

くらい現場でふれあいながら、材料を集めていきました。

普段、「なんでこんなことわざわざやるの？」とか「これはど

ういう意味があるの？」と、いろいろ聞かれるんですけど、こ

のプロジェクトをやるきっかけになった土建屋の社長さん

は、すぐに理解して「みんなでやるってところが気に入った」

「お前は普段、『引っ張ってるヤツ』なんだろ」ぐらいの、そう

いう自然な感じで受け入れてくれて、こっちが驚きました。地

域の人に説明する中で、「ロープってことが絆だろ！」と解釈

してくれた方もいました。活動を始めた当初、地域全体が日

常を超えるすごいことに直面してしまった反動で、何でも受

け入れやすい状態でもあったとも思います。しかしその状態

も長くは続かず、一ヶ月単位でテンションの浮き沈みのよう

なものを僕らは感じていました。また、地域の方々がそれぞ

れにもつ状況の差が、さまざまな「当事者性」をつくりあげ

ていることも対話からわかっていきました。これはこのプロ

ジェクトを長期的なプロジェクトにしようと思った大きな理

由でもあります。

地元のお祭りが取りやめになったこともあって、2011年11

月3日の文化の日に、復興祭として「引き興し」とあわせてお

祭りをしようということになりました。最終的に、高さ

13.4m、約10トンの巨大な灯台が完成しました。
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▲「The Lighthouses ‒ 11.3 PROJECT」写真：宮島 径

お祭りにはどういう人が参加された？

加藤｜僕は地域の人に来てもらいたいと思っていたんです。

ここは沿岸部ですから、山の手や仮設住宅に移った人もい

れば、原発の問題もあってそもそも福島県から離れてしまっ

た人もいる。そういうなかで、一日だけでも、灯台を引き起こ

す瞬間だけでもいいから、もう一度集まって、みんなで同じ

体験をしてもらいたかった。状況はまだまだ厳しいけれど、

その日だけでも地区に集まってきてほしいと思っていまし

た。だから、外から人をやたら呼ぶようなことはしなかった

んです。

地域の方がお祭りにたくさんの人を呼んでくれ、お祭りを盛

り上げていってくれました。仮設に移った人たち、太鼓を叩

く人、地元の演歌歌手、よさこい踊りのチーム、いわきは映

画でも有名になったフラガールの土地でもあるのですが、そ

のフラガールの第一期生のメンバーも来てくれました。一緒

に活動してきた仲間の料理人も、当日は料理を朝からふる

まっていました。そして最後には、500人くらいで一緒に灯台

をひっぱって立ち上げることができました。

地元の人が本当に喜んで参加してくれましたし、どんどん輪

が広がっていくのも感じられました。いわゆる支援活動だけ

をしていたら、なかなかこういう形にはならなかったと思っ

ているんです。処分すべきがれきを灯台に使うから取ってお

くって、やっぱり仕事を増やしてるんですよね、実質的には。

単純に考えれば、大変な状況に大変なことを重ねたら、普

通はつらくなるだけじゃないですか。でもその負荷がいい方

向に向かったというのか、それを楽しんでくれた。

逆に僕らが支援されているようなときもありました。僕らが

いないときも材木を集めてくれていましたし、木を挽くとき

には、地元の木材屋さんが協力してくれました。キャッチ

ボールじゃないですけど、それを繰り返していった結果、ほ

んとうの意味で深く関われたと思います。なんというのか、

家族や仲間みたいな感覚ですね。全然知らない人たちだと

しても、みんなが大変だっていうのを共有している。家族っ

て理由もなく心配しあったりするじゃないですか。半年間活

動をしてきたなかで、みんな仲良くなっていった。すごい経

験だったと思います。

もちろん、いろんなことを思われている人もなかにはいま

す。環境が違えば思うことも違うし、避難している人と、家が



36まだ地元にあってそこに住んでいる人によっても、いろんな

思いがある。だから、一瞬の記憶を大事にしようと、なるべく

早く解体するつもりでいたんです。でも、区長さんや地元の

人が少しの期間残してほしいと言ってくれて、約1ヶ月くらい

残すことになって、その間、毎日あかりを灯しました。これは

本当にたまたまなんですけど、ちょうど解体する直前になっ

て塩屋埼灯台が復旧する事がきまり、この灯台は役割を終

えたかなって。

やってみて考えたことは？

加藤｜いままでとはずいぶん違う。もちろん状況が違います

から、違ってあたり前なのかもしれないですけど。これまで

にも阪神大震災とか、大規模災害はありましたが、小学生の

時だったし、そんなに身近に感じることもなかった。いまは、

何のために作品をつくるのかっていうのを、前よりもっと深

いところで考えられるようになったのかなと思います。これ

までだったら、作品を成立させるためにコミュニケーション

をとるとか、アートがまず前提にあったんですけど、今回は

人のためみたいな感覚が僕の中にありました。

実質的な支援もさることながら、精神的な支援というのか、

こころの支援みたいなものが絶対に必要で、その力をアート

は持っていると信じています。普段はアートが人のためにな

るってなかなか考えにくかったんですけど、今回実感として

感じられたというのは大きかったと思います。

寄付者の方にメッセージをお願いします

加藤｜もともと支援もお金もなくてもやろうって感じでした

が、ほんとうに助かりました。僕らの活動は灯台を題材に人

と人を結びあわせていくものとなりました。

灯台を展示している間、ニュースで見たと、東京に避難して

いたおばあちゃんが息子さんたちと一緒に見に来てくれたこ

ともありました。

被災地では形に見える復興が未だ難しく、具体的にどう

なっていくのか見えなくて不安な方もいます。元漁師さんで

仕事を変えて働かざるをえない人もいます。家を決めて引っ

越された方もいます。そうすると、どんどん地域がなくなっ

ていくようなことにもなります。

灯台を立ち上げたところで地域が潤うわけでもないですし、

なにか具体的に復興へむけて前進させられたっていうわけ

でもありません。しかしアートは間接的に人間関係を結びつ

け、精神的なところに語りかけることができます。

地域の人たちは、もともと前に進む気満々ですが、僕らには

お祭りが一つの活力になったという実感があります。それは

地域の方々から感謝されたというわけではなく、地域の方々

と一緒にやった達成感です。

全員で最後に撮った集合写真をみると、みんなすごいいい

笑顔で映っていて、達成感をみんなで共有できたんじゃな

いかなって思っています。

日時 2012年8月21日

会場 企業メセナ協議会

インタビュイー　 加藤翼
インタビュアー　 樋口貞幸（アートNPOリンク）



活動レポート｜いわきぼうけん映画祭

　2011年2月「第1回いわきぼうけん映画祭」の開催から1ヶ

月後に起こった東日本大震災。2年後の「第2回いわきぼうけ

ん映画祭」へ向けて活動を続けていた「ぼうけん映画祭実

行委員会」は、落ち着かない状況のなかでストレスを感じる

子どもたちが、映画を観ることで、せめてひと時でもいいか

ら気持ちを紛らわしてもらうことができたらとの思いから、

アニメ作品を中心とした全10回の巡回上映会を実施した。

アートNPOエイドでは、活動支援金のほか、映画上映機材
のマッチングをさせていただきました

増田伸夫（以下、増田）｜アートNPOエイドで、オーディオ

セットとDVDプレーヤー、プロジェクター等の上映機器を

マッチングさせていただき、全10回の巡回上映会の後半で

それらの機器を活用することができました。活動支援金に

ついては、いわきぼうけん映画祭として大阪や近江八幡や

東京でのイベントに参加する際の移動費としてありがたく

使わせていただきました。

巡回上映会はいわき市内を中心に実施し、さらに要請の

あった郡山と小野町でも行いました。ほぼ月1回のペースで

す。昨年後半には一時的な避難所は全部閉鎖になりました

ので、大半は仮設住宅での集会所を会場に上映させてもら

いました。

上映したのは子ども向けのアニメ映画3本です。作品は各所

からご提供いただきました。映画『あらしのよるに』と、3月に

劇場公開予定だった『劇場版 アニメ忍たま乱太郎』、そして

「第1回いわきぼうけん映画祭」でも上映した『HAYABUSA

～BACK TO THE EARTH～』という３Dアニメです。これら

の作品の中から各回のプログラムを作り上映しました。

避難所での上映会の様子はいかがでしたか？

増田｜家族ぐるみで参加したり、子どもを上映会に預けて親

御さんが仕事に行かれたりということもありました。始めの

頃は数十人単位の方が参加してくださったのですが、8月以

降は月を経る毎にだんだん避難所が落ち着いてきて、参加

者が1、2家族のときもありました。上映会の告知は、仮設住

宅で支援活動しているNPOに協力してもらうこともありまし

た。コミュニティによっては子どもが多い所もあれば、少ない

所もありますし、場所によって上映会への人の集まり具合は

異なっていました。

巡回上映会の活動を経て、いまのお考えは？

増田｜当初、巡回上映会を企画したときは、被災された子ど

もに、少しでも笑いやゆとりになることをしたいと考えてい

たんですが、巡回していくうちに、その考え自体が生意気な

というのか、大それた考えだったんだなという気持ちになり

ました。活動の途中からは、誰かの家にお邪魔して一緒に映

画を観るような感覚になりました。特にきっかけはなくて、そ

れは当たり前といえば当たり前のことなんですよね。

2011年5月に始めた当初は、まだ支援物資が滞っていたり、

逆に多く届けられすぎていたりと、いろんな混乱があったよ

うな状況で始めた上映会です。その状況が落ち着いてきた

ころから、何かしてあげようっていうのはすごい思い上がり

だなって考えるようになりました。私たちが被災地に住んで

いる同じ住人として物事を見ないと何も始まらないなと。

つぎに、「いわきぼうけん映画祭」について、教えてください

増田｜「第1回いわきぼうけん映画祭」は2011年2月10日～

11日の2日間開催しました。きっかけは、いわき芸術文化交

流館アリオスで藤浩志さんが中心となって行われた「Alios 

plants!」というイベントです。そこは市民のモヤモヤの「種」

を持ち寄る会だったんですが、『いわきって映画祭ないよ

ね、だったら誰かがやったらいいんじゃない？』という「モヤ

モヤ」を企画書にして持ち込んだことから始まりました。

第1回は、30数人の監督さんから38本の作品が集まりまし

た。その他にも、ワークショップで作った作品を合わせる

と、42本の作品を上映しています。この映画祭は隔年開催

で、第2回目は2013年2月9日、10日です。予定では40～42

本の映画作品を2日間で一気に上映します（招待作、応募

作、当日完成する作品を合せて全47本の上映が確定）。上映

する方も大変ですが観る方はもっと大変だろうなって思い

ます（笑）。いわきアリオス内の２会場を使って朝10時30分

から夜の７時まで、びっしり2日間上映します。

第2回はどのような上映会になりそうですか？

増田｜おかげさまで46名の監督から作品が集まりました。前

回より2ヶ月も募集期間を短くしたにも関わらず、前回以上

のエントリーがありました。リピーターの監督も数人おられ

ますが、新規の参加がほとんどです。なかにはいわき市内の

方やご家族が被災された方も含まれています。映画祭自体

は、あえて震災や原発問題には一切中立的立場をとってい

て『どんな作品でもいいですよ』と呼びかけていたので、そ

れで戸惑われる監督も多かったようです。たとえば『被災地

にこんな作品を送ってもいいのかな？』とか今回は震災を

テーマにした作品も何本か寄せられていて、なかには観る

37



のがキツイかもしれないな、という感じの作品もあります。

ですが、それぞれの監督の「ぼうけん」が詰まった自主映画

を、たまたまその場に居合わせた不特定多数の観客のお一

人として楽しんでもらえたら嬉しいです。この映画祭は専門

家による審査ではなく、映画祭に来て、その作品を観たお

客様が、こりゃ面白い！と思った作品に点数を付けて、その

点数により賞を決める観客コンペ形式です。観客として、自

分たちの意見が反映されるという楽しみを感じてもらえた

らと思います。ただ公募作品43本を2日間でいっぺんに上

映するわけですから、当然見逃さざるを得ない作品も出て

きます。作品を選ぶことも観ることも両方楽しんでほしいで

すね。

　そして、いわきという「場」に作品を寄せてくださった多く

の監督さん方にはとても感謝しています。札幌国際短編映

画祭や山形国際ドキュメンタリー映画祭など、全国各地の

映画祭に行かないと観られなかった作品をいわきでまとめ

て観られるというのは、実はとても贅沢な環境なのではな

いか、と強く感じています。

最後に、ご支援いただいた方へのメッセージを

増田｜映像音響機器をご提供いただいたことに心から感謝

しています。昨年で巡回上映会は終えましたが、音響機器

は映画祭実行委員会が拠点として使わせてもらっている

シェアスペースに常設していて作品の試写や選定のための

上映の際に使わせていただいているほか、そのスペース内

で常時使っています。また、せっかくのすばらしいサウンド

セットですので、ぼうけん映画祭だけで使うのではなく、他

の団体の方々にも自由に使っていただいたりとフルに活用

させてもらっています。

　今回、近江八幡でのイベントに参加したり、支援してくだ

さった方ともお話をさせていただいたりするなかで、東北の

みならず関西からも私たちのような小さな団体の活動を見

てくださっている人がいるということを知っただけで大変心

強く、とてもありがたいことだと感じています。

　最後に、いわき、ひいては福島県全体が、原発事故の影響

で放射線量が高いということを気にされている方も多くい

らっしゃいます。それでもいわき市内は福島県内では比較

的線量が低いです。

いわき市は被災地の、ある一地域に過ぎませんが、被災地

というレイヤーを通して見るのではなく、そのレイヤーを取

り除けば私たちはここで普通に生活していて、その延長上

で行っている映画祭です。

それこそ、お母さん達が、かっぽう着のまま気軽につっかけ

を履いて観に行くような、そんな飾らない映画祭にしていき

たい、そんなふうに考えています。

日時 2012年11月18日

会場 アサヒ・アートスクエア

インタビュイー　 増田伸夫
インタビュアー　 樋口貞幸（アートNPOリンク）
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日時 2013年2月10日

会場 宮城県石巻市十三浜小室

レポート　 樋口貞幸（アートNPOリンク）

活動レポート｜春祈祷・小室契約会

宮城県石巻市北上町十三浜に支援にはいっているNPO法

人パルシックさんから、「小室地区に代々続く春祈祷でつか

う獅子舞が津波で被災したので支援先を紹介してほしい」

と連絡をいただいたのは、2011年の初冬だった。毎年2月に

おこなわれる春祈祷のお祭りに獅子舞が家々を練り歩いて

いたといい、できればそれまでに間に合わないかということ

だった。獅子舞の道具いっさいがっさいが流されてしまった

が、数日後、海に獅子頭がぽっかり浮かんでいる獅子頭を発

見し、なんとか祭を再開したいと願うようになったという。パ

ルシックさんが助成金をかきあつめたり、アートNPOエイド

で寄附をあつめるも、2012年の開催には間に合わなかった。

そして、今年2013年2月10日、財団等から太鼓や衣装の提

供などもあり、小室契約会の春祈祷が再開されることに

なった。当初あたらしくつくりなおすしかないと思われてい

た獅子頭だったが、大船渡の職人の手により、被災した獅

子頭がみごとに蘇った。IMG_5372

口々に言う「焦ってすぐにつくらなくてよかったなァ。やっぱ

りこの顔だァ。」と。

被災前は、朝から晩まで続く祭だったそうだが、半分に減っ

てしまった家 を々廻り終えたのは午後3時すぎ。

最後に、お米を括りつけた竹をかついで村境まで練り歩き、

魔を追い払って祈祷を終えた。

追記：NPO法人パルシックさんの、地元の方々に寄り添った

支援活動に心から敬意を表したい。
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コラム｜回復力の表現～アートNPOエイ
ドによる自治の問い直し

山口洋典 （應典院主幹・應典院寺町倶楽部事務局長）

　2011年3月20日、私は鳥取県の「鳥の劇場」にいた。当初

「アートNPOフォーラム」として開催されるはずの催しは

「アートNPO緊急フォーラム」と名称を変え、最終日のトーク

セッションは、「トットリ デ ハッタリ」と題した現実的な制

約を超え社会の諸制度を変革するための議論から、「わた

したちに、できること。アートとNPOに、できること。」に変更

された。ただ、今思えば、名称が変更されたものの、その根

底にある問いは変わっていなかったのではなかろうか。そ

れは誰に言われるわけでもなく率先して事業を展開し、し

かし誰かに言われたからといって事業を始めるわけでもな

いNPOと自治の相互関係という壮大なお題である。

　「あの日」から1週間が過ぎ、当初の予定を変更して開催

された「緊急」フォーラムでは、「互いの知恵を、未来に」と掲

げられた「閉会のことば」がまとめられた。本文の中に埋め

込まれた「無力感」や「虚無感」や「罪悪感」などといった言

葉からは、内省的な語りがなされたことを垣間見ることがで

きるだろう。しかし、閉会にあたって確認されたのが「アート

NPOエイド」の設置であった。その趣旨は、「閉会のことば」

の結語にある「集うことができた人々の確固たる連帯を互

いに約束」するということに見いだすことができる。

　「緊急」ということで集った志高い人々の思いは、アート

NPOリンクが一旦引き受け、コーディネート役を担うことに

なった。そして「表現の回復」をキーフレーズに、人（huMan）

と物資（Material）とお金（Money）、いわゆる活動資源の3

つのMをつなぐプラットフォームとして「アートNPOエイド」

が立ち上がることになったのだ。そこには、前年度に京都府

の舞鶴にて開催されたアートNPOフォーラムの分科会で接

近された市民財団の知見も重なって、公益財団法人京都地

域創造基金による事業指定寄付のプログラムも接続でき

た。思いが形になる、と言葉では簡単に言えることが、多く

の知の効果的な統合によって、机上の空論に終わることが

なかった。

　アートNPO緊急フォーラムから、つまりは東日本大震災か

ら半年あまりを経た10月、大阪で「アートNPOフォーラム」

が開催された。テーマは「芸術文化で自治、創造するねん」

となったが、3日間のプログラムを経て、アートNPOエイドの

設置を経て、今一度、一人ひとりが他者を思い約束し、その

約束を守るべく自らの思いをさらなる他者に向けて表現す

ることで、よりよい関係を生成・維持・発展させていく＜自治

＞が実現するということに迫る機会となった。東日本大震災

は天災でも人災でも「文明災」と言ったのは哲学者の梅原

猛氏だが、仮に文明の転換点に今あるのであれば、近代と

いう時代を経て現代に根差してきた功利的な個人主義と過

度な社会システム依存を見つめ直す好機かもしれない。

アートNPOエイドは、個人主義と社会システムのもと、多数

派の側から「情報」のレベルとして回収されてしまいかねな

い、そんな儚く弱い表現の意味を尊いものとして扱うべく、

転じて個々の存在の回復力（レジリエンス：resilience）を

信じた、アートNPOによる表現活動とも言えよう。
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コラム｜「これからの社会を考える」とい
うこと

山田創平 （京都精華大学人文学部総合人文学科専任講師）

　6月のはじめ、この文章を書こうと京都市内の喫茶店に入

り、何をするわけでもなくぼんやりと窓の外を眺めていた。

世の中には、本当にいろいろな人がいる。幸せそうな人もい

れば、あまり元気のない人もいる。見ただけではわからない

が、大きな困難や悲しみに直面している人も少なからずいる

のだろう。色鮮やかな人もいれば、そうでない人もいる。曇り

空の下、足早に歩み去って行くその人々を見つめながら、い

つも思うことがある。ここにいる人々も、そして私自身も、

100年後には誰もいない。ここにいるすべての人々は、100年

後にはたった一人の例外もなくこの世には存在しない。私

も、私の大切な友人やパートナーも、100年後の社会を見る

ことはない。

　ならばなぜ、私は（あるいは私たちは）「これからの社会」

について考えようとするのだろう。そしてそれは誰のためな

のだろう。100年後には、私も、私の愛する人々も、もう誰も

この世にはいないのに、それでも私たちが原子力発電の是

非や、拡大する格差や貧困問題、グローバリズムや新自由

主義の台頭、ジェンダーやセクシュアリティをはじめとする、

さまざまな差別や社会的排除といった「諸問題」に対峙し、

それらが少しでもましになるのは100年後かもしれないの

に、それでもよりよい未来を構想すべく議論しようとするの

は、なぜなのだろう。それはおそらく他者を信じるというこ

と、ひとを愛するということと関係がある。

　いま、私たちは、他者を尊重するということ、隣にいるその

人を愛するということ、人が人を理解するということが「可能

である」と、どれほど信じることができるだろうか。「リンゴ」

という言葉を聞いたときに、それぞれの頭に思い浮かぶリン

ゴ像は、すべて微妙に異なるはずだ。コミュニケーションは

言葉（記号）でなされるが、言葉（記号）の受け取り方は人に

よってすべて少しずつ異なる。コミュニケーションは、常に、

宿命的に不完全なものでしかありえない。だが同時に、一方

でその不完全性を前提としつつ、それでもなお、そこには互

いの理解を近づけてゆく無限の可能性が開かれているとも

言いうるだろう。別の言い方をすれば、私があなたを「100％

理解すること」はありえない。だが「1％も理解できない」と

いうこともまたない、ということだ。そしてそのパーセントを

少しでも上げようとする意志が、社会について考え、人々が

連帯し、未来の社会をよりよいものにしていこうとする出発

点になると私は考えている。そしてその時、芸術表現は他の

なにものにも代えがたい重要な役割を果たすことになるだ

ろう。

　窓の外を過ぎ行く人々も、大切な友人や恋人も、家族も、

あるいは私たちの誰もが出会うことはない100年後に生ま

れ出でる人々も、私にとって100％通じ合うことはないが、し

かし、否定しようのない「数％の理解」を共有した「他者」だ。

ならば私は、そのような「他者」に悲劇や困難があるとき、た

とえ結果が出るのが50年後だとしても、それらを何とかしよ

うと行動すると思う。私自身が果実を受け取ることはないか

もしれないが、「他者」や「未来の他者」のために苗木を植え

ようと思うだろう。アートNPOエイドは、そのような試みだ。

　原子力発電所が爆発し、毎年数万人の人々が自殺し、階

級間格差が日々開いてゆくこの社会の底は、そう遠からず

抜けてしまうだろう。その絶望の淵にあって、私たちがその

「数％の理解」をどれだけ信じることができるかが、いま問わ

れている。結局はわかりあえない、そして世の中も変わらな

いのだと全てをあきらめることもできる。そういう選択肢を

魅力的に思う時もある。でも、あと少しだけ信じてみること

もできるかもしれない。他者を尊重するということ、人が人を

理解するということ、すなわち人が人を愛することが、今こ

の時、どれだけ可能なのかということが、強く問われている。
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42アーティスト・インタビュー｜白諦

　東北に移住してきた外国人妻たちの暮らしを映像で記録

する活動を続ける白諦（はく・てい）さん。震災をきっかけに、

被災地に住む外国人妻たちにある心境の変化が生まれたと

いう。外国人移住者の女性の視点から見た「震災後」とその

活動について、お話しを伺った。

被災地に住む外国人移住者の女性たちを追うプロジェクト
をはじめたきっかけは？

白諦（以下、白）｜せんだいメディアテークが立ち上げた「3が

つ11にちをわすれないためにセンター」という復興記録プロ

ジェクトには、せんだいメディアテークのスタッフと市民のほ

かに、東京藝術大学も参加しています。大学院で映像を学ん

でいた私は、被災地に住む在日外国人がこの震災をどのよう

に見ているかを知りたくて企画を大学に提出し、承認され、

東北に滞在することになりました。

当初は、被災地に住んでいる外国人の取材をしていました

が、次第に、東北に嫁ぐために移り住んだ女性、つまり外国

人妻へとフォーカスが移りました。というのは、震災以降、外

国から移住してきた彼女たちに、日本に対する〈帰属意識〉

が生まれたことを実感したからです。日本に何年住んでいて

もここが自分の居場所だとは思えなかったのに、震災を経

て、そこに骨をうずめる覚悟をした人が結構いるんです。そ

れはいままでの日本にはあまりなかった状況のように思い、

記録する価値があると考えました。

さらに、自分が〈帰属している〉地域で大災害に遭う心境と

異郷で遭うのとでは、いったい何が違うのか。そして、故郷で

あれ異郷であれ、その場所に〈帰属すること〉が、人と土地と

の関係を築く上でどのような役割を果たすのか研究したい

と思っています。

どのような取材をしている？

白｜石巻、南三陸に住む外国人妻の3つのグループを取材し

ています。一つ目のグループは、石巻に住む母親たちによる

新しいコミュニティ。

これは震災後に、自発的に生まれたコミュニティなんです。

NPO団体を作ろうとしていますが、経費や活動場所の問題

など、スタート時からさまざまな課題を抱えています。私は、

彼女たちが彼女たち自身のために自分から行動を起こし

て、どのような道を進んで行くのか追っています。このグ

ループはアジア系と南米系の方が多く、アジアだとフィリピ

ン、中国、台湾が多くて、それ以外にもベトナムや韓国の方

もいます。

二つ目は、南三陸と気仙沼に住むフィリピン人20人くらいの

グループです。震災後、フィリピン人や外国人だけでなく、地

元の日本人と一緒に進めていこうとしています。そのまとめ

役である佐々木アメリアさんは、おそらく私が今まで出会っ

た外国人妻のなかでも最も日本在住歴が長い人で、移住し

てきたばかりの人や在日歴の短い仲間のサポートをしていま

す。地元でも「被災者に見えない被災者」と言われるくらい、

明るくて楽しい人です。7月には、気仙沼のカトリック教会の

担当者が南三陸のフィリピン人の母親たちを集めて、みんな

を山形に遠足に連れて行ったんですよ。それは震災前には

なかった活動だそうで、私は彼女たちに同行させてもらって

記録を撮りました。

三つ目は同じく南三陸の、台湾出身の佐藤かなえさんのグ

ループです。彼女たちのグループは、外国人のための日本語

教室をひらいています。このグループは中国人の研修生が

多いですね。フィリピン人もいて、全員で11人くらいです。

石巻の活動と南三陸のアメリアさん、佐藤さんの活動は、少

しずつ異なっているので、それぞれが最後にどのような居場

所を見つけるのか、追いかけています。

この活動をすることになった経緯は？

白｜私はもともと映画美術を専攻していたんですが、大学院

に入ってみると、自分の映画も作りたいと思うようになりま

した。震災があり、なにかやってみたいと思っていたところ、

「３がつ11にちをわすれないためにセンター」のことを知り、

大学に企画を提出しました。

震災後、石巻市役所や宮城県国際交流協会に連絡し、ご協

力をいただいたんですが、国際交流協会の方から、震災後
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日時 2012年9月20日

会場 アサヒ・アートスクエア

インタビュイー 白諦
インタビュアー　 樋口貞幸（アートNPOリンク）

に東北で外国人妻たちがとても大変な状況に置かれている

ということを聞きました。そのとき教えてもらった石巻の「楽

しい日本語教室」で、インタビューを行った母親たちと、そ

の後も連絡を取り続けているうちに、彼女たちの方から、居

場所のなさや日本への〈帰属意識〉について語ってくれるよ

うになりました。

　私自身、震災前は大学を卒業したらすぐに中国に帰るつも

りで、日本に残る予定はありませんでした。ですが、震災を

きっかけに、改めて自分が本当にやりたいこと、求めている

ことを考えるうちに、少しずつ気持ちが変化していきました。

日本に残りたい、日本で働きたいという気持ちと〈帰属意

識〉のようなものが、震災をきっかけに生まれ始めたと言え

ます。外国人妻たちへの取材を通して、自分の心の答えも求

めているのかもしれません。

取材をするなかでの反応は？

白｜取材をしながらわかってきたことは、外国からの移住者

というのは、本当に地域で孤立していてストレスもあるけれ

ど、それを発散できないということ。本当に苦しんで、鬱病に

なる人も結構いるんです。地元に友達ができても、精神的に

依存しすぎてしまって、自立できなくなる方もいます。なの

で、私たち取材する側は、彼女たちの聞き手になるんです。

語っているうちに彼女たち自身も自分の気持ちと考えを整

理することができるので、逆に感謝されることがあります。

　とはいえ、記録のために何度もインタビューすることは、

彼女たちの邪魔になると思ったんです。だけどあきらめられ

なくて、何ヶ月間か連絡を取り合ったことで、信頼関係がで

きてきました。そして、彼女たちの日常生活も取材したいと

お願いしたら、「他のメディアだったら断るけど、白さんはた

だインタビューしたいだけでなくて、映像を通して私たちの

気持ちを理解して、私たちみたいな人間がいて、がんばって

るよ！ということを日本の社会に伝えようとしてくれている。

だから私たちも応援する。」と言ってくれました。私も同じく

外国人移住者なので、彼女たちにとっては後輩のような存

在なのかもしれません。家に泊めていただくなど、彼女たち

のプライベートにまで入らせてもらっています。

今後の予定は？

白｜インタビューの記録は、すべて「３がつ11にちをわすれ

ないためにセンター」にアーカイブする予定です。一方で、一

つの映画作品にして上映し、映画祭にも出品したいと思って

います。来年の3月には、東京藝大とせんだいメディアテーク

で上映する予定です。

映画のタイトルは、『身分』と言います。身分という言葉は中

国語でアイデンティティを意味します。IDや身分証明です。

身分という漢字には、その人の立場、責任、そして他人への愛

というニュアンスがあり、その意味を込めています。

　日本で外国人の存在は確かに気まずい状態だと思うんで

す。よりよい生活ができると思って日本に来ても、現実は違

うという感じで、さらに被災もして…。いろいろな理由が重

なりあって、いまのような〈帰属意識〉が生まれています。彼

女たちは、母としてとか、妻として生きていくという意識は

あったけど、自分とはいったい何だろうかとか、自分は何を

求めてるのだろうかと、あまり振り返る機会がなかったんで

す。でも震災後、ずっと母として生きていくわけではないん

だ。いつか子どもたちが自立したら自分はどうなるのだろう

と、真剣に問いかけてるんです。私の映画は、そこが原点に

なっています。私は日本に住む外国人の立場なので、たぶん

日本人よりもこの問いかけを捉えやすいと思います。





　アサヒ・アートスクエアは、隅田川・吾妻橋のほとり、金色
のオブジェ“フラムドール”が屋上に輝くスーパードライホー
ルの4-5階にあります。ここは、アサヒビール株式会社のメセ
ナ活動の拠点となるアートスペース。運営はさまざまなジャン
ルの専門家によって構成される、アサヒ・アートスクエア運
営委員会が担い、以下の事業方針（＊2011年4月28更新）に
沿ったプログラムを展開しています。

［未来文化の創造］
アーティストの作品発表だけでなく、創作プロセスを重視し
た活動をおこなうことで創造の場となることを目指す。アー
ティスト、アートマネージャーなど、アートに関わるさまざまな
人たちが集い、互いに学び合うような、成長の場となることを
目指す。　

［市民とアートのつなぎ手として］
異ジャンルのアーティスト、アートマネージャー、市民など、
アートに関わるさまざまな立場の人たちが集い、ビールやソフ
トドリンクを飲みながらコミュニケーションを楽しむ、交流拠
点となることを目指す。アーティストやさまざまな人とのコ
ミュニケーションを通じ、市民が創造活動に出会い、参画で
きる場となることを目指す。　

［地域文化への着目、地域への広がり］
地域の資源に着目し、地域からの創造発信拠点となること
を目指す。地域に根付いたアート活動を展開する全国各地
のアートNPOとのネットワークを生かし、その結節点（結び
目）の一つとなることを目指す。

■運営委員会
事務局であるアートNPOリンクは、AASを運営するにあた
り、アサヒ・アートスクエア運営委員会を設置しアサヒビール
株式会社とともに、事業方針や実施事業の検討、選考、さら
に、終了事業についての検証をおこなっています。
　
入江拓也（SETENV）
加藤種男（公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団）
新川貴詩（美術ジャーナリスト）
根本ささ奈（アサヒビール株式会社）
野村政之（こまばアゴラ劇場・劇団青年団）
宮浦宜子（フリーランス・アーツプロデューサー）
山口佳子（NPO法人alfalfa）
江藤一樹（墨田区区民活動推進部 文化振興課）

report_その他目的を達成するために必要な事業

アサヒ・アートスクエア管理運営および主催事業
ASAHI ART SQUARE

主催事業 Grow up!! Artist Project 2012
アーティスト 蓮沼執太
会期 2012年1月～12月
参加者数 165名（9日間［4月以降のみ］）

蓮沼執太のスタディーズ
すでに発表実績のあるアーティストが自らの表現ともう一

度向き合い、多角的な視点からじっくりと「考える」機会を

提供するのが「Grow up!! Artist Project 」です。公募で選

ばれたサポート・アーティストに、アサヒ・アートスクエアの

会場の無償提供、資金サポートなどを行います。2012年は

CDリリース、ライブパフォーマンス、個展、映画への楽曲提

供など、多角的な実践を展開して来た蓮沼執太がアサヒ・

アートスクエアを拠点に新プロジェクト「蓮沼執太のスタ

ディーズ」に取り組みます。「スタディーズ」では、毎月、レ

コーディング［録音］＋シューティング［撮影］を行っていき

ます。2013年2月に予定している、アサヒ・アートスクエアで

の展覧会に向け、様々なアイデアをかたちにしながら、サイ

トスペシフィックな作品制作に取り組みます。 　

02/22水　1：STUDIES（for TIME）

03/31土　2：STUDIES（for MUSICIAN）

04/18水　3：STUDIES（for Asahi Art Square）

05/17木　4：STUDIES（for Tools VOL.1）

06/06水　5：STUDIES（for Interview）

07/27金　6：STUDIES（for Public）

08/22水　7：STUDIES（for discharge）

09/27木　8：STUDIES（for discharge2）

10/14日　9：STUDIES（for Event）

11/21水　10：STUDIES（for Space）

12/21金　11：STUDIES（for Soundlike）
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主催事業 Partnership Project
アーティスト Form on Words
会期 2012年10月24日（水）～10月28日（日）
参加者数 428名（10日間）

Form on Words: ネクスト・マーケット
「ジャングルジム市場」
Form on Words が今回用意する仕組みは「ネクスト・マー

ケット（次なる市場）」です。 舞台となる浅草エリアは、浅草

寺雷門をはじめとする江戸文化の中心地であるだけでな

く、30 以上の商店街をもつ商業エリアであり、革や鈴、ビー

ズ、和裁の職人が集う街でもあります。 現状の商品を再解

釈して提示しなおす、あるいは、現状にとらわれず通常の市

場では今まで対象とされてこなかった人々や地域の要素と

向き合いながら、「商品」を制作し発表します。 会場には

Form on Words が手がける衣服や地域の子どもたちがデ

ザインした商品、地元メーカー協力による普段は目にするこ

との少ない皮の端切れやヒールの足などを使ったインスタ

レーション、飲食店などが並び、商品だけでなく多様な経

験や物語が交換されていきます。 2011 年にファッション

ブランドとして誕生したForm on Wordsは、ワークショップ

やアートプロジェクトの手法を自在に用いて、新しい装いの

あり方を提示してきました。昨年、話題を呼んだ練馬区の児

童館でのファッションショーに続き、ネクスト・マーケット

では関わる人や場所の特性を取り入れた服作りのためのユ

ニークな「仕組み作り」を用いて、浅草エリアに挑みます。 

　 

主催事業 OPEN SQUARE PROJECT
アーティスト 福永敦
会期 2013年1月12日（土）～2月3日（日）
参加者数 764名（19日間）

ハリーバリーコーラス─まちなかの交
響、墨田と浅草
隅田川にかかる吾妻橋のたもと、屋上の「炎のオブジェ」が

有名なスーパードライホール。その4-5Fに位置する「アサ

ヒ・アートスクエア」は、ユニークな空間デザインと多彩な

アーティストの表現を楽しめるアートスペースです。毎年一

月に開催するこの「オープン・スクエア・プロジェクト」で

は、ひとり［もしくは一団体］のアーティストが高さ約6m、面

積約260m2の広い空間と対峙し、ここでしかできないス

ケールの大きな作品制作にチャレンジします。第二弾とな

る今回は、ドイツ・ベルリン在住の若手アーティスト、福永

敦の大規模な初個展を開催します。

犬が「ワンワン」ほえる。目が「グルグル」まわる。人やもの

が発する音、様子や感情を音声に置き換え生まれる擬音・

擬態表現［オノマトペ］。福永はこれまで、この言語表現を

ダイナミックに、ときに繊細にオブジェやビジュアルへと変

換する作品を発表してきました。大量の擬音の文字でひと

つの都市を再現した《KURUMAGAA...》、轟音がオブジェ

となり飛行機が形作られる《Thesounds of airplane》な

ど、視覚と聴覚を同時にゆさぶる知覚体験は、観るものに

言語の奥深さや不思議さ、そして私たちが無意識に生きる

文化の豊さや異文化の存在を改めて気づかせます。

今回福永が注目するのは、東京下町の代名詞、墨田と浅草

エリア。そこで集めた音を素材に、アサヒ・アートスクエアの

空間を、合唱のような「音声」で満たされた体験型インスタ

レーション作品に変換します。この土地の様々な地域性

や、ときに時代性が混じり合う、多様な文化の音風景があ

なたの前に立ち上がります。
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主催事業 MAMUSKA TOKYO
アーティスト Dance and Media Japan
会期  2012年8月26日（日）、12月23日（日）
参加者数 430名（2日間）

MAMUSKA TOKYO vol.14 / vol.15
アサヒ・アートスクエアの定番イベントとなったマムシュカ

東京。今年は8月26日、12月23日に開催します。

マムシュカとは、アイルランドで始まり、共通のフォーマット

（＊）に沿って、世界各国で開催されているパフォーマンス

イベント。お客さんは自由に話しながら、歩き回りながら、

公募で選ばれた多彩なジャンルのパフォーマンスを楽しむ

ことができます。パフォーマーの持ち時間は10分間。会場

ではビールやソフトドリンク、フードを販売します。只今、出

演者募集中！プロアマ問わず、誰でも参加することができ

ます。

主催事業 a-cita café special program
参加者数 363名（8日間）

a-cita café special program 2012
アサヒ・アートスクエアのカフェ空間にアーティストやアート

に関わる方々をゲストとしてお招きし、トークイベント／今

試したい「実験」／交流、交歓の場作りなどを展開していく

スペシャルプログラム。外部からゲストオーガナイザーを招

き、共同での企画立案もしています。 　 

■スケジュール 

02/11(土) わたしたちのliving room［with alfalfa］ 

03/05(月) 蓮沼執太のリハーサル［with 蓮沼執太］ 

04/21(土) 『何に着目すべきか？』 

05/07(月) 吉澤弥生の資料室［with 吉澤弥生 ］ 

05/09(水) 隅田川ジャンクション［with LwP asakusa］ 

09/21(金) 福永敦 アーティストトーク［with 福永敦］ 

10/03(水) 隅田川ジャンクション［with LwP asakusa］ 

10/04(木) 『存在』について：塾BOX出張版ハードコア

［with 東谷隆司］ 
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主催事業 OPEN SQUARE DAY
参加者数 359名（23日間）

OPEN SQUARE DAY
アサヒ・アートスクエアではイベントのない日をオープンす

る、OPEN SQUARE DAYを行っています。 

会場内では「a-cita cafe」にて温かい珈琲やアサヒビール

をご用意しています。

その他にも過去のカタログやアーカイブ、AASスタッフがお

すすめする本などを閲覧できるライブラリースペースをはじ

め、さまざまな人が、多目的に活用していく「場」として開放

します。また期間中には、テーマを持ち寄りテーブルを囲ん

で話をする ラウンドテーブルも実施する予定です。 スケ

ジュールの詳細や会場の様子は、随時ホームページと

Twitterでご案内していきます。 

■スケジュール 

04/19（木）、04/20（金）、04/28（土）

05/21（月）、05/30（水）-06/1（金） 

企画協力 すみだ川アートプロジェクト
参加者数 2737名（48日間）

すみだ川アートプロジェクト2012
重要な地域資源である“隅田川”に着目し、2009年から

2089年までの80年間、長期的かつ継続的に取り組んでい

くアートプロジェクトとして始動しました。‘白魚が棲み、人々

が泳ぎ遊べるような隅田川となるために、いまからアートを

通じて考え、実践できることは何だろうか’という発想から

始まっています。80年間、隅田川にしっかり目を向けて、多

くのアーティストと市民が一緒になって、みんなでつくり、

みんなで楽しむ「川の手文化の発信」を目指します。

2009－2089、80年にわたる「すみだ川アートプロジェクト」

の4年目。「白魚が棲み、人々が泳ぎ遊べるような隅田川と

なるために、いまからアートを通じて考え、実践できること

は何だろうか」という発想のもと、80年間、隅田川にしっか

り目を向けて、多くのアーティストと市民が一緒になって、

みんなでつくり、みんなで楽しむ「川の手文化の発信」を目

指しています。 電気もガスも水道もなくても、四季折々、

様々な楽しみを見出していた江戸の人たちにならって、みん

なで隅田川をアートで遊びます。1ヶ月以上におよぶ夏のメ

イン会期（6月16日-7月31日）は、"葛飾北斎"を切り口に「す

みだ川アートプロジェクト2012」を展開、乞うご期待！アサ

ヒ・アートスクエアを拠点に、街中や地域の寺社にくりだし

て、様々な日替わりのイベントを開催。

■スケジュール 

04/07（土） Oh! Hanami pARTy オハナミパーティ 

06/16（土）～7/31（火） メイン会期

11/14（水） Oh! Tsukimi pARTy 葛飾北斎から鶴屋南北へ

主催 すみだ川アートプロジェクト実行委員会

 財団法人アサヒビール芸術文化財団

共催 アサヒ・アート・フェスティバル実行委員会 

特別協賛 アサヒビール株式会社 

企画協力 公益社団法人企業メセナ協議会

 アサヒ・アートスクエア
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　『トヨタ・子どもとアーティストの出会い』は、"次代を担う
子どもがアーティストとの出会いを通じて豊かな感性と夢を
育む"ことを目的に、2004年よりトヨタ自動車と「NPO法人
芸術家と子どもたち」、「AISプランニング」、ならびに各地の
実行委員会が連携して展開しているプログラムです。現代的
な表現に取り組むアーティストが学校や院内学級など〈子ど
ものいる場〉を訪れ、子どもたちと創造的な時間を過ごすこ
とができるワークショップを実施しています。

　NPO法人アートNPOリンクは、当事業のパートナー団体
のひとつとして参加しています。とくに、全国規模で当該事業
を実施するにあたり、アートNPOリンクのネットワークを活
かして、各地コーディネーター団体の発掘に貢献しているほ
か、これまでのネットワーク事務局経験を活かしたアドバイ
スに取り組んでいます。また、当事業のプログラム開発、仕組
みづくりにも深く関わっています。

　当事業の特徴のひとつに、事業実施地域で活動している
NPO等市民（コミュニティ・ベースド・オーガニゼーション
等）と協働している点があげられます。これは、地域での継
続性を考慮していることはもちろんのこと、地域のこどもたち
は地域で育てていくという住民自治の理念に基づいた活動
として捉えることもでき、アートNPOリンクが掲げる理念とも
合致することから、全面的に協働・協力するに資する事業で
あると考えています。
　また、NPOと協働して取り組む企業の社会貢献活動とし
ても優れた事例として評価されています。

report_その他目的を達成するために必要な事業

トヨタ・子どもとアーティストの出会い事務局アドバイザー
TOYOTA Artists meet Children

2012年度開催実績

【宮城】宮城県志津川高等学校
アーティスト : 佐藤正隆 、法笙組（小湊法笙、小湊美鶴、小湊美和、小湊昭
尚） 、ケコ・ユンゲ 、エクトル”ティト“ペソア 、ローラ・ブライヤー
現地協働団体 : ENVISI
開催日 : 2012年10月2日（火）～2013年3月11日（月）
対象 : ２年４組（38名）

【岩手】宮古市立鍬ヶ崎小学校
アーティスト : 長内努（美術）
現地協働団体 : NPO法人いわてアートサポートセンター
開催日 : 2012年12月13日（木）～2013年3月1日（金）
対象 : 5年生児童（43名）

【岩手】大槌町立赤浜小学校、大槌町立安渡
小学校、大槌町立大槌小学校、大槌町立大槌
北小学校
アーティスト : 寺崎巖（音楽）、井上静香、直江智沙子、大島亮、門脇大樹、
伊禮しおり、齋藤弦、藤澤英子
現地協働団体 : NPO法人いわてアートサポートセンター
開催日 : 2013年2月25日（月）～26日（火）
対象 : ４校の全校児童（438名）

【高知】高知県立江の口養護学校
アーティスト : 三好直美 、Antenna、海野貴彦
現地協働団体 : はれんちしまんとプロジェクト　
開催日 : 2012年6月28日（木）～9月14日（金）
対象 : 江の口養護学校生徒（約100名）

【高知】高知県四万十市西土佐小学校
アーティスト : アサダワタル
現地協働団体 : はれんちしまんとプロジェクト　
開催日 : 2012年10月10日（水）～2013年3月3日（日）
対象 : 小学4年生から6年生（60名）

【石川】弥生児童クラブ
アーティスト : 川口隆夫（パフォマー）
現地協働団体 : トヨタ子どもとアーティストの出会いin金沢実行委員会
開催日 : 2012年8月1日（水）～8日（水）
対象 : 児童クラブ参加者
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【石川】千坂児童館＆金沢21世紀美術館
アーティスト : あいのてさん 野村誠／片岡祐介／尾引浩志
現地協働団体 : トヨタ子どもとアーティストの出会いin金沢実行委員会
開催日 : 2013年3月28日（木）～30日（日）
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