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アートNPOリンクは、アートが多様な価値を創造し、社会を動かす力を持つ社会的な存在で
あるとの認識をもとに、この力を広く社会にアピールしていきます。アートNPOは、市民自治の
理念にもとづき、アートと社会の橋渡しを通して、幅広く領域をこえたNPOと連携し豊かな市
民社会を創出する役割を担っています。アートは社会の変化を先取りする力を持っており、
アートNPOは社会を変革する潮流において大きな力を発揮できると考えます。そのためには、
さまざまなハードルを乗り越え、基盤整備を推進する必要があります。アートNPOリンクが行う
事業の中で抽出された課題や共有化されたニーズをもとに課題解決に向け、次のような取り
組みをしていきます。

● アートNPOが自立するための経済的なシステムを開発し、提案します。
● アートNPOが地域で活動していくための、アート振興の手法と
 地域資源の調査方法を開発し、提案します。

● マネジメントやプロデュースに関するレクチャー等を開催し、
 アートNPOのプロデュース能力を高めます。

● 各方面に芸術の現代における意義、そしてアートNPOの重要性を
 訴え続けると共に、アートNPOのアドボカシー能力を高めることを目的とした
 広報やアーカイブに関する手法開発と提案をおこないます。

● 全国アートNPOフォーラムを開催し、全国のアートNPOの
 議論の場を創出し、ネットワーク促進をはかります。

アートNPOならではの新鮮な

ビジョンを社会に提案していく、

ゆるやかなネットワーク。 http://arts-npo.org

特定非営利活動法人アートNPOリンク

NPO法人アートNPOリンクは、会員（支援者）による年
会費を経営基盤に、助成金や企業協賛、事業収入等
によってアートNPOフォーラムやデータバンク発行をは
じめとする事業、メールマガジンの配信など会員サービ
スをおこなっています。ご参加をお待ちしております。
＊2008年度より会費が変更になりました。

年会費
正会員（個人・団体とも）  3,000円
賛助会員（個人・団体とも）  1,000円
学生会員（個人のみ）  1,000円

申込方法
メールまたはお電話にてお申し込みください。
＊メールの場合は、件名に「アートNPOリンク会員申し込み」とご
記入のうえ、お送りください。（スパムとの混同をさけるため）
＊正会員は、当法人定款に基づき、理事長の承認ののちに会員
登録となります。

申し込み先
NPO法人アートNPOリンク
E-mail  anl@arts-npo.org   TEL  075 231 8607

会員募集

会員アートNPOの活動情報を掲載したメールマガジン
『アートNPO★NEWS』を毎月お届けしています。
配信希望の方は、メールにてお申し込みください。
（登録無料）

申込方法
メールにてお申し込みください。
＊メールの場合は、件名に「アートNPOニュース購読申し込み」と
ご記入のうえ、お送りください。（スパムとの混同をさけるため）
＊無料でお届けしています。

申し込み先
NPO法人アートNPOリンク
E-mail  anl@arts-npo.org

メールマガジン配信中

2008年度の主な事業

2008.4-09.3

2008.4-09.3

2008.9-09.3

2008.11.6-09.2.11

2008.11.21-23

2009.1.13

2009.2.6

トヨタ・子どもとアーティストの出会い（全国） 【コーディネート】

アサヒ・アートスクエア（東京都墨田区） 【管理運営】

アートNPOデータバンク2008 【調査研究事業】

シンポジウム・発掘！「地域活力」vol.1-2（四日市市） 【企画協力・コーディネート】

全国アートNPOフォーラムin沖縄（那覇市、沖縄市） 【フォーラム事業】

第6回アートNPOリンク井戸端会議（大阪市） 【ワークショップ・セミナー事業】

第7回アートNPOリンク井戸端会議（京都市） 【ワークショップ・セミナー事業】
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活動趣旨

25,000人の富良野市で、積極的に文化活動を応援してくれる

地元企業が現れたのを機会に組織を立ち上げた。これは、ふ

らの演劇工房の10年間の文化活動を評価して資金援助を申

し出てくれたのである。文化予算がバサバサ切られる昨今、意

義ある申し出に勇気が出た。ふらの演劇工房で活動してきた

仲間や新しいメンバーと共に運営している。広範囲の分野の

人たちの運営参加を募り、ふらの演劇工房と協力しながら更

なる地域文化の浸透を願っている。とくに学校現場と協力を

しながら、子供たちへの事業を積極的に企画している。平成

19年に設立して3年目、多くの企業や個人の資金応援を期待

しているところである。

文化面で斬新な情報が入って来る一方、地域では相変わらず

「芸術文化の必要性」を理解してもらう作業が繰り返えされ

ている。私自身この事に改めて気付き、原点を見つめることの

大切さを痛感している。子供たちや地域に良い出会いをして

もらえるよう企画してゆきたい。

文化を通して地域力が向上することを目的としている。

活動内容

プログラム1：富良野・森の朗読10 分間劇場 Vol.２

開催場所：富良野演劇工場 [2008 年 9月 27日（日）]

対象者：一般
プロ、アマを問わず、一人持ち時間10分間の中で朗読と生の演奏をコラボ

レーションする。

出演：秋山仁、あべ弘士、神田山陽、安藤千鶴子ほか

プログラム 2：あべ弘士の世界 in ふらの

開催場所：文化会館 [2008 年 7月 26日（土）～8月24日（日）]

講師：あべ弘士

プログラム 3：音語り／あらしのよるに

開催場所：富良野演劇工場 [2009 年 4月13日（日）]

出演：中井貴恵、松本峰明（ピアノ）　

ゲスト：あべ弘士

プログラム 4：林家彦いち　出前ステージ

開催場所：ふらっと[2008 年 6月15日（日）]

出演：林家彦いち

プログラム 5：おもしろ落語講座 in 樹海中
出演：林家彦いち、温井麻耶

プログラム6：「天切り松 闇語り」公演

開催場所：富良野演劇工場 [2008 年10月 31日（金）]

出演：すまけい、鷲尾真知子、高橋道山（尺八）

プログラム7：狂言ワークショップ

開催場所：末広コミュニティーセンター[2009 年 3月12日（木）]

講師：榎本 元（大蔵流）

富良野メセナ協会
C-Planning Furano

代表者：篠田信子

住所：北海道富良野市上五区

Tel：0167 39 0280　Fax：0167 39 0280

E-mail：f945ns@furano.ne.jp

中学校で授業をする秋山仁先生 WS：あべ弘士と段ボールでキリンを作ろう

特定非営利活動法人

BEPPU PROJECT
NPO BEPPU PROJECT

代表者：山出淳也

住所：874-0918 大分県別府市汐見町 9-1 観光港第３埠頭ターミナル２Fみなとパレット

Tel：0977 22 3560　Fax：0977 22 3560

E-mail：info@beppuproject.com

URL：http://www.beppuproject.com

活動内容

プログラム1：platform 制作事業／ KASHIMA08

開催場所：別府市中心市街地
中心市街地の活性化を目指して、商店街の空き店舗をリノベーションをし、

アートや福祉のサービスを提供するスペースを制作。現在 platform01～

03が始動している。platform01ではダンスや展示、またはトークショーな

どができるスペースとして活用。

また商店街にアートを紹介する実証実験として、8月～9月にかけて、アー

ティスト・イン・レジデンス「KASHIMA08」を行なった。

これはリノベーション前の空き店舗に2人のアーティストが滞在し作品制

作と展覧会を行なった。

platform制作事業

　コーディネート：NPO法人BEPPU PROJECT

　主催：中心市街地活性化協議会

KASHIMA08

　主催：NPO法人BEPPU PROJECT

プログラム 2：別府市公会堂 80 周年記念事業

　　　　　　★の記憶を未来につなぐ夏

開催場所：別府市公会堂（現・別府市中央公民館）
別府市内にあるNPO法人3団体が協働して行なった記念事業。公会堂の

ライトアップやパネル展、ガイドツアーに加え、現代アーティストの作品展、

コンテンポラリーダンスのワークショップ、電子音楽のライブなど、次世

代の公会堂のあり方を提案した。

主催：別府市公会堂80周年記念事業実行委員会（NPO法人別府八湯ト

ラスト／NPO法人BEPPU PROJECT／NPO法人べっぷ未来塾）

プログラム 3：混浴温泉世界レクチャーズvol.1 ～ vol.4

開催場所：みなとパレット／なかむら珈琲店／platform01
2009年に行なわれる「別府現代芸術フェスティバル2009　混浴温泉世

界」の国際展参加アーティストの来訪にあわせて行なったアーティスト

トーク。自身の作家活動についてや別府の印象やフェスティバルに対する

意気込み、作品の構想など様々な角度から語った。

主催：NPO法人BEPPU PROJECT

活動趣旨

NPO法人BEPPU PROJECTは、大分県別府市を活動拠点とし

て、現代芸術鑑賞機会の充実、文化活動を通した人材育成、

外部との交流人口の増加を目的とするアートNPOで、2005年

4月から活動を続けています。

私たちBEPPU PROJECTは、様々な人々や芸術活動が美的に

融合する機会や必然をつくり、子供達が夢を持って生き生き

と育っていくための環境や、ツーリズムの新たな在り方を提

示することによって、地域の魅力を生かしたまちづくりを行

なって行きたいと考えています。

これまでに、全国アートNPOフォーラムの開催や創造都市を

テーマとする国際シンポジウム、複数回の現代美術展やコン

テンポラリーダンス公演、公立小・中学校に芸術家を派遣す

る事業、エッセイによる散策ガイドブック出版や、路地名プ

レートの設置、リノベーション事業など多種多彩な文化事業

を展開しています。
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開催場所：別府市公会堂（現・別府市中央公民館）
別府市内にあるNPO法人3団体が協働して行なった記念事業。公会堂の

ライトアップやパネル展、ガイドツアーに加え、現代アーティストの作品展、

コンテンポラリーダンスのワークショップ、電子音楽のライブなど、次世

代の公会堂のあり方を提案した。

主催：別府市公会堂80周年記念事業実行委員会（NPO法人別府八湯ト

ラスト／NPO法人BEPPU PROJECT／NPO法人べっぷ未来塾）

プログラム 3：混浴温泉世界レクチャーズvol.1 ～ vol.4

開催場所：みなとパレット／なかむら珈琲店／platform01
2009年に行なわれる「別府現代芸術フェスティバル2009　混浴温泉世

界」の国際展参加アーティストの来訪にあわせて行なったアーティスト

トーク。自身の作家活動についてや別府の印象やフェスティバルに対する

意気込み、作品の構想など様々な角度から語った。

主催：NPO法人BEPPU PROJECT

活動趣旨

NPO法人BEPPU PROJECTは、大分県別府市を活動拠点とし

て、現代芸術鑑賞機会の充実、文化活動を通した人材育成、

外部との交流人口の増加を目的とするアートNPOで、2005年

4月から活動を続けています。

私たちBEPPU PROJECTは、様々な人々や芸術活動が美的に

融合する機会や必然をつくり、子供達が夢を持って生き生き

と育っていくための環境や、ツーリズムの新たな在り方を提

示することによって、地域の魅力を生かしたまちづくりを行

なって行きたいと考えています。

これまでに、全国アートNPOフォーラムの開催や創造都市を

テーマとする国際シンポジウム、複数回の現代美術展やコン

テンポラリーダンス公演、公立小・中学校に芸術家を派遣す

る事業、エッセイによる散策ガイドブック出版や、路地名プ

レートの設置、リノベーション事業など多種多彩な文化事業

を展開しています。
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ミュージアム・シティ・プロジェクト
Museum City Project

代表者：中村善一（実行委員長）、山野真悟（運営委員長）

連絡先：810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第１松村ビル（紺屋 2023）#306

　　　　アート・ベース 88 内 MCP 事務局（宮本）

E-mail：mcpfukuoka@gmail.com

URL：http://www.ne.jp/asahi/mcp/fukuoka/

運営施設：ギャラリーアートリエ（09 年春まで）

活動趣旨

ミュージアム・シティ・プロジェクト（MCP）は、「都市と美術

の共生」をテーマにさまざまな研究、活動を行う非営利団体

です。

各種アートプロジェクト企画、海外交流事業、国内および地元

アーティストのサポートシステムの整備、教育普及プログラム

活動などをおこなっています。

活動内容

プログラム1：ギャラリーアートリエ
　　　　　　　　　（主催・財団法人福岡市文化芸術振興財団）の展覧会企画運営

開催場所：ギャラリーアートリエ

対象者：一般観衆
商業施設を訪れる一般観衆に向けて、福岡や九州各地を拠点に活動する

同時代芸術家の作品紹介企画を実施。

※2004年度～08年度

活動趣旨

私たちは障害の有無を越え「ダンスのバリアフリー化」そして

「ユニバーサルデザインとしてのダンス」を積極的に社会に広

げていくことを目指して、2005年4月NPO法人みやぎダンスと

して新たにスタートしました。世の中には、幾多の壁が存在し

ます。障害のある人と無い人の間に横たわる壁もそのひとつ

です。この壁は徐々に崩れ、社会の意識も変化を遂げてきて

います。しかし、舞台芸術やダンスでは、まだまだその壁が厳

然としてあります。その「壁」を切り崩すこと、これが私たちの

使命と考えています。ことばを使わないダンスだからこそでき

る、様々な人たちとの表現の場を広めていきます。障害の有

無に関わらず、ダンスをやってみたいという人たちと共に以下

のようなプログラムを展開しています。

■ワークショップ

障害のある人、ない人たちを対象にダンスを楽しみ、自己を

表現すること。ダンスを通して、他者と関わることを行ってい

ます。「オープンクラス」「アフリカンダンスクラス」「講師出前

クラス」の3つがあります。

■ステージ作品創作上演

年に１回程度、ダンスの舞台作品を創作し、上演しています。

今までに６作品を創作上演。2007年度からは、メンバー制で、

障害者を含むみやぎダンスカンパニー「Kiran」を結成。少しで

も質の高い作品の上演を目指しています。また、公募制による

ステージ作品創作の「ステージクラス」も運営。

このほかにも、イギリスのダンスNPOとの交流も数年計画で

進めています。

活動内容

プログラム1：「Keep On」再演

開催場所：2007年 8月名取市文化会館
対象者：みやぎダンス・カンパニー参加者が出演
名取市文化会館より出演依頼。名取市文化会館主催イベント「なとりパ

フォーマンスフェスティバルなっ祭」にて、第二次世界大戦中の悲劇、アウ

シュビッツをテーマとした、「Keep On」を公演。

演出・振付：定行俊彰

プログラム 2：みやぎダンス公演 Inclusive Dance vol,5

開催場所：2008 年 2月せんだいメディアテーク・
　　　　  オープンスクエア
対象者：障害の有無に関係なくダンスの舞台作品に

　　　　参加してみたい挑戦してみたい意欲のある方。
即興を主体としたダンスを展開。3作品を公演。それぞれ違う振付家が担

当します。

■「みっつの想い」 振付：加藤由美

■「灯る」 振付：定行俊彰　特別出演・岩下徹（ステージクラス作品）

■「ほんの少し…」 振付：砂連尾理

　　　　　　　　特別出演：岩下徹（カンパニー「Kiran」作品）

プログラム1：コミュニティダンス普及のための

　　　　　　日英相互交流第1期

開催場所：Chikensed Theater Company（ロンドン・英）
対象者：NPOスタッフ派遣 2名
みやぎダンスのスタッフ2名が4月～9月末までの間、Chikensed Theater 

Companyに滞在。この分野の先進国であるイギリスで、コミュニティダン

スやインクルーシブダンスがどのように発展しているのか？その現状と方

法論を学び、成果を国内に広げていくための派遣。この交流は2010年ま

で相互訪問の形で継続する予定。

特定非営利活動法人

みやぎダンス
Miyagi Dance Specified Non-profit Corporation

代表者：定行俊彰

住所：980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 8-10 京成壱番町ビル 902 号

Tel & Fax：022 707 4141

E-mail：office@miyadan.org

URL：http://www.miyadan.org/

カンパニー「Kiran」作品　「ほんの少し・・・・」

撮影：佐々木隆二
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ミュージアム・シティ・プロジェクト
Museum City Project

代表者：中村善一（実行委員長）、山野真悟（運営委員長）

連絡先：810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第１松村ビル（紺屋 2023）#306

　　　　アート・ベース 88 内 MCP 事務局（宮本）

E-mail：mcpfukuoka@gmail.com

URL：http://www.ne.jp/asahi/mcp/fukuoka/

運営施設：ギャラリーアートリエ（09 年春まで）

活動趣旨

ミュージアム・シティ・プロジェクト（MCP）は、「都市と美術

の共生」をテーマにさまざまな研究、活動を行う非営利団体

です。

各種アートプロジェクト企画、海外交流事業、国内および地元

アーティストのサポートシステムの整備、教育普及プログラム

活動などをおこなっています。

活動内容

プログラム1：ギャラリーアートリエ
　　　　　　　　　（主催・財団法人福岡市文化芸術振興財団）の展覧会企画運営

開催場所：ギャラリーアートリエ

対象者：一般観衆
商業施設を訪れる一般観衆に向けて、福岡や九州各地を拠点に活動する

同時代芸術家の作品紹介企画を実施。

※2004年度～08年度

活動趣旨

私たちは障害の有無を越え「ダンスのバリアフリー化」そして

「ユニバーサルデザインとしてのダンス」を積極的に社会に広

げていくことを目指して、2005年4月NPO法人みやぎダンスと

して新たにスタートしました。世の中には、幾多の壁が存在し

ます。障害のある人と無い人の間に横たわる壁もそのひとつ

です。この壁は徐々に崩れ、社会の意識も変化を遂げてきて

います。しかし、舞台芸術やダンスでは、まだまだその壁が厳

然としてあります。その「壁」を切り崩すこと、これが私たちの

使命と考えています。ことばを使わないダンスだからこそでき

る、様々な人たちとの表現の場を広めていきます。障害の有

無に関わらず、ダンスをやってみたいという人たちと共に以下

のようなプログラムを展開しています。

■ワークショップ

障害のある人、ない人たちを対象にダンスを楽しみ、自己を

表現すること。ダンスを通して、他者と関わることを行ってい

ます。「オープンクラス」「アフリカンダンスクラス」「講師出前

クラス」の3つがあります。

■ステージ作品創作上演

年に１回程度、ダンスの舞台作品を創作し、上演しています。

今までに６作品を創作上演。2007年度からは、メンバー制で、

障害者を含むみやぎダンスカンパニー「Kiran」を結成。少しで

も質の高い作品の上演を目指しています。また、公募制による

ステージ作品創作の「ステージクラス」も運営。

このほかにも、イギリスのダンスNPOとの交流も数年計画で

進めています。

活動内容

プログラム1：「Keep On」再演

開催場所：2007年 8月名取市文化会館
対象者：みやぎダンス・カンパニー参加者が出演
名取市文化会館より出演依頼。名取市文化会館主催イベント「なとりパ

フォーマンスフェスティバルなっ祭」にて、第二次世界大戦中の悲劇、アウ

シュビッツをテーマとした、「Keep On」を公演。

演出・振付：定行俊彰

プログラム 2：みやぎダンス公演 Inclusive Dance vol,5

開催場所：2008 年 2月せんだいメディアテーク・
　　　　  オープンスクエア
対象者：障害の有無に関係なくダンスの舞台作品に

　　　　参加してみたい挑戦してみたい意欲のある方。
即興を主体としたダンスを展開。3作品を公演。それぞれ違う振付家が担

当します。

■「みっつの想い」 振付：加藤由美

■「灯る」 振付：定行俊彰　特別出演・岩下徹（ステージクラス作品）

■「ほんの少し…」 振付：砂連尾理

　　　　　　　　特別出演：岩下徹（カンパニー「Kiran」作品）

プログラム1：コミュニティダンス普及のための

　　　　　　日英相互交流第1期

開催場所：Chikensed Theater Company（ロンドン・英）
対象者：NPOスタッフ派遣 2名
みやぎダンスのスタッフ2名が4月～9月末までの間、Chikensed Theater 

Companyに滞在。この分野の先進国であるイギリスで、コミュニティダン

スやインクルーシブダンスがどのように発展しているのか？その現状と方

法論を学び、成果を国内に広げていくための派遣。この交流は2010年ま

で相互訪問の形で継続する予定。

特定非営利活動法人

みやぎダンス
Miyagi Dance Specified Non-profit Corporation

代表者：定行俊彰

住所：980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 8-10 京成壱番町ビル 902 号

Tel & Fax：022 707 4141

E-mail：office@miyadan.org

URL：http://www.miyadan.org/

カンパニー「Kiran」作品　「ほんの少し・・・・」

撮影：佐々木隆二
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