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■2013年度会員総会（2013年5月31日）において承認された2013年度事業

フォーラム事業
 1　全国アートNPOフォーラムin神戸

ワークショップ事業
 2　大阪アーツカウンシル調査事業・報告書の刊行

情報収集・発信・調査研究事業
 3　アートNPO設立数推移調査

 4　メールマガジン（アートNPO★NEWS）、ウェブサイト運営

その他目的を達成するための必要な事業
 5　アートNPOエイド

 6　アサヒ・アートスクエア管理運営および主催事業

 7　トヨタ・子どもとアーティストの出会い事務局アドバイス

01



report＿ワークショップ事業

7　アートNPOリンク井戸端会議

report＿その他目的を達成するために必要な事業

8　大阪でアーツカウンシルを考える会 （事務局協力）

report＿その他目的を達成するために必要な事業

9　AIRネットワーク準備会 （事務局協力）

report＿その他目的を達成するために必要な事業

10　大阪アーツカウンシル・ウェブサイトのコンテンツ設計

report＿情報収集・発信・調査研究事業

11　アジア・アートマネジメント会議への参加

report＿その他目的を達成するために必要な事業
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report＿情報収集・発信・調査研究事業

4　アートNPOの設立数調査

report＿情報収集・発信・調査研究事業

5　アートNPO★NEWS

report＿その他目的を達成するために必要な事業

6　アートNPOエイド

CONTENTS

2013年度事業報告書

02



03

　2003年に神戸・新開地で開催した「第1回全国アート
NPOフォーラム」から10年が経ちました。その間、社会の情
勢は大きく変わり、〈表現〉を取り巻く環境もずいぶんと変化
しました。あたらしい公共を担うNPOは、市民の社会参画の
領域を広げ、社会変革に向けたうねりを確かなものとしまし
た。さまざまなNPOや市民がアートや表現に携わるようにな
り、地域コミュニティに根ざしたアートプロジェクトを全国
各地で繰り広げています。
　日常生活の中で〈創造的実践〉が繰り広げられている一
方、依然としてNPOや市民による社会的活動の運営基盤は
脆弱なままです。そのうえ、生活困窮者の増加や子どもの貧
困、労働問題、自然災害、ひきこもり、在日外国人に対する
差別、障がいをもつ方や性的弱者への無理解、いじめ、急激
な少子高齢化と過疎、それに伴う地域疲弊などコミュニ
ティを取り巻く状況は、この10年で一層複雑さを増していま
す。
　今年のフォーラムは原点に立ち返り、「アートと社会的課
題、市民社会の創出」に改めて目を向けます。これまでの歩
みとその成果を振り返りながら、これからの未来に向け、
〈表現すること〉の今日的意味について考えます。

 神戸市長田区は、1995年の阪神淡路大震災で最も甚大な
被害を受けた地域です。阪神淡路大震災から18年を経たい

まも、その経験をもとにコミュニティ連携によるさまざまな
市民活動がおこなわれています。また、この地域は、多様な
ルーツをもつ在日外国人が多く居住していることから、定住
外国人支援活動も活発で、民族的・文化的多様性にあふれ
た地域特性が育まれています。
　2003年に神戸で産声を上げた「全国アートNPOフォーラ
ム」は、これまで10年のあいだに、全国12地域でフォーラム
を開催してきました。各地域に根ざした草の根NPOの活動
現場に身を置き、そこから現代社会が抱える課題を眺め、と
もに考え話し合う機会を創ってきました。
　本フォーラムは、長田に拠点を構えるNPO法人ダンス
ボックスと協働で開催します。
　わたしたちは、いま寛容性を失いつつある日本社会にお
いて多様な文化が混在する多文化社会を考えるうえで、ここ
長田が、たいへん示唆に富む地域ではないかと考えます。
未来を先行していると言えるかもしれません。
　NPOが誕生する契機となった地であり、フォーラム誕生
の地である神戸を舞台に、現代社会が抱える課題とNPOの
役割、〈表現〉の可能性について、改めて問い直します。

report_フォーラム事業

全国アートNPOフォーラムin神戸 「これからの10年を考える」
Arts NPO Forum in Kobe

第1日目 2014年11月8日｜金　15:00－17:00

まちあるき（社会観光） ｜

「神戸・新長田まちあるき」
　阪神淡路大震災で最も甚大な被害を受けた地域であ

る長田区。この地域は、震災の経験をふまえ、まちづくり

やさまざまな市民活動を継続して展開しています。また、

韓国や中国、ベトナム、ミャンマーなどをルーツにもつ在日

外国人が多く居住しており、民族的・文化的多様性に溢れ

ています。このような長田の事情を見聞しながら、社会観

光（まちあるき）を行います。

Course : 

Aコース｜新長田のまちづくり事情ツアー
　・KOBE鉄人プロジェクト

　・神戸市立地域人材支援センター

　・神戸映画資料館

　・ゲストハウス寿荘（みんなのフェスティバル）

　・芸法～角野邸

　・がらす庵 など予定

Bコース｜新長田の多文化事情ツアー
　・たかとりコミュニティセンター

　・丸五市場 など予定

Coordinator : 

NPO法人ダンスボックス

NPO法人たかとりコミュニティセンター
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第2日目 2014年11月9日｜土　11:00－18:00

基調講演｜

「ゆるゆる多文化、いとをかし」
　「たかとりコミュニティセンター」には、いろんな色で彩

られたおもちゃ箱のような不思議が一杯詰め込まれてい

て、それをたどっていくと、なぁ～んと長田のいろんな人た

ちへと繋がっていく！

　喜びだけではなく、哀しいことも、涙がほとばしるほど

悔しいこともあるのは確かだけれど、でもやっぱり「この

まちって、いいやん！」て思える出来事にもびっくりするぐ

らい出会うのです。

「このまちって、いいやん！」 それを自分とは違う感覚を持

つたくさんの人に納得してもらうには、いろんな言葉、いろ

んな色合い、いろんな音色といろんな香り。見えるだけで

はなく、聞こえるだけではなく感じるもの、響きあうもの

で、人と人をつないでいく必要がある。それがいろんな

「アート」、つまり「多・文・化」なんだとわかったとき、私は

どっぷり「いとをかぁ～～～し」って気分になる。

Keynoter :  

金 千秋｜NPO法人たかとりコミュニティセンター

活動プレゼンテーション｜

「神戸を拠点に活動する市民団体・企
業等の活動紹介と市民活動を支える
仕組み」
　神戸市内で活動する、アートNPOや市民団体、きらりと

光る個性的なメセナ活動を推進している企業の方々に、そ

の活動を伺うほか、継続の秘訣や課題の共有をめざしま

す。そして、社会的な活動を支える仕組みや企業との協働

などについて話し合います。

Presenter : 

1｜おかんアート

2｜音遊びの会

3｜NPO法人ダンスボックス

4｜NPO法人J-heritage

5｜近畿タクシー株式会社

6｜TOA株式会社 

Moderator :  

荻原康子｜公益社団法人
企業メセナ協議会
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第3日目 2014年11月10日｜日　10:00－12:00

①分科会｜協力：AAFネットワーク実行委員会、FMわぃわぃ

「世界の表現活動・市民活動とつなが
る結節点̶あたらしいプラットフォー
ムの可能性」
　ここ10年で、アートが社会的な存在であるという認識

が深まり、これまでアートとは縁のなかった人々がアート

活動に積極的に参画するようになりました。くわえて、アー

トそのものを振興するのみならず、コミュニケーションや

社会的包摂といった役割にも注目されるようになっていま

す。特筆すべきは、市民が社会に参画できるNPOという仕

組みが契機となり、こうした取り組みを市民が主体的に実

践していることにあります。

　「アサヒ・アートフェスティバル」は、全国各地で活動す

る市民主体の小さなアートプロジェクトの集合体を形成

し、国内のみならず世界の市民によるアート活動とネット

ワークを構築しようとしています。また、大阪市立大学が

旗ふり役となって取り組む「アジア・アートマネジメント会

議」は、東南アジア各国の大学機関と連携し、地域の課題

解決につながるアートプロジェクトの検証を試みていま

す。

　多様でインターカルチュラルな社会の実現に向けた〈表

現〉にまつわる創造的活動は、これらアートNPOによるア

クションばかりではありません。たとえば、コミュニティ・

ラジオのようなオルタナティブ・メディア、カフェやソー

シャルネットワークといった個人の開く場が市民と世界的

な社会運動の結節点となり、多彩な表現を保障し、多様

な文化をつなぐ創造拠点として機能しています。

　本分科会では、これらさまざまな結節点（プラット

フォーム）の可能性とこれからの潮流、あらたな連携につ

いて考えます。

Panelist :  

AAFネットワーク実行委員会（世界ネットワーク）｜全国

アジア・アートマネジメント会議｜大阪市・アジア

NPO法人エフエムわいわい｜神戸市・鷹取

野菜食堂堀江座｜神戸市・西元町

Moderator :  

横堀ふみ｜NPO法人ダンスボックス

②専門分科会｜AIRネットワーク準備会

「アーティスト・イン・レジデンスのい
ま̶求められるネットワークとは」
　アーティスト・イン・レジデンス（AIR）は、表現者と市民

に開かれた創造と交流のプラットフォームとして世界的に

重要な役割を担っています。

　近年では自治体のほか、NPOや個人によるAIR運営が

盛んになり、音楽、美術、舞台芸術、工芸など多岐にわた

る分野で、地域特性を活かした多様な活動が行われてい

ます。しかしながら、持続的な活動を支える基盤はいまだ

充分とはいえません。

　「AIRネットワーク準備会」は、全国アートNPOフォーラ

ムin神戸と共同でAIR事業に取り組む団体との新しい連

携の可能性を探る専門分科会を開催し、AIRのプレゼン

スの向上、国内外との恊働プロジェクト推進などを担う、

AIR事業者相互の〈中間支援的ネットワーク〉のあり方に

ついて考えます。

Propounder :

神山アーティスト・イン・レジデンス実行委員会｜徳島県神
山町

城崎国際アートセンター開設準備事務局｜兵庫県豊岡市

NPO法人ダンスボックス｜兵庫県神戸市

公益財団法人滋賀県立陶芸の森｜滋賀県甲賀市
＊＊＊

NPO法人S-AIR｜北海道札幌市

Moderator :  

菅野幸子｜AIRネットワーク準備会、国際交流基金
日沼禎子｜AIRネットワーク準備会、女子美術大学

Coordinator : 

AIRネットワーク準備会
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③専門分科会｜トヨタ・子どもとアーティストの
出会い
公開コーディネーター会議

「これからの子どもを取り巻く環境を
考える̶アートと子どもの現場から」
　『トヨタ・子どもとアーティストの出会い』は、全国各地

のアートNPOとトヨタ自動車（株）がパートナーを組み、豊

かな感性と夢を育むことを目指し、アーティストが子ども

たちのいる場を訪れアート・ワークショップを実施してい

ます。

　2003年の活動開始から10年を迎えるにあたり、これか

らの子どもを取り巻く環境や社会の変化について意見を

交わしたい―。本専門分科会では、アーティストと子ども

のいる場をつなぐ専門家たちが全国から集い、これまで

の活動の中から有意義だったと思う実践事例やエピソー

ド、ワークショップを通じてうまれたストーリーなどを紹

介するほか、これからの子どもを取り巻く環境や社会の

変化について話し合います。

Panelist : 

漆崇博｜一般社団法人AISプランニング

打田内裕子｜NPO法人いわてアートサポートセンター

吉川由美｜ENVISI

塚本浩子｜トヨタ・子どもとアーティストの出会いin石川

井手上春香｜NPO法人子どもとアーティストの出会い

米蔵雄大｜NPO法人アスクネット

田野智子｜NPO法人ハート・アート・おかやま

濵田竜也｜はれんちしまんとプロジェクト

古原彩乃｜NPO法人BEPPU PROJECT

Moderator :  

大澤寅雄｜株式会社ニッセイ基礎研究所

第3日目 2014年11月10日｜日　13:15－17:00

分科会報告
Presenter :  

各分科会のモデレーター

大澤寅雄｜株式会社ニッセイ基礎研究所

日沼禎子｜AIRネットワーク準備会、女子美術大学

横堀ふみ｜NPO法人ダンスボックス

全体フォーラム｜

「これからの10年を考える」
　阪神淡路大震災を機にうみだされたNPOという仕組み

は、社会のさまざまな領域に市民が活躍できる〈場〉をつ

くり出しました。しかし、依然としてNPOの運営基盤は脆

弱なままです。このNPOという仕組みはこれからも可能で

ありつづけるのでしょうか？ また、複雑さを増す現代に

あって、これから先、未来の社会的課題はいったいどう

なっていくのでしょう。

　「①分科会『世界の表現活動・市民活動とつながる結節

点ーあたらしいプラットフォームの可能性』」を受けて、いま

あるネットワークを発展させ、市民活動をより活発にして

いくためにどのようなプラットフォームが求められている

のかを引き続き協議します。

　それとともに、これまでの10年間でなにが達成された

のか、その成果を振り返りながら、これからの未来10年先

を見据え、〈表現すること〉の今日的意味とその可能性に

ついて来場者全員で議論します。

Facilitator :  

久保田テツ｜NPO法人記録と表現とメディアのための組織



概要 全国アートNPOフォーラムin神戸

日時 2014年11月8日̶10日

会場 ArtTheater dB Kobe 他

 （神戸市長田区久保町6丁目1番-4F）

来場者数 合計 235名

インタビュー集　合計 200冊（収録団体数：16団体）
主催 NPO法人ダンスボックス

 NPO法人アートNPOリンク

協賛 アサヒビール株式会社

 TOA株式会社

 トヨタ自動車株式会社

神戸ビエンナーレ2013連携事業

「KOBEデザインの日」記念イベント2013

　全国アートNPOフォーラムでは、パートナー団体である

ダンスボックスが展開を目指している「地域のあたらしい

結節点としての役割」の実現に一役かうべく、フォーラム開

催に合わせ、会場周辺地域（神戸市長田区）の市民活動お

よび企業の文化的活動についてインタビュー調査を実施。

インタビューをまとめたインタビュー集を刊行して配布する

など、多様な地域活動の健在化に貢献した。

report_情報収集・発信・調査研究事業

全国アートNPOフォーラムin神戸
神戸・長田 インタビュー集

総 括

　全国で芸術文化に取り組むNPOや市民団体にくわえ、

まちづくりや福祉、教育などさまざまな社会的活動に取り

組むNPOや市民団体が多数参加し、議論と交流を深める

ことができた。

　また、全国の方々に、神戸市内で活動しているNPOや市

民団体、企業の社会貢献活動など幅広く紹介することが

できたほか、当日配布したインタビュー集やまち歩きに

よっても様々な活動を紹介することに貢献できた。なお、

本インタビュー集に対する評判もよく、冊子として発行す

ることとなった。長田を初めて訪問された方々のなかに

は、まちあるきによって長田の多文化性と阪神淡路大震災

を期に始まった市民活動などを知るきっかけとなったう

え、継続するためのヒントや活動にフィードバックできる

お話しを聞くことができた。これは、震災復興をテーマと

した前回の東北フォーラムからつながる内容として位置

づけていただけに、その目的は達成できたと考えている。

　各分科会では、それぞれに有意義な時間をもつことが

でき、かつ、全国的に共通する課題の認識と共有を図るこ

とができた。とくに今回初の試みであった、トヨタ・子ども

とアーティストの出会い、および、アーティスト・イン・レジ

デンス関係者と共同した分科会の開催では、それぞれ個

別に活動している団体を間接的にではあれど紹介するこ

とができた意義は大きいく、広報的な役割も担えうこと

ができた。また、このフォーラム機会にAIRネットワーク準

備会が発足するなど、基盤整備としての役割も果たせた。

　フォーラム全体を通じて、これまで近い領域で活動を

していたが、それぞれ知り合うことがなかった団体や事業

体同士が知り合う機会となったことは、フォーラムのそも

そもの意義であり、大きな成果といえる。AIRネットワーク

準備会設立の他にも、アサヒ・アート・フェスティバルへの

参加を検討する団体が出て来たほか、今後の協働の可能

性がうまれてきた。　　ただ、このような交流は、一朝一夕

でうまれるものではなく、長い時間をかけて成熟させてい

くものであり、フォーラムが継続することによってはじめ

てなし得るものである。

　NPO法人ダンスボックスの活動を、改めて地元の方々

に認知していただく機会に寄与したほか、同じ神戸市内で

も交流がなかった団体とダンスボックスが交流を深める

機会ともなった。フォーラムを経て、ダンスボックスに対

し、地域の新たな結節点としての役割に期待が寄せられ

ることになった。
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概要 大阪アーツカウンシル調査報告書

調査期間 2013年3月13日̶22日

発行数 合計 1000冊

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

　大阪アーツカウンシル設立に向けた事例調査に関する

前年度事業の引き継ぎ分として、大阪府域で活動する団体

ならびに全国各地の助成財団等の調査報告を冊子にまと

め発行した。本調査冊子は大阪府・市が新たに設置した大

阪アーツカウンシルに関連することから、大阪府・市に限ら

ず主要な芸術文化系の財団（地方公共団体、企業等）に冊

子を配布し、我々が望む「アーツカウンシル」について紹介

するなど、アドボカシー活動に役立てた実施した。

report_情報収集・発信・調査研究事業

大阪アーツカウンシル
調査報告書・大阪府市事業

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 2013年9月30日現在
アートNPO法人数 4,867法人
新規追加団体数 311法人
解散団体数  140法人
重複と思われる団体 5法人 （削除）

（参考　2012年度調査）
対象期間 2012年9月30日現在
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設立数調査
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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

2013年度寄附金額｜27,303円

2011-13年度寄附金総額｜6,928,240円

2013年度支援金額｜1,100,000円
Support Progrums : 5プログラム （2014年度に支給）

- NPO法人JCDN

- TSUMUGUプロジェクト

- サイレントヴォイス

- 細谷修平

- 岩手音楽アウトリーチ

2011-13年度支援金総額｜5,211,455円
Support Progrums : 全20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

- NPO法人JCDN

- サイレントヴォイス

- 細谷修平

- 岩手音楽アウトリーチ

支援可能残額｜543,435円（2014年5月20日現在）



10活動レポート｜TUMUGUプロジェクト
インタビュイー｜田仲 桂
聞き手｜樋口貞幸
2013年12月21日　いわき駅前の喫茶店にて

福島県いわき市、この地に古くから伝わる年中行事（郷土芸

能）がある。時代とともに失われつつある郷土芸能の記録に

取り組む「TSUMUGUプロジェクト」は、郷土芸能を通して

その地に刻まれてきた記憶をたどり、日々の営みを掘り起こ

すこと、そして、そこに込められた想いを紡いでいくことを目

指してはじまった。震災、そして、原発事故によって分断が生

み出されてしまう状況にあって、土地の記憶を、さらには、

人々をどのように紡いでいこうとされているのか、代表の田

仲桂さんにお話を伺った。

TSUMUGUプロジェクトについて、活動の経緯と、実際に
どのような活動をされたのかお聞かせ下さい

田仲 桂（以下、田仲）｜2011年の5月に有志でTSUMUGUプ

ロジェクトを立ち上げました。友人知人を津波で亡くしたの

と、風景が壊滅してしまったので、鎮魂をしたいという想い

が自分の中に強くありました。集まってくれた人たちも、供

養をするということを一緒に考えてくれたように思います。

　それと、放射能ですよね。津波で失われたものもあります

が、放射能の影響によっていろいろなものが離散してしまっ

た。それによって、土地の歴史が分断されてしまうことが、す

ごく怖かったんです。こういう出来事があっても記憶を未来

に紡いでいけるような活動をしたいという想いがありまし

た。活動のきっかけはその2つですね。

　1年目は、鎮魂、供養することに重きを置いていました。そ

こで、亡くなった人の魂や遺族を慰める「じゃんがら念仏踊

り」という郷土芸能の記録をはじめました。これはある程度

達成できたと思っています。映像と冊子をつくって、発信も

それなりにできたんじゃないかな。ただ、震災色の濃い記録

になってしまいました。2011年のことだったので、それは自

然の流れかなとは思っていますけれど。そもそも供養するた

めの郷土芸能なので、みんなで供養できたという記憶を残

すことができました。

　映像の上映会も何回かやったので、いわきに来たことが

ない人にも来てもらうことができました。私たちがどういう

想いでじゃんがらをやっているのかを聞いてもらえたんじゃ

ないかな。受け止めてもらえたかどうかはわかりませんが、

そこで私たちの抱えているものは発信できたと思います。

じゃんがらの上映会での地元の方の反応はどうでしたか？

田仲｜とりあえず映像ができた段階で見てもらいました。最

初に上映したときに「いろいろ盛り込みすぎじゃない？」と

か「何を撮りたかったの？」みたいなことを言われ、少し手直

ししています。震災と郷土芸能をつなげて考えすぎていたの

もあると思います。震災があってもなくてもやる踊りでもあ



るので、いまになって思うと、震災と切り離した方がよかった

かなと思います。

　あと、じゃんがらは青年会ごとに分かれて踊るので、他の

青年会が映っていると「なんだよ、他のところも映ってん

じゃん」みたいな反応があったりもしました。それぞれの青

年会がプライドをかけてやっていて、やっぱり自分たちが一

番っていう思いがありますよね。私たちの説明不足もあった

と思います。お互い酔っぱらってぐだぐだになっていたとき

に出た話だったこともあり、「ごめんなさい、変えるつもりは

ありません、もうあれでいいじゃん。」と、そのままにしていた

りもしますけどね（笑）

じゃんがらの記録が終わってからはどういう活動をされて
いますか？

田仲｜もうひとつのきっかけとなっている、記憶が分断され

るということについては、まだ整理しきれていないんです。

放射能に、どうしても向き合わざるを得なくなってしまった。

向き合っていくうちに、私自身がすごく疲弊してしまったん

です。いま実は、私の中で震災とか復興は影を潜めているん

ですよ…。震災云々じゃなくやってきたもの、たとえば郷土

芸能も震災の前からやっていたし、歴史のこともずっとやっ

ていました。そこに立ち戻って考えるようにすることで、よう

やく自分自身の心の平穏を保てているという気がします。

　TSUMUGUプロジェクトの活動と平行して、「田んぼの記

憶」という企画を始めたんですね。それは、失敗に終わった

んですけど。じゃんがらが終わってお米の収穫の時期になっ

たとき、福島のお米にセシウムが入ってしまって、それに対

するいろんな声をいただいたんです。福島の米を売るのか、

食べさせるのかみたいな感じで。対面で言われたこともあり

ます。言ってることはわかるんですけど、私たちがここで生き

てきた二千年を、お米をつくってきたという昔からの営み

を、なんで否定されなくちゃいけないんだろうって感じてし

まった。言われて悔しかったということもありますし、福島か

ら声をあげないといけないっていう思いにかられて「私たち

がここで生きていることと、あなたたちがそこで生きている

ことは同じだよね」って、ただそれだけを言いたいがために

始めました。

　実際、ガイガーカウンター（＝放射線量計測器）で測ると

数値が出ます。そこで企画をするっていうのは、どういうこ

とだろうって考えもしました。毎日、放射能のことばかり考え

るということに、ほんとうに疲れてしまった。家族間での考

え方の食い違いもあったりして、体調も崩してしまいました。

福島に降り注いでしまった負の部分を、どうやって違うもの

に変えていけるのかなと思って、いろんな実験をしたり、人

に話しを聞いてもらったり、モヤモヤしながら過ごしていま

した。でも、この「田んぼの記憶」が失敗したというか、本当

にしんどくなってしまったのは、プロジェクトを進めていくな

かで放射能にからんだいろんなことがあって、私にとってす

べての原点である田んぼの風景が汚染の象徴のようになっ

てしまったことでした。その時点で、私の中で「もう無

理！」って耐えきれなくなって、なにかがパーンと弾けてし

まったんです。まだその企画は始まってもいなかったのです

が…。それが2012年のことでした。それから私は、なんとか

して、汚染の象徴にされてしまったこの風景を、幸せな記憶

で徹底的にお清めをしなきゃいけなかったんです。だから、

田んぼで遊びました。踊ったり、凧揚げをしたり。地域の人

たちと一緒にやっていました。

　2012年は、じゃんがらと同じように、獅子舞の記録を再開

しました。このあたりの獅子舞は、鹿がもとになっていて、鹿

の角がついています。三匹獅子といって3人で舞うものです。

舞は全部で８種類あって、一番短い芸で15分程度、長いも

のだと1時間弱踊り続けるものがあります。この獅子舞自体

は、大字単位に1つずつというぐらいあって、広範囲でやら

れていると思うんですが、いわきは後継者不足で廃絶すると

ころもあるそうです。

　昔は、青年会が主導でやっていたんですが、人手不足でと

てもできるような状態じゃないので、私たちの親の世代、60

代の人たちが中心にやっています。

獅子舞の記録撮影もスムーズにできそうですか？

田仲｜獅子舞の祭りの記録は震災前の2010年から、映像作

家の林僚児さん・佐藤文郎さんと一緒に撮っていますが、あ

りがたいことに、地域のみなさんはけっこうウェルカムな感

じで受け入れてくれます。祭りの風景はもちろん、携わって

いる人のインタビューを、継続的に撮っています。もう1人、

いわき在住の写真家の濱田泉さんも交えて、映像と写真の2

本立てで進めています。

　今年は、子どもたちに写真を撮ってもらって写真集をつく

るということをやろうとしています。子どもたちも獅子舞の

祭りに参加するんですが、そのときに子どもたちにカメラを

渡して好きなように写真を撮ってもらいました。その写真集

を出版したいと思っています。完成した写真集は、回覧板を

まわしてみなさんにお配りすることにしています。集落には
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450世帯ぐらいあるので、写真をカラーで印刷すると結構

予算がかかってしまいます。その予算をどうするか頭の痛い

問題ですね。

今後のTSUMUGUプロジェクトの展開予定は？

田仲｜田んぼで遊ぶプロジェクトと、郷土芸能の2つのプロ

ジェクトは続けたいですね。いろいろとつながりもできてき

たので、遊ぶのはそんなに予算をかけなくても企画がつく

れるかなって思います。2013年はアーティストの遠藤一郎

さんに来ていただいて「未来龍大空凧」というプロジェクト

をやってもらったんです。ボーダーレスな空へ皆の夢を書い

た凧を連凧にしてあげるというものです。

　今いわきでは様々な境界が生まれています。避難してい

る人ともともといた住民の間での軋轢や、考え方の違いに

よるものや。そんななか、何かボーダーレスなことをやって

いけないかなと考えています。

最後に、ご支援いただいた方へのメッセージがあればお願
いします

田仲｜気にかけてくださっていることを非常にありがたく

思っています。私にみなさんの期待に添えるようなことが果

たしてできているのか不安に思いつつ、申し訳なくも思って

いますが、すごくありがたいです。

　これからも続けます。引き続き、見守っていただけました

ら嬉しいです。
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活動レポート｜ダンスアーティストによる復興支援活動
インタビュイー｜佐東範一
聞き手｜樋口貞幸
2013年12月　アートNPOリンク事務所にて

震災直後からコンテンポラリーダンスに携わる者にできる

ことを考え続けて来たジャパン・コンテンポラリーダンス・

ネットワーク（JCDN）の佐東範一さん。東日本大震災発災

から3年を経て、活発に活動を継続しておられる佐東さんに

お話しを伺った。

ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク（以下、
JCDN）は、震災後早い段階で「「ダンスアーティストによる
復興支援マッチングサイト」を立ち上げられました。その活
動について、お聞かせ下さい。

佐東範一（以下、佐東）｜震災後、多くのダンスアーティスト

たちから「東北でできることはないだろうか」と相談を受け

ました。JCDNとしてもなにかできないかと考えていたので

すが、現実的に被災地はそれどころではなかった。まだ復旧

のためのボランティア以外で何かすぐにできるような状況

ではないことは分かっていたのですが、アーティストたちの

何かしたいという思いをカタチにすることができないかと

２ヶ月後に「ダンスアーティストによる復興支援マッチング

サイト「からだとこころを元気にするダンスを届けます～か

らだをほぐせば、こころもほぐれてくる～」を立ち上げまし

た。震災の3日後にブルームバーグという会社と打ち合わせ

があったので、復興支援のためにダンサーが東北に行く交

通費などを支援してほしいとお願いしサポートしていただけ

ることになりました。そのおかげで、復興支援に行くダンス

アーティストに交通費と宿泊費を提供することができ、のべ

26組のアーティストが16地域を訪れ、避難所や仮設住宅で

からだをほぐすワークショップなどを行ってきました。

　しかし、JCDNの活動は、現地に受け手になるパートナー

がいてこそ成り立つネットワーク。何度か東北に足を運んだ

のですが、現地にパートナーがいない状況では、どうしても

単発になってしまい継続した活動や広がりをつくりのが難

しいという課題がありました。その時は、からだがほぐれて

少し楽になったと喜んでいただけるのですが、その活動が広

がっていかない。継続が難しいことにジレンマを感じていま

した。2年くらい次の展開を探っている状態が続きました。

JCDNでは、マッチングサイトとあわせて、「地元の民俗芸
能や盆踊りを教えて下さい」という呼びかけをしておられま
したね。

佐東｜震災1ヶ月半後ぐらいだったと思います。盛岡の演劇

関係者を訪問した際、「いまアーティストにできることはな

い」と言われたことがありました。支援するということ自体、

考えがズレているのかもしれない。ダンスをやっている自分

たちにしかできない支援ではない関わり方があるとしたら
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なんだろうと考えました。東北は郷土芸能がすごく多いとこ

ろなんですよね。だから、その芸能を習うことから関わり方

の糸口が見つかるんじゃないかと思うようになったんです。

こちらから何かをしに行くのではなく、何かを受け取りに行

くこと。ダンスをやっている人間だから受け取れることがあ

るのではと考えました。

　最初に、盆踊りを習いにいきました。2012年の夏頃、仙台

にある河北新報社（地元新聞社）主催の「やりましょう盆踊

り」というプロジェクトがあったんです。離ればなれになって

しまった人たちが集まれる場をつくろうと、被災地で盆踊り

をするというもので、櫓や太鼓、屋台にイスなど盆踊りに必

要なもの一式を河北新報が支援していました。踊り手ボラ

ンティアも募集していたので、仙台で開催していた「踊りに

行くぜ!!」の現地主催者や各地のダンサーたちと一緒に参

加したんです。その時、ダンスをしにいくのではなくて、被災

地の空気に触れるだけでもいいし、人と会うだけで十分な

んじゃないかっていう気がしたんです。

　「やりましょう盆踊り」は、東松島で2カ所、名取、亘理、石

巻の5カ所で開催され、南三陸を含め6カ所の盆踊りに参加

しました。

盆踊りを一緒に踊ってくれる人たちが求められていたんで
すね。

佐東｜そう。なんで踊り手ボランティアが必要かっていうと、

踊り慣れている地域はすぐ盆踊りの輪ができるんだけど、

踊り慣れていない地域は輪ができない。輪をつくるために

踊り手が欲しいっていうニーズがあったんですよ。ようやく、

ダンサーが必要とされている場が見つかった気がしました

ね。浴衣を着た若い人たちがいたらそれだけで盛り上がる。

もともと過疎地域だったということもあるけど、津波で家が

流されたことでさらに人が分散してたんです。

　一緒に身体を動かして盆踊りを踊るだけで、いろんなこ

とを感じるんですよね。「盆踊りに来ました」というと、「遠く

から踊りにくるとは変わった人だな」と言って話が始まる。

それがとっても新鮮だったんです。同じ人として出会えたと

いうと大げさかもしれないけれど、今までは何かしなきゃと

いうと大げさかもしれないけれど、今までは何かしなきゃと

肩に力が入っていた。被災地で人に会っても、被災をされた

方 と々遠くから何かをしに来た人になってしまい、もどかし

さを感じていました。盆踊りに参加して一緒に踊ってみて、

なんというかそれでいいというか、それだけで価値があるん

じゃないかなって思ったんです。

JCDNのFacebookには、盆踊りの他にも郷土芸能を習っ
ている写真がアップされていました。あれはどうやってつな
がったんですか？ 

佐東｜震災から1年半ぐらい経ったときだったと思います。

私があちこちで、東北の郷土芸能を習うことが出来ないだろ

うかという話をしていたら、ニッセイ基礎研究所の大澤寅雄

さんが全日本郷土芸能協会の小岩秀太郎さんを紹介してく

れました。初めてお会いした時に、2時間ぐらい息のつく間も

ないぐらい二人で話しをしました。そして一昨年の夏、小岩さ

んに改めてお願いして郷土芸能で受け入れてくれる可能性

がありそうな方をご紹介してもらいました。　

　大船渡の郷土芸能協会の副会長で古水力（ふるみず・ち

から）さん。大船渡の越喜来（おきらい）というところの「浦

浜獅子躍」と「浦浜念仏剣舞」の会長さんです。越喜来にあ

る古水さん宅を訪問して、「東北の郷土芸能を日本中の人が

習いに行くというのを考えているのですが、余所の人を受け

入れてもらえるものなんでしょうか」と相談したんですね。そ

の時の古水さんのお話しが非常に面白くて。午後3時くらい

にお会いして、夜中12時すぎまでお話しを伺っていました。

古水さんとの出会いが大きかったですね。

　東北の沿岸部の郷土芸能は、岩手、宮城、福島の3県で小

岩さんが把握しているだけでも2000団体以上あるんだそ

う。各地区、集落ごとになんらかの芸能がある感じです。古

水さんとお話しする中で、東北の郷土芸能は、震災のあるな

しに関わらず後継者も減っているし下火になっていたことが

分かりました。中学生ぐらいまでは祭に参加するけれど、高

校生になると集落を出て行って、就職したら戻って来ない。

担い手世代がいなくなっているのだとおっしゃっていまし

た。もう何十年も、郷土芸能をどうやって引き継いでいくの
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か模索していたと言います。毎年やっていた祭を2年に1回

にするとか、三年祭にしたりだとか。その土地につないでき

たものを、次につないでいく方法が見つからない。もちろ

ん、若者が多くて、すごく盛んなところもあるにはあるんで

すが、多くのところが震災以前からそういう状態になってい

たそうです。

　明治まであった祭が衰退していたり、戦争や高度経済成

長期やらいろいろあって途絶えてたものもある。古水さん

が20代のころに仲間たちと復活させたのが「浦浜念仏剣

舞」。40歳になってから「獅子躍」を復活させようと、車で片

道2時間かけて師匠のところに20年間習いに行って、ようや

く「浦浜獅子躍」を復活させたそうです。

　20代のころは郷土芸能がすべてみたいな生活を送ってい

たと伺いました。毎晩のように青年会で集り、振りの手のひ

らの動きについて、上に向けるのか、下に向けるのか、斜め

なのか横なのかっていうことだけで朝まで酒を呑んで論争

すると。鹿踊りは8人でやるんだけど、当時一緒に習っていた

8人が久しぶりに集まって総踊りをやったら、基本は一緒な

んだけど、全然違う踊りになっていたそうです。同じ師匠に

習って始まったんだけど、それぞれちょっとずつ違うんだそ

う。たとえば、足を上げる動きだけでも、ポーンと上げる人も

いるし、スッと動かす人もいる。その人の性格だったり、身体

的な違いで踊りも変化していった。ひとつの踊りでも、中心

になっているのが誰かによって全然違う踊りになっているん

です。同じことを引き継ごうとしても、その人なりのリズムと

か、早さとか、解釈とか、教え方で違ってくるんです。

　古水さんのお話しを伺うと、自分がなんとなく思っていた

郷土芸能と全然イメージが違うことがわかりました。完全に

アーティスト。コンテンポラリーだし、コミュニティダンス。い

まごろで恥ずかしいのですが、すごい発見をしたような気が

しました。

他にどういうところに習いに行ったんですか？

佐東｜大槌で出会った若い女性の方で、「鶏子舞」（とりこま

い）っていう郷土芸能を守ろうとしている人に会いました。

鶏子舞は、神楽の12演目あるうちのひとつ。彼女のおじいさ

んが神楽のお囃子をやっていたんですが、お父さんの時代

になると神楽が途切れたそうなんです。彼女は子どもの時

に踊りを習っていたこともあって、震災前から子どもの頃に

一緒に踊っていた友人たちと大槌の子どもたちに踊りを教

えていたそうです。

　陸前髙田と大船渡の境にある、末崎町には一週間滞在し

ました。そこの保育園で、5歳の子どもたちから「七福神」を

習いました。20分ぐらいの芸能なんですが、子どもたちは3

歳からやっているから、踊りが完全に身体に入ってるんです

ね。僕らが聞くと難しい唄なんだけど、子どもたち全員が声

を張り上げて歌えるわけ。お店とかで何しに来たの？と聞か

れ、保育園の子どもたちに「七福神」習いにきたと答えると、

へえー！と驚かれながらも、自分も踊れるんだとか、あそこ

の踊りとこっちの地域の踊りは違うとかすごく盛り上がるん

です。踊りがある種の共通語だと思うぐらい。だって各地区

に違う郷土芸能があり、子どもから高齢者までみんな知っ

ているんだから。

　気仙沼の唐桑という地区で「七福神」をされているという

お母様たちだけの団体があり、そこでも踊りを教えてもらい

ました。代表の人はいま86歳くらいと言われていました。そ

の代表の方が20歳ぐらいの時に仲間たちと七福神を習い

始めて66年。今は多い時には年間100ステージぐらい招か

れて踊っているそう。七福神という郷土芸能は東北各地に

あって、子ども版もあれば、男性版もあるそうです。歌詞は

どこも基本的に一緒なんだけど、地域によって踊りが全然

違うらしいんですね。

今後はどういう展開が考えられそうでしょうか？

佐東｜この「習いに行くぜ!東北へ!!」で各地を回っている中

で支援という意識がなくなって、ここで出会った人たちとな

にか面白いことができたらいいなって思うようになりまし

た。古水さんとは、フェスティバルみたいなことをやりたいね

と話しています。なんだかバリ島にいるような気分になった

んですよ。集落ごとに踊りがあってね。鹿踊りだけでも50数

団体あるし、それぞれ違う。そのうえ、奇抜さやオリジナリ

ティ、クオリティの高さは世界のどこでも通用する。バリ舞

踊やフラダンスを習いに世界中の人が現地を訪れるよう

に、東北の芸能を世界中の人が習いにくるということってあ

りえるんじゃないかな。国際的なフェスティバルを開催して、

世界の芸能を招いて互いに刺激しあい、そして世界各地か

ら東北の郷土芸能を習いに来るようになったらおもしろい。

　支援するとか、されるということではなくて、次につなが

ることを一緒に考え、創っていく段階に入った気がします。
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第12回アートNPOリンク井戸端会議
hanare × Social Kitchen協力
「アートの社会介入と対話による社会的交換：コミュニ
ティの活性化に向けた実践事例から」 
by ジャネット・ピライ

社会におけるアートの役割とはいったいなんでしょうか。

アートが地域社会に介入し社会的課題に取り組むのはな

にゆえでしょうか。いかにしてアーティストや大学、NPO

は、アートと日常生活、あるいは政治や社会的課題にコ

ミットすることができるのでしょうか。

「地域の文化」は、地域と人々の相補的で濃密な関係の中
から、途方もなく長い歳月をかけて培われてきたもので

す。アートによる地域社会への介入は、その地域の文化に

「変化」を促すということです。どのような「成果／結果」に

なろうと、現状に「変化」を及ぼすことでしかいまここにあ

る状況は変わりません。また、「変化」がなければ重層的で

多層的な文化も形成されえないでしょう。

人 と々ともに「表現する」ことを通して社会を変えようとす

るアート実践者たち。アートに携わる実践者たちは、何を

見いだし、どのような責任を背負いながら社会介入を続け

ているのでしょうか。

今回のアートNPOリンク井戸端会議は、ゲストにジャネッ

ト・ピライ氏（ペナン｜マレーシア）をお招きし、同氏が数ヶ

月に渡って調査した日本の事例について、ご自身のマレー

シアでの活動をふまえながらご報告いただきます。日本
の、とくにローカルなエリアにおけるアートによる社会介入

と若い世代の果敢な実践に可能性を感じるというピライ氏

とともに、プロセスと対話によって生じる創造的で革新的

なアートプロジェクトの事例をケース・スタディとしながら、

「社会介入型アート」についてみなさんと考察を深めます。

report_ワークショップ事業

アートNPOリンク井戸端会議

プロフィール

Janet Pillai（ジャネット・ピライ）

非営利組織Arts-ED代表、カルチャー・プラクティショ

ナー、マレーシア科学大学芸術学部准教授

研究対象は、文化的再生、コミュニティとの協働、クリティ

カル・ペダゴジー（問題提起型教育／批判的教育学）。アー

ト分野における学者および実践者であり、舞台演出家とし

てのキャリアも持つ。Arts-EDでは、コミュニティレベルで

のアート・エデュケーション、芸術実践者のキャパシティ・

ビルディング、芸術文化に関する調査やアウトリーチなど

さまざまな取り組みを行っている。

主　催　　　　NPO法人アートNPOリンク
協　力　　　　hanare × Social Kitchen

会　場　　　　hanare × Social Kitchen

　　　　　　　（京都市上京区相国寺門前町699）

日　時　　　　2013年7月25日〈木〉　19:00～21:00

ゲスト　　　　ジャネット・ピライ（マレーシア、ペナン）
通　訳　　　　須川咲子（ソーシャル・キッチン）

進　行　　　　樋口貞幸（アートNPOリンク）

参加費　　　　無料（カンパ制）

参加者　　　　20名
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フォーラム 『大阪の未来～大阪で、アー
ツカウンシルを考える』

主旨
文化的自治を、ここ大阪から考える
　近代以降、市民の主体的な活動の中から育まれ発展して

きた芸術文化。現代においても、市民の創造性を高め、感

性豊かでしなやかな個を育み、さまざまな産業の発展に

貢献するなど、市民社会の根幹を担い続けています。しか

しながら、専門性無き文化政策は、芸術文化振興・発展に
寄与しないばかりか、公金の浪費にもなりかねない、現代

的な要求と合致しないものとなってしまいました。そこで、

大阪にも〈アーツカウンシルのような専門的かつ長期的な

展望をもった独立した文化機関〉が必要だという想いか
ら、有志による「大阪でアーツカウンシルをつくる会」を

2007年に立ち上げ6年間に渡って活動を続けてきました。

　そして今年、大阪府・市連携により「大阪アーツカウンシ

ル」が設立されたことにより、わたしたちの役割もひとつの

節目を迎えたように思います。

　しかしながら、大阪における「アーツカウンシル」は、い
ままさしく始まったばかりであり、今後の動向をこそ、期待

を含めともに考えていく機会が必要と考えます。今回のシ

ンポジウムを通じ、「アーツカウンシル設立」の次のステッ

プへと歩みを進めていくことができればと思います。

内容
　2007年に活動を開始した「大阪でアーツカウンシルをつ

くる会」の解散とあらたな展開の検討に際し、これから大
阪でどのようなアクションが求められるのかを考える

フォーラムを開催します。

　ゲストに、大阪アーツカウンシル統括責任者の佐藤千晴

氏をお招きし、大阪府市の文化政策と、これからの大阪

アーツカウンシルの展望と課題、具体的取り組みについて

お話しを伺います。
　また、2012年度に実施した「大阪アーツカウンシルに関

する事例調査・フォーラム開催等」事業報告書が完成した

ことを期に、報告書作成からみえてきたことをNPO法人

アートNPOリンクよりご報告いただきます。

　そして、ご来場のみなさんとともに、これからの大阪アー

ツカウンシルについて、文化政策や文化の自治について、

それぞれのアクションにつないでゆくための対話をおこな

いたいと願っています。

report_その他目的を達成するために必要な事業

大阪でアーツカウンシルを考える会
事務局協力

第1部｜

報告：「大阪アーツカウンシル設立に向けた事例調査・

フォーラム開催等」事業報告書作成からみえてきたこと

報告者：樋口貞幸（NPO法人アートNPOリンク事務局長）

第2部｜

ゲストトーク：大阪アーツカウンシルのこれから

ゲスト：佐藤千晴（大阪アーツカウンシル統括責任者）

第3部｜

座談会会場を交えて：これからの大阪の文化政策や、文化

による自治を考えるにあたり、どのようなアクションが期待

されているか来場者とともに対話を重ねる。

第4部｜

発足会 「大阪でアーツカウンシルを考える会」へ

主　催　　　　大阪でアーツカウンシルをつくる会

協　力　　　　NPO法人 こえとことばとこころの部屋
　　　　　　　NPO法人 recip

　　　　　　　NPO法人 アートNPOリンク

会　場　　　　江之子島文化芸術創造センター ルーム8

　　　　　　　（大阪市西区江之子島2丁目1番34号）

日　時　　　　2013年9月26日〈木〉　18:30～

ゲスト　　　　佐藤千晴（大阪アーツカウンシル）

報告者　　　　樋口貞幸（アートNPOリンク）

進　行　　　　上田假奈代、山口洋典

参加費　　　　500円
参加者数　　　38名
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対話の場（プロジェクト・ミーティング）
『アートと大阪』

大阪でアーツカウンシルを考える会 + アートエリアB1
カフェ・ラボ｜プロジェクト・ミーティング
　「大阪でアーツカウンシルをつくる会」改め「大阪でアー

ツカウンシルを考える会」は、アートエリアB1と共同で『ラ

ボカフェ｜プロジェクト・ミーティング』を開催します。本プ

ロジェクトミーティングは、「アートと◯◯」と題し、年3回

開催する予定です。
　第1回目は、ズバリ「アートと大阪」。

　アートと政治の関係性はもとより、そもそもここ大阪に

おいて、アートの多様性や寛容性を担保する個人の価値観

は、制度の整備に伴っているでしょうか。大阪に身を置きな
がら、大阪の、日本の、そして世界のアートを取り巻く環境

や諸問題について来場者のみなさんとともに対話を重ね、

考えを深めていきます。

　アーティストやアートマネージャー、アート、文化振興な

どにご関心をお持ちの方、社会課題に取り組む方々のご

参加をお待ちしております。

主　催　　　　アートエリアB1

共　催　　　　大阪でアーツカウンシルを考える会

会　場　　　　アートエリアB1

　　　　　　　（大阪市北区中之島1-1-1）

日　時　　　　2014年1月30日〈木〉　19:00～21:00

カフェマスター　本間直樹、木ノ下智恵子、久保田テツ
参加費　　　　無料

参加数　　　　約50名

学びと情報共有の場（勉強会）
『アートと大阪』

大阪でアーツカウンシルを考える会 ＋ 大阪府立江之子
島文化芸術創造センター 
　「大阪でアーツカウンシルを考える会」は、江之子島文化

芸術創造センターと共同で『学びと情報共有の場｜考える

ための勉強会 Vol.1』を開催します。本勉強会は、年3回開

催する予定です。

　「考えるための勉強会Vol.1」では、4月に新しく発足する

「アーツサポート関西」の設立に携わっておられる大島賛

都さんをお招きし、アーツサポート関西の事業についてお

伺いします。

主　催　　　　大阪府立江之子島文化芸術創造センター

共　催　　　　大阪でアーツカウンシルを考える会

会　場　　　　enoco

日　時　　　　2014年3月28日〈金〉　19:00～21:00
ゲスト 　 大島賛都（アーツサポート関西）

参加費　　　　無料

参加数　　　　約20名
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京都文化芸術コア・ネットワーク例会
「アーティスト・イン・レジデンスのいま」

報告
　3月29日、京都芸術センターにて行われた京都文化芸術

コア・ネットワーク第3回例会に、AIRネットワーク準備会

をお招きいただきました。京都文化芸術コア・ネットワーク

は、京都市の呼びかけによる、京都で文化芸術を支援する

専門家たちのネットワークで、今回の例会には35名が参

加。本ネットワーク準備会からは、日沼禎子（陸前髙田 
AIRディレクター、女子美術大学）、菅野幸子（国際交流基

金プログラム・コーディネーター）、柴田尚（NPO法人

S-AIR）がトーカーとして参加しました。

　はじめに、京都文化芸術コア・ネットワーク事務局の山

本麻友美さんから趣旨説明があり、つづいて菅野より

「AIRの歴史と現在の状況について」と題して、17世紀に始

まるAIRの起源から、現代の世界的なAIRネットワークの

潮流にいたる歴史を報告しました。次に、日沼より、AIR

ネットワーク準備会が目指すネットワークの在り方を提案
させていただきました。

　その後、3つの事例＝「ムーブ・アーツ・ジャパン」（小田

井真美さんが体調不良で欠席のため事務局・樋口が代

読）、山本麻友美さんより京都芸術センター「KACアーティ

スト・イン・レジデ

ンス」「フェルトシュテルケ・インターナショナル2014」、加

藤ゆみさんより「京町家AIR／出島AIR」を紹介いただきま

した。
　最後に会場の参加者との質疑応答をまじえ、柴田尚より

AIRに限らずさまざまな分野と連携していくことの必要性

が提案され、本会を終了しました。

　その後、続いて催された懇親会でも、活発な意見交換が

なされました。

主　催　　　　京都文化芸術コア・ネットワーク

協　力　　　　NPO法人 アートNPOリンク

会　場　　　　京都芸術センター

日　時　　　　2014年3月29日〈金〉　18:30～21:00

参加数　　　　約20名

report_その他目的を達成するために必要な事業

AIRネットワーク準備会
事務局協力

AIRネットワーク準備会：テーブル・ミー
ティング 『アーティスト・イン・レジデン
スのいま～求められるネットワークとは』

＊大雪のため中止

　アーツ前橋主催によるシンポジウム「地域とアートを紡

ぐ３日間」と日程を合わせ、AIRネットワーク準備会による

テーブル・ミーティングを開催いたします。

　アーティスト・イン・レジデンス（AIR）は、表現者と市民

に開かれた創造と交流のプラットフォームとして世界的に
重要な役割を担っており、地域特性を活かした多様な活

動が行なわれています。しかしながら、その持続的な活動

を支える基盤や、アーティストへの情報提供等はいまだ充

分とはいえません。
　そこで、AIR事業に取り組む団体・個人が連携し、AIRの

プレゼンスの向上、情報発信、国内外との共同プロジェク

ト推進などを担う、相互の＜中間支援的ネットワーク＞組

織の設立について検討する「AIRネットワーク準備会」の

活動を始めました。

　本AIRネットワーク準備会の発足契機となった、「全国
アートNPOフォーラムin神戸」での会議に続き、アーツ前

橋が主催するシンポジウムに連携させていただき、「アー
ティスト・イン・レジデンスのいま̶求められるネットワー

クとは」と題した、テーブル・ミーティングを開催いたしま

す。ここでは、ネットワーク型組織設立にあたっての課題、

求められる組織の在り方や活動内容等について、みなさま

と意見交換を進めたく存じます。

内容
1）AIRネットワーク設立について

2）意見交換　進行：柴田尚（NPO法人S-AIR）

主　催　　　　AIRネットワーク準備会

協　力　　　　アーツ前橋

会　場　　　　前橋市中央公民館 40スタジオ

日　時　　　　2014年2月16日〈日〉  悪天候のため中止



　2013年度に発足した大阪アーツカウンシル（大阪府市文
化振興会議部会／事務局：大阪府）のウェブサイトのコンテ
ンツのデザインを担当した。
　これにより、大阪府市の文化振興事業に対するアドボカ
シーを具体的に進めていく。とくに、大阪府市の文化事業の
実施状況の把握と、活動団体の実績をインタビュー等を通
して記録。それをエヴィデンスに、課題やニーズに基づいた
芸術支援制度の設計を提案していく。

　

report_その他目的を達成するために必要な事業

大阪アーツカウンシル
ウェブサイトのコンテンツ設計

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
運営・施設管理

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
事務局アドバイス
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アサヒ・アートスクエア管理運営  

アートNPOリンクは、2007年 4月より、アサヒ・アートスクエアの事
務局運営を担っています。運営のキーワードは「未来・市民・地域」。事
業方針や事業内容については、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で議論し、決定しています。
現在の事業方針（＊ 2011年 4月 28更新）は以下です。

［未来文化の創造＝先駆的な芸術支援、若手アーティスト支援］
・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。

アサヒ・アートスクエア 事務局は以下の管理業務を行っています。

・施設管理・運営
窓口業務
施設・機材の保守点検、管理
テクニカルスタッフのマネジメント
運営委員会のマネジメント［月 1回］
スクエアバーの運営

・事業管理・運営
貸館事業［一般貸館／協力事業］
協賛事業
共催事業［すみだ川アートプロジェクト］
自主事業

・広報業務
広報印刷物 制作・配布
ウェブサイト管理

・運営委員会

事務局であるアートNPOリンクは、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）

江藤一樹（墨田区区民活動推進部 文化振興課）

澤崎公美（アサヒビール株式会社）

島貫泰介（美術ライター／編集者）

野村政之（こまばアゴラ劇場・劇団青年団）

花井雅保（音楽プロデューサー）

宮浦宜子（アーツプロデューサー）

根本ささ奈（アサヒビール株式会社）

山口佳子（NPO法人 alfalfa）

（敬称略）　

・事務局スタッフ

坂田太郎 、岡田千絵、樋口貞幸

以上、NPO法人アートNPOリンク

大庭圭二 、高田政義、山下恵美（テクニカルスタッ

フ）　以上、株式会社 RYU

・施設概要

所在地：〒 130-0001　東京都墨田区吾妻橋

1-23-1スーパードライホール 4階

開館時間：10:00～ 22:00

休館日：毎週火曜日、年末年始ほか　＊設備点検

等にて臨時休館あり。

収容人数：200名（収容人数には制作・技術スタッ

フの人数を含む）



アサヒ・アートスクエア 2 0 1 3 振り返り

●アサヒビールメセナの拠点化
アサヒビールメセナの主要事業：アサヒ・アート・フェスティバルのイベント運営
アサヒビールメセナの主要事業：すみだ川アートプロジェクトのイベント運営、広報強化、地元広報
ウェブサイトリニューアル　活動の見える化　アサヒアートスクエアの活動発信の強化　アクセス数アップ：リサーチ・ジャー
ナル

●未来文化の創造＝先駆的な芸術支援、若手アーティスト支援
グローアップ・アーティスト・プロジェクト 2012 蓮沼執太展　音楽家として活躍するアーティストの初の美術展
グローアップ・アーティスト・プロジェクト 2012蓮沼執太展　神戸アートビレッジセンターへの巡回
グローアップ・アーティスト・プロジェクト 2012、2013 蓮沼執太「蓮沼執太のスタディーズ」、山城大督「東京映像芸術実験室」
の開催を通して、一年間という長期にわたる、公開型のアーティストサポートの新たな手法を開発。

●市民
ロングパーティー「フラムドールのある家」　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、新たな交流拠点のあり方を
提示

●地域
すみだ川アートプロジェクト 2013　地元の配財プロジェクトとの協働　

課題
・アサヒビールメセナの拠点化
年間を通して様々な催しが実施されており、それらをつないだり、発信していくことが出来ていない。

・アサヒ・アートスクエア　蓄積の可視化
ウェブをより充実させていく

・自主事業の整理、発信強化
→外部施設への巡回等も検討。蓮沼展が巡回。ほかプロジェクトをどう有機的に絡めるか。

・貸館システム協力事業
→位置づけを明確化。アサヒ・アートスクエアの意志を反映させていく。



アサヒ・アートスクエア 2 0 1 3　主な動き

施設・機材の保守点検、管理
・改修工事のための長期休館：9月 -11月
トイレ、控え室の改装　多目的トイレの設置
照明二次回路のリプレイス

・テクニカルスタッフのマネジメント
株式会社 RYUに依頼

・スクエアバーの運営
アルバイトスタッフの管理
ケータリング出店対応

・運営委員会のマネジメント
毎月第 4火曜日に開催。全 12回
第 4期 運営委員会の立ち上げ　新委員：島貫泰介さん、花井雅保さん、澤
崎久美さん

事業管理・運営
・貸館事業
一般貸館：8件／ 15日　協力事業：11件／ 41日
＊貸館事業では、一般貸館の他に、アサヒ・アートスクエアの事業方針と
合致する活動に対してディスカウント料金で場を提供する「アサヒ・アー
トスクエア協力事業」［公募制］を行っている。

・協賛事業
19件／ 91日
すみだ川アートプロジェクト［共催事業 ］もふくむ

・自主事業
オープン・スクエア・プロジェクト
グローアップ・アーティスト・プロジェクト
ロングパーティー「フラムドールのある家」　＊新規プログラムの開発
＊予算、日数確保の関係で、前年まで開催していた、パートナーシップ・
プロジェクト、カフェ企画、マムシュカ東京は実施せず

広報業務
・広報印刷物 制作・配布
隔月スケジュールチラシ リニューアル　創刊準備号

・ウェブサイト管理費
ウェブサイト リニューアル：活動の見える化
閲覧数アップのための読み物コンテンツの開発　
ブログ更新　アサヒ・アートスクエア リサーチ・ジャーナル スタート

アサヒ・アートスクエア　2007-2012

1.運営体制の安定

現場：アートNPOリンク（事務局）、株式会社

RYU（テクニカル）／運営方針：運営委員会／運

営マニュアル作成／広報体制

2.貸館システムの整備

作業ルーティーンの確立／稼働率の上昇

-

協力事業＋一般貸館

07： 51 日　08：67 日　09：107 日　10：84 日

11：86日　12：65日

＊協力事業／一般貸管の割合により、収入は増減。

3.ホール備品の充実

多ジャンルのイベントに対応できる舞台備品、音

響・照明機材を常備

4.自主事業の開発

アサヒビール・メセナの基本方針「市民 /未来 /

地域」に沿った事業開発

マムシュカ東京

Live&Work Shop「ごみ」を楽しむ音楽会
レジデンスプロジェクト 2010「クジラのはらわ
た袋に隠れろ、ネズミ」
地域資源リサーチプログラム「野村誠×北斎」
AASFilm Artシリーズ「DMJ国際ダンス映像祭」
レジデンスプロジェクト vol.1 群々「あたらしい
世界」
grow up! Danceプロジェクト

パートナーシッププロジェクト 

グローアップ・アーティスト・プロジェクト

オープン・スクエア・プロジェクト

5.テクニカル面でのアサヒビール株式会社との連

携強化

→ 3者会議の定例化、現場の課題を議論できる環

境整備　

現場：アートNPOリンク（事務局）、株式会社

RYU（テクニカル）、アサヒビール株式会社



［自主事業］　アーティストの考える機会をサポートします

グローアップ・アーティスト・プロジェクト  
2 0 1 3  

事業カテゴリー：［未来文化の創造］　
アーティストサポート事業／公募事業

・サポート期間： 2013年 1月 -12月
・サポートアーティスト：山城大督［美術家・映像ディレクター］

・プロジェクト主旨
すでに発表実績があり、さらなる飛躍が期待される中堅アーティストへの
サポートを目的とする。若手に対するスタートアップ支援、実績のあるベ
テランへのサポート環境は充実しているが、若手から中堅へ、中堅からベ
テランへと、ステップアップする、その過程へのサポートは少ない。そこで、
これまでの活動を振り返りつつ、じっくりと自身の表現について考える機
会をつくり、アーティストのグローアップの機会を創出する。これまでの
サポートアーティストは、寺内大輔［音楽家 2010年］。岩渕貞太［ダンサー・
振付家 2011年］ 、蓮沼執太［音楽家 2012年］

・実施内容
2013年のサポートアーティストは美術家・映像ディレクターの山城大督。
山城は「東京映像芸術実験室」と称して様々な実験を展開。ゲストとの対
話や実験を通して、これまで表現手法としてきた映像表現の「記録性」や「記
録方法」、「展覧会での展示方法」について再考している。この 1年間、ア
サヒ・アートスクエアは「撮影スタジオ」から「対話の場」へ、「ワーク
ショップスペース」から「映像編集室」、そして「展示空間」へとさまざ
まにその姿を変えながら、ダイナミックな実験を続けている。成果は 12
月末、山城大督の個展「VIDERE DECK ／イデア・デッキ」で発表する。
これまで繰り広げられた、振り幅の大きな試行錯誤から、どんな新たな発
想が生まれるのか。どうぞご期待ください。

・山城大督［美術家。映像ディレクター。］

http://www.yamashirodaisuke.com/

1983年大阪生まれ。映像の時間概念を空間やプ

ロジェクトへ展開し、その場でしか体験できない

《時間》を作品として展開。主な作品に、広島の

住宅街を舞台に 50人の少年少女が同時間帯に自

宅のピアノを演奏するコンサート《Time !ows to 

everyone at the same time.》(2010)がある。主な

個展に 『TOKYO TELEPATHY』(2011)。2007

年よりアーティスト・コレクティブ「Nadegata 

Instant Party（中崎透＋山城大督＋野田智子）」を
結成し、他者を介入させ出来事そのものを作品と

するプロジェクトを全国各地で発表する。

・スケジュール

04.05 映像実験室 mini｜ scene.01 スクリーニン

グ「映像にぶつかろう」
04.11 映像への対話 1「なぜ映像を使っているの
か？」　ゲスト：藤井光［美術家・映画監督］
04.11-13 映像実験室 vol.1「映像の力を確認する」
05.22-23 映像実験室 mini　全回の実験をふまえ

て実験＋試作品を制作　＊非公開　

05.22 映像への対話 2「構造体としての映像。そ
してその先へ」　ゲスト：奥村雄樹［美術家］
05.23 公開インタビュー 1 インタビュアー：森岡

麻紗子［編集者］

06.26 映像実験室 vol.2「映像と音響／映像とスク
リーニングの実験」　＊非公開
06.26 映像への対話 3「映像を召喚する」　ゲスト：
志村信裕［アーティスト］

07.06 映像実験室 mini サテライト版　会場：

blanClass（横浜）

08.23-24 映像実験室 vol.3「映像と出来事の記録
法を考える」＊公開　8/24はロングパーティー「フ
ラムドールのある家」内で開催［入場無料］
09.26 映像実験室 mini　前回の実験をふまえて実

験＋試作品を制作　＊非公開

10.17 映像実験室 mini　全回の実験をふまえて実

験＋試作品を制作　＊非公開

10.17 映像への対話 4「メッセージを入れ込む」　
ゲスト：小泉明郎［アーティスト］

11.21-23 映像実験室 vol.4「映像と山城大督につ
いての対話」

12.19-23 成果報告会

山城大督展「VIDERE DECK ／イデア・デッキ」



［共催事業］　Su m i d a  R i v e r  A r t  Pro j e c t  ／  S R A P 2 0 1 3

すみだ川アートプロジェクト 2 0 1 3

事業カテゴリー：［地域文化への着目、地域への広がり］　
＊共催事業／事務局参加［イベント管理、広報物制作、問合せ対応ほか］
　
・メイン期間：2013年 6月 15日 -7月 31日　
・名称：すみだ川アートプロジェクト 2013 「江戸を遊ぶ―「ないまぜや！」
鶴屋南北」

・プロジェクト主旨
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るアートプロジェクト。「白魚
が棲み、人々が泳ぎ遊べるような隅田川に再びなるために」、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〉を続けていく。〈隅田川〉に目をむけて、感じて、考えて、
行動できるような契機をさまざまに創造する。

・内容
「すみだ川アートプロジェクト」の 5年目となる今回は、複数の ‘ 世界 ’ を
組み合わせる「綯い交ぜ (ないまぜ )」という脚本手法を得意とし、自由
度の高い、奇想天外なストーリーを多く生み出した、江戸を代表する歌舞
伎狂言作者 ‘ 鶴屋南北 ’ に倣い、隅田川をアートで遊ぶ様々なプロジェク
トを実施。アサヒ・アートスクエア内には、歴史的文脈を踏まえながらも、
新しい切り口から歌舞伎の演目を上演する木ノ下歌舞伎を主宰する、演出
家・木ノ下裕一とともに芝居小屋を出現させた。その書割り (かきわり )
には、詳細な描写に映像を重ね、都市や自然のうつろいゆく表情を独自の
手法で見せるアーティスト・ヤマガミユキヒロによる隅田川の風景を描い
た新作を展示。この舞台で連日「隅田川」「江戸」「鶴屋南北」のいずれか
に着想を得た多彩なプログラムを開催した。
　昨年に続き開催した「アンサンブルズ・パレード／すみだ川音楽解放区」
では、音楽家の大友良英氏を中心に、多彩な音楽グループや一般参加の方々
（約 300名）も交えて、隅田川に浮かべた屋形船や吾妻橋周辺の広場に音
楽をあふれさせた。 

・開催概要

すみだ川アートプロジェクト 2013

江戸を遊ぶ―「ないまぜや！」鶴屋南北
メイン会期：6/15［土］―7/31［水］メイン会期

開館時間：アサヒ・アートスクエア［芝居小屋］

平日 14:00-20:00 ／土日祝 12:00-20:00

〈主催〉 すみだ川アートプロジェクト実行委員会、

アサヒグループ芸術文化財団

〈共催〉 アサヒ・アートスクエア、墨田区、AAFネッ

トワーク実行委員会

〈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

〈協力〉 NPO法人アート NPOリンク、株式会

社イーストワークス エンタティンメント、NEC

ディスプレイソリューションズ株式会社、Gallery 

PARC［グランマーブル ギャラリー・パルク］、

株式会社グランマーブル、トッピングイースト ほ

くさい音楽博、ものコト市実行委員会、一般社団

法人配財プロジェクト

・プロジェクトスケジュール

5.6 　Oh! Tango pARTy 端午パーティ 

6.15 ―7.31　メイン会期　

12.2　Oh! Yukimi pARTy 雪見パーティ



［自主事業］　交流拠点の形成を目指す

ロングパーティー
「フラムドールのある家」

　
事業カテゴリー［市民とアートのつなぎ手］　［地域文化への着目、地域へ
の広がり］　
＊交流拠点の形成
・プロジェクト期間： 2013年 8月 24日　10:00-22:00
・企画名：ロングパーティー「フラムドールのある家」

・プロジェクト主旨
公演や上演といったアーティストの作品制作と発表の場はこれまで作って
きたが、事業方針にある交流拠点の形成については不十分であった。これ
までアサヒ・アートスクエアと関わりのある方々、また地域の方々とも連
携して「パーティー」を開催した。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
となることを目指した。また、アサヒ・アートスクエアの過去の蓄積を提
示し、施設としての独自性、全体像打ち出すことも試みた。

・企画内容
アサヒ・アートスクエアの新プロジェクト、ロングパーティー「フラムドー
ルのある家」。これは、立場の異なる人たちが、同じ時間や空間を共有し、
共に食べたり、飲んだりしながら語らう空間を、アサヒ・アートスクエア
に定期的につくっていこうという実験。キッチンとリビングルームの中間
のような空間を、朝から夜まで出入り自由、無料開放しました。内装工事
前の節目の機会に、「これまで」アサヒ・アートスクエアをベースに活動
し時間を共にしてきたみなさん、また「これから」活動するみなさんに集
まってもらい、それぞれの現在の関心や興味を持ち寄り、一日の時間、パー
ティーをつくった。

・ゲスト／フード

alfalfa

岩井優（アーティスト／ Survivart）

岩渕貞太（ダンサー・振付家）

今村ひろゆき（まちづくり会社ドラマチック代表

／ LwP asakusa）

印牧雅子（Whenever Wherever Festival 事務局

（BAL）、編集者）

臼井隆志（アーティスト・イン・児童館 プログラ

ム・ディレクター）

カンノケント（演奏家／音楽家）

河村美帆香（制作／ FAIFAI、precog、吾妻橋ダン

スクロッシング）

北川貴好（美術作家）

Q［市原佐都子（劇作家、演出）、飯塚ゆかり、吉

田聡子、吉岡紗良、坂口真由美（以上、役者）］

53235（K'DLOKK ／ PAUGOMA）

桜井圭介（音楽家／ダンス批評／吾妻橋ダンスク

ロッシング主宰）

食堂 sou!e

芹沢高志（P3 art and environment ／ AAFネット

ワーク実行委員会 事務局長）

何に着目すべきか［橋詰宗（デザイナー）、木村

稔将（デザイナー）、古賀稔章（編集者）、加藤孝

司（デザインジャーナリスト）］

蓮沼執太（音楽家） ＊作品展示、BGM選曲での

み参加

花井雅保（音楽プロデューサー／サックス奏者／す

みだ川ものコト市）

長谷寛（AAFネットワーク実行委員会 事務局）

福永敦（アーティスト） ＊作品展示でのみ参加

FORM ON WORDS（ファッションブランド）

捩子ぴじん（舞踏家）

水田紗弥子（キュレーター）

山城大督（美術家／映像ディレクター）



［自主事業］　空間の実験

オープン・スクエア・プロジェクト  2 0 1 4
「A l t e r s p a c e  -  変化する、仮設のアー
トスペース」

事業カテゴリー：［未来文化の創造］　
＊空間の発信／公募事業

・参加キュレーター：水田紗弥子
・プロジェクト期間：2014年 1月 -2月
・企画展名称：Alterspace - 変化する、仮設のアート・スペース

・プロジェクト主旨
「オープン・スクエア・プロジェクト」はアサヒ・アートスクエアのユニー
クな空間の発信を目指して 2011 年にスタート。高さ 6m、総面積約 260
㎡のメインフロアを中心に、空間の魅力を引き出すような作品や企画を公
募し、開催している。アーティストや企画者がアサヒ・アートスクエアで
しかできない作品や企画を発表することで、アサヒ・アートスクエアの空
間の魅力を発信し、新たな価値創造に寄与することを目的としている。

・内容
3回目となる今回は、インディペンデント・キュレーターの水田紗弥子を
公募で選出し、展覧会「Alterspace ─ 変化する、仮設のアートスペース」
を開催した。水田は「場所を持たずにアート・スペースを運営する」とい
うプロジェクトを Alterspaceと名付け、展覧会、イベント、カフェスペー
ス、ワークショップスペースなどが同時に存在する場をアサヒ・アートス
クエアに登場させた。全体の場を構築するための展示のための壁面や舞台
は、日本と韓国で集められた段ボールを用いて、韓国のアーティスト、イ・
デイルが作成した。会場には 4つの展覧会が広がり、連日ゲストを招いて
のトークイベントやワークショップなども開催。総勢 20名を越えるアー
ティストの展示作品によって構成された空間を舞台に、多彩な実践を継続
的に展開することで、会期中、アサヒ・アートスクエアは様々な表情をみ
せながら変化していく、Alter(変化する )space（場）となっていった。

・開催概要

オープン・スクエア・プロジェクト 2014

「Alterspace - 変化する、仮設のアートスペース」
会期｜ 2014年 1月 11日［土］ー 2月 2日［日］

＊ 1/11［土］19:00- オープニングレセプション

を開催致します。

休館日｜火曜日、1月 26日［日］

時間｜ 15:00-21:30

料金｜入場無料　＊イベント時は有料

会場｜アサヒ・アートスクエア［東京都墨田区吾

妻橋 1-23-1 スーパードライホール 4F］

主催｜アサヒ・アートスクエア　Alterspace 実行

委員会

協賛｜アサヒビール株式会社

・プロジェクトスケジュール

2013.2月：企画募集、選考会

2014.01.11：オープニング・レセプション

イ・デイルによるパフォーマンス「Ａ sakusa　

Duet」」
01.12：トークイベント「Video Bureauの活動と

アーカイブNo.22:リ・ランの作品について」方
璐（ファン・ルー）［ビデオ・ビュロー共同代表、アー

ティスト］、リ・ラン［アーティスト］「放浪の本
質と共に歩き回る」キム・ナムスー［コリオグラ
フィー批評／韓国］

01.13：トークイベント「インディペンデントに
活動するアートの可塑性と可能性について --日中

韓の事例から」
01.18：ワークショップ「サラムドゥル」
01.19：SUN SUN BOAT CABIN

01.20：トークイベント 展覧会について

01.22―25：松本力ワークショップ　踊る人形 in 

乱視の光

01.24： ト ー ク イ ベ ン ト「12 ヶ 月 / 絵 画 / 

Alterspace」
01.29：トークイベント「地番錯綜地－ 90年代の

都市空間とアート」
02.01：トークイベント「芸術の権利」
02.02： ワ ー ク シ ョ ッ プ「Reconstellation in 

Asakusa 2014」

会場風景



［協賛事業］

アサヒビール株式会社
協賛事業

すみだ川アートプロジェクト 2013 キックオフイベント「Oh!Tango pARTy」
ダンスプロデュース研究部「ぴちぴちちゃぷちゃぷらんらんらん '13」
アサヒグループ学術振興財団 環境文化講座 「自然と暮らしのつながり　地域力をつくる建築」
AAF2013グランドオープンパーティー
すみだ川アートプロジェクト 2013 江戸を遊ぶ―「ないまぜや！」鶴屋南北
吾妻橋ダンスクロッシング 2013
AAF2013報告会 +振り返り会 +円卓会議
F/T公募プログラム　柴田聡子 /Q
すみだ川アートプロジェクト 2013 「Oh!Yukimi pARTy」
若武者
AAFカフェ　vol.13
日本電子音楽協会創立 20周年記念事業
AAFネットワーク会議
踊りに行くぜ !!Ⅱ　vol.3



ARTS NPO LINK * ARTS NPO AID

特定非営利活動法人アートNPOリンク
第10回会員総会̶2014年5月26日

〒604-8222

京都市中京区室町新町の間錦小路下る

観音堂町468-3F

TEL/FAX 075-231-8607

anl@arts-npo.org

http://arts-npo.org


