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About nl/minato

About
nl/minato は、2017 年 3 月から始まった、港区を舞台にした学びのプロ
グラムです。2019 年度のプログラムでは、
「Inclusive Society
（共生社会）
」
を全体のテーマとして掲げ、様々な体験型のツアーやイベントを実施。避
けて通ることはできない社会的なテーマを包括的にとりあげ、参加者と共
に未来のシナリオを考えました。オランダの事例を軸にしながら、日本の
状況や課題へどうアプローチしていけば良いか、対話を通して理解を深め
ることを目的としました。プロジェクトメンバーと定期的な勉強会、
記録、
発信を行うなど、参加者と運営者が共に学び合う場を設けました。

参加者や価値観が限定されないように、3つのパースペクティブから捉える。
The aim is to keep the participants’ viewpoints open by addressing each theme from three perspectives.

nl/minato（エヌエル・ミナト）は社 会 的、 政 治 的、 文 化 的な視
点を通して対話をする、新しい学びのプラットフォーム。オラン

Open discussion
This format uses shared basic
information to create a dialogue.

#LGBTが

について対話することが狙いです。港区エリアに拠点を置く行政
や企業、学校、 NPO 、そして個人同士がゆるやかに連携するこ
とで、参加者や視点の多様性を育むことも視野に入れています。

nl/minato is a new educational platform that aims to
create a dialogue from social, political and cultural
perspectives. The Embassy of the Kingdom of the
Netherlands and SHIBAURA HOUSE, as well as various
groups in the area, collaborate to organize a program
of ongoing events. We wish to make Minato-ku and
the neighboring area a stage for study, with citizen
participation and lively discussions.

It reflects the viewpoints of creative
professionals.

Fu
t
he

より専門的な知識を共有する。

世界の人に
知ってもらう瞬間、
を想像する

できること、
を想像する

#私たちが移民を
受けいれてゆく姿、
を想像する
#遠慮なく何でも

話し合える社会の空気、
を想像する

Expert perspective

#私たちの考えを

#デザインが社会に

to
T

先進的かつユニークな取り組みを例に、日本国内や世界の状況

Creative perspective
クリエイター、
アーティストなどの
視点から考察する。

特別でない未来、
を想像する

ur
e

ダ王国大使館と SHIBAURA HOUSE 、そして地域のさまざま
な団体が協働してイベントを連続的に開催し、オランダにおける

Archive
Book

#環境に負荷が
かからない暮らし、
を想像する

対話のきっかけとする。

Ro
ad
Ma
p
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#東京で災害が

起こったとき何が
できるか、
を想像する

#個々人に合った
福祉器具、
を想像する

Sharing specialized knowledge.

Dialogue

Reference

Locations

nl/minato＝
と
the Netherlands（オランダ）
（港区と近隣エリア）
を
Minato

オランダを始めとした

港エリアのさまざまな

世界の公共政策を参考に、

グループと連携し、
テーマに

国内の状況について対話を

沿ってイベントを分散開催。

対話でつなぐプラットフォーム。

重ねる1年ごとのプログラム。

nl/minato = A platform that
enables dialogue between the
Netherlands and Minato-ku and
the neighboring area.

A-year-long project exploring
domestic situations, with
reference to public diplomacies
in the Netherlands and around
the world.

Collaborating with groups in the
Minato area. Organizing events
in various locations.
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nl/minato 2019

What does an inclusive
society look like?
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Archive 1: Event

Project Members

共生社会ってどのようなもの?
2019 年度の nl/minato では、人権にかかわるいくつかのテーマ、例えば、
セクシュアリティ、移民・難民、教育、障害、高齢化、災害などをとりあげ、
共生社会という大きなテーマのもとにオランダの公共政策や社会のあり方を参
考にしながら、さまざまな体験型のプログラムを実施しました。
In 2019, nl/minato had various hands-on programs themed around human rights and social
inclusivity, covering a range of topics such as sexuality, immigrant/refugee, education,
disability, aging society and disaster. This was done in reference to public diplomacy and
how society is in the kingdom of the Netherlands.

後藤結衣

小林由希子

Yui Goto

Yukiko Kobayashi

子どもと関わる仕事→子どもと

地元住民で 2 児の母。社会課題

関わる人のためのメディア運営。

をいろんな人といろんな視点で

港区にもオランダにも縁もゆか

考えるこのプロジェクトに共感

りもありませんでしたが、意外

し、ソーシャルエディターとして

な一面を知り、前よりも少し身

参加。今回の nl/minato では、

近に感じるようになりました。

フレンドシップイベント「スポー
ツ探究教室」の開催にも携わる。

2020

May 25

October 19

January 17, 18

Media

Design

Health Care

「 オルタナティブな未来」
リサーチ&メディアラボ
プロジェクト
キックオフミーティング

July 13, 14
Diversity

Art of Moderation

─多様性から
コンセンサスを導く方法─

August 3
Children
デザインであそぶ・
サマーキャンプ「五感で楽しむ
テーマパークをつくろう！」

August 29
ヘルスケアこそが
地域企業・社会の活力の鍵
─産官連携によるこれからの
ヘルスケアのあり方─

September 7
Design

NEW IDEAS FOR
A BETTER WORLD

─デザインが社会にできること─

Saori Tsuchiya

Jun Nakajima

フリーエディター／ライター。武

大学卒業後、民間企業勤務を経

蔵野美術大学空間演出デザイ

て、大学院にて社会学専攻。性

ン学科ファッション専攻を卒業

の多様性をテーマにした発信

後、出版業界に入る。人として

を行う。性のあり方はトランス

視野を広げること、
「書くこと」

ジェンダーである自分自身やマ

を見つめ直すことを目的に、nl/

イノリティとされる人にとっての

January 24

minato の市民ライターに応募。

みではなく、誰にとっても人権

Minato

オランダの絵本作家ディック・ブ

であり、生きるうえでの大切な

ルーナの作品が大好き。

要素だと考え、特に子どもたち

November 9

January 19

Design

Gender/LGBT

継ぎの時代

ドラァグクイーン・
ストーリー・アワー

November 16
Children
第12回フクロウのろうどくかい

November 16
January 26, 2020
Diversity

Imagination to Creation
– 映像のチカラで見つける
“ソウゾウ”できる自分

November 24

港区で被災する日

Diversity

ソーシャルラン

December 15
Immigrant

Diversity

Life in Tokyo

─移民の若者が綴る
未来への物語─

ベースとなるような考え方や、
それを各々の活動の中で実践する／
深めていくために必要な要素を学ぶことに着目して企画しました。
The events we organized focused on ways of thinking that could
form a foundation to discussing each theme,
and learned the necessary tools to apply in practice
and deepen within each activity.

への発信と教育に関心を持つ。

デザインであそぶ・
コドモデザインサミット
「OriＨimeパイロットといっしょに
分身ロボットのふくをつくろう」

子どもの「もっと知りたい！」
を
刺激するスポーツ探究教室
〜なりたい自分とスポーツの
未来について考えよう〜

Minato

主催イベントでは、各テーマについて対話をするうえで

Children

February 23

December 1

e

January 25

Children

September 15
ワタリーショップ×リフレクション

中島 潤

リハビリテーション展

1

hiv

私たちのアクションを
どう世界に伝えるか？

February 25
Diversity
“Happyplaces”をめぐる
784人との対話

前田とまき

元行まみ

Tomaki Maeda

Mami Motoyuki

デジタルマーケティングのプ

nl/minato を 運 営 す る コ ミ ュ

ロジェクトマネージャとして

ニティスペース・SHIBAURA

外資系 IT 企業で仕事をする傍

HOUSE のスタッフ。プロジェ

ら、
「日曜アーティスト」とし

クトメンバーと共に一から学び

て趣味のブログ執筆や創作活動

ながら、多様な分野の人を横に

を行っている。クリエイティビ

繋げたり、異なる立場でもフ

Minato

ティとテクノロジーをテーマに

ラットに対話ができる場やしく

Minato Unknown

した勉強会を主宰。写真と、富

みづくりを模索中。

March 15

─あなたの知らない港区─

士塚登りが趣味。

主催イベント

Health Care

土谷沙織

ダーニングと継ぎはぎ

2019 Arc

Event

Annual Plan
2019

inato
m
/
nl
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Event 1: Art of Moderation

Art of Moderation
多様性からコンセンサスを導く方法
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Event 2: NEW IDEAS FOR A BETTER WORLD

Program
July 13 (Sat.)
10:00–12:00

0. モデレーターとしての禅的精神とその美学
(Zen and the Art of Moderating）
1. イベントの準備とモデレーターとしての役割
(Preparing the event and your role）

July 13 (Sat.), 14 (Sun.), 2019
13:00–17:00

会場：SHIBAURA HOUSE 5F

2. 自由な意見が言い合える安全な場作り
(Creating a safe setting）
3. 内容とディスカッションの形式を方向づける
(Directing content and form）

学生 4,000円 参加人数：21名 通訳：池田哲
参加費：一般 5,000円、
July 14 (Sun.)
10:00–12:00

まとめる、
質問する
4. 聞く、
(Listening, summerizing and questioning）

NEW IDEAS FOR
A BETTER WORLD

Program
September 7 (Sat.)
14:00–16:00

リチャード・ファン・デル・ラーケン氏によるトークを中

デザインが社会にできること

心にしたイベント。
「WDCD」のコンセプトや運営方法を
から誕生したいくつかの優れたプロジェ
はじめ、
「WDCD」
クトも紹介。またグラフィックデザイナーとして活動して
いた彼がどのようにしてこのプラットフォームを立ち上げ

September 7 (Sat.), 2019

たのか、というパーソナルな視点でも話を伺いました。

会場：SHIBAURA HOUSE 5F

16:30–18:00

参加費：一般 2,000円、
学生 1,500円 参加人数：42名 通訳：池田哲 モデレーター：山田埜

「SPEED DATES
−明日のために、
今日出会う−」
同日 14:00 から開催されたトークイベントの参加者を対
象とした、
「WDCD」が現地で開催しているマッチングイ

5. 集団心理を読み取る
(Reading group dynamics）
13:00–17:00

Talk Event

「NEW IDEAS FOR A BETTER WORLD」

ベント。ファン・デル・ラーケン氏が考案するガイドライ
ンに基づいて、デザイナーがソーシャルベンチャーと出
会ったり、コラボレーションできそうな仲間を見つけたり

ときに介入する
6. 議論を支え、
(Helping and intervening）

と出会う場を用意しました。

7. 空間、照明、音の使い方
(Using space, light and sound）

Instructor

オランダで活躍するプロのモデレーター、バルト・
コゼイン氏を講師として、2 日間のモデレーター講
座を実施。コゼイン氏は公共の場でのディスカッ
ションやディベートに特化し、市民参加に関するア
ドバイス、モデレーターの教育と指導を行っていま
す。社内、勉強会、公共のイベントなど、さまざま
なシーンでモデレーションが必要な場面が増えてき
ています。イベントでは、より深いディスカッショ
ンをどのようにすれば導き出せるかを、セオリーと
実践から参加者と共に学びました。

バルト・コゼイン

リチャード・ファン・デル・ラーケン

バルト・コゼイン（オランダ）はプロのモデレーターとし

リチャード・ファン ・デル・ラーケン（オランダ）はク

て 10 年の経験を持つ。公共の場でのディスカッションや

リエイティブ・ディレクターであり、What Design Can

ディベートに特化し、市民参加に関するアドバイスを地方

Do の創設者。2010 年に立ち上げた WDCD はアムス

自治体や NGO に対して行う。そしてもうひとつ重要な活

テルダムを拠点に、デザインが社会に与える影響を紹介

動として行っているのが、モデレーターの教育と指導であ

する国際的なプラットフォームとして活動している。ま

る。ヨーロッパの各地で活動しながら、その外にも活躍の

た、デザインエージェンシーの De Designpolitie の共同

場を広げている。オランダ・モデレーター協会とオランダ・

We invited Bart Cosijn, a professional moderator
based in the Netherlands, to come and moderate
a two-day workshop. Cosijn specialises in
discussions and debates in public spaces, as
well as citizen participation and consultation.
He is also an educator and coach on moderation.
There are an increasing number of corporate,
educational, and public events that require
moderation. Together with the participants at our
event, we learned from Cosijn how to lead
a deeper discussion, both in theory and in
practice.

Instructor

ジャーナリスト組合のメンバー。2014 年には、初めての

デザインと社会課題をつなげるプラットフォーム

市民議会をアムステルダムで立ち上げ、現在は委員会の会

」のファ
「What Design Can Do（以下 WDCD）

長を務める。妻子と共にロッテルダムに住む。コゼイン氏
のモットーは「話を聞いてもらうのは金、話すのは銀」
。

www.bartcosijn.nl/english/

Bart Cosijn
Bart Cosijn is a professional moderator from the
Netherlands with ten years of experience. He is
specialised in moderating public discussions and
debates. He also advises local governments and NGOs
on citizens participation. Teaching and coaching
moderators is his third focus. Cosijn works in different
countries in Europe and overseas. He is a member of
the Dutch Moderators Association and the Dutch Union
of Journalists. In 2014 he initiated the first Citizens’
Assembly in the city of Amsterdam and is currently the
chair of the board. He lives in Rotterdam with his wife
and son. His motto is: ‘Speaking is silver, being heard is
golden’.

ウンダーであるリチャード・ファン・デル・ラーケン
氏を招聘。WDCD は、たとえば気候変動や移民問
題など、オランダのみならず地球規模で抱える社会
課題についてデザインの視点から考え、世界中から
プロポーザルを募り、
優れたソリューションを選出、
社会での実装までを視野に入れている団体です。イ
ベントでは、WDCD のコンセプトや運営方法をは
じめ、WDCD から誕生したいくつかの優れたプロ
ジェクトの事例紹介、またファウンダーであるファ
ン・デル・ラーケン氏が本職であるグラフィックデ
ザインから、WDCD の立ち上げに至るまでの経緯
を紹介しました。トークの後には、彼らがよく行う
「SPEED DATES」と呼ばれるマッチングイベント
を行い、
参加者同士のネットワーキングも行いました。

運営者でもあり、その作品はアムステルダム市立美術館や

We invited Richard van der Laken, the founder
of What Design Can Do (WDCD), which is a
platform connecting design and social issues.
WDCD is an organization that tackles social
issues from design perspectives, and which has
worldwide open calls where the best proposals
are supported in implementing their ideas. The
social issues they select are not only limited to the
Netherlands, but on a global scale, and examples
include climate change, and immigration. For the
event, Richard talked about the concept and the
management of WDCD, and introduced examples
of past projects that came out from WDCD, and
the story behind a graphic designer establishing
an organization. After the talk, we did a matching
SPEED DATES event, a format often employed
by WDCD, and encouraged networking amongst
the participants.

MoMA などでも展示され、高い評価を受けている。
https://www.whatdesigncando.com

Richard van der Laken
Richard van der Laken is a cofounder and creative
director of What Design Can Do. The organization
was founded in 2010 as an international platform to
introduce new ideas on what design can do for society.
Van der Laken is also a cofounder of design agency
De Designpolitie, which have exhibited works at the
Stedelijk Museum Amsterdam and MoMA.
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Event 3: How can we communicate our action to the world?

How can we
communicate our
action to the world?
私たちのアクションをどう世界に伝えるか？

Program
February 23 (Sun.)
14:00–14:10
14:10–15:00

ご挨拶
セッション1. オランダにおける実践

（本人プロフィールとケーススタディの紹介）
15:00–15:10

休憩

15:10–16:00

セッション2. 伝え方の戦略論

（ロジック、
メソッドを中心に）

Dialogues on
Happyplaces with
784 people

“Happyplaces”をめぐる784 人との対話

Program
February 26 (Wed.)
19:00–19:10

February 23 (Sun.), 2020

セッション3. ワークショップ

（参加者の課題を共有し、
共に考える）

会場：SHIBAURA HOUSE 5F
参加費：一般2,500円 学生1,500円 参加人数：16名 通訳：池田哲

17:20–17:30

休憩

17:30–18:00

参加者とのディスカッション

ご挨拶

19:10–19:40

Happyplaces Projectの活動紹介

19:40–19:50

休憩

19:50–21:00

哲学者・山森裕毅さんナビゲーションによる

ディスカッション
21:00–22:30

16:00–17:20
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Related Event: Dialogues on Happyplaces with 784 people

Happy Bar Time

February 25 (Wed.), 2020
会場：SHIBAURA HOUSE 1F
参加費：無料 参加人数：24名 通訳：池田哲

Instructor

Instructor

マルセル・カンプマン

山森裕毅

飽くなき好奇心に駆り立てられながら、社会、文化、テク

哲学者・記号論研究者。大阪大学人間科学研究科基礎人間

ノロジーの分野でさまざまなトピックを遊び心を持って探

学専攻修了。大阪大学デザインセンター特任講師。看護専

求しているカンプマン氏は、
「Happyplaces」プロジェ

門学校や精神科グループホームでの勤務を経て、2017 年

クトで、あらゆる意味での場づくりをリサーチ、そのあり

より現職。最近の関心はダイバーシティが目指される社会

方を取材している。既に 770 人以上に行ったインタビュー

のなかでのマジョリティの倫理。北海道浦河町にある「ベ

は、
幅広い分野、
経験の持ち主を対象とし、
哲学者のアラン・

てるの家」とつながりの深いコミュニティスペース「ベて

ド・ボトン、ミュージシャン、宇宙飛行士なども含まれる。

ぶくろ」
（池袋）にて定期的に哲学カフェを開催し、多様

ここから生まれた気づきは、人々が幸せを感じる、より優

な背景を持つ人々が集う場づくりをしている。

れた場づくりに役立つ実践的なツールに変換している。
ま た、 都 市 づ く り を テ ー マ に し た フ ェ ス テ ィ バ ル

Yuki Yamamori

「WeMakeThe.City」のクリエイティブ・ディレクターを
務めたように、彼は多種多様な課題に取り組む人たちを集
め、お互いの取り組みを共有することで共通認識を形成す
るイベントを定期的に企画、運営している。

オランダで活躍するクリエイティブ・ディレクター、
マルセル・カンプマン氏を招聘し、都市におけるコ
ミュニケーション戦略をテーマに話を聞きました。
カンプマン氏は人々の心理・行動に対する優れた観
察眼でもって、企業や非営利団体を含む、さまざま
なグループの広報戦略を担ってきた実績を持ちま
す。また昨年彼が手がけた、アムステルダム市主催
の「WeMakeThe.City」では、街中に掲載され
ている多様なポスターや、さまざまな媒体を効果的
につなぎ合わせて人々に伝えることで、街全体にイ
ベントが浸透していました。当日は彼が培ってきた
方法論を体系的に学びながら、参加者が今後の活動
に活かせるよう自らが抱える課題について改善策を
共に考えました。

We invited creative director Marcel Kampman,
who is based in the Netherlands, to talk about
urban communication strategies. Kampman
has an excellent eye for human psychology
and behavior, and has a stellar track record of
conducting public relations strategies for various
organizations, in both the public and private
sector. He is creative director at the Amsterdamwide event WeMakeThe.City, and last year
he used a poster campaign to grab people’s
attention and connect the topics discussed at
the event. Thanks to these compelling posters,
people in the city became aware and intrigued
by the event. In this workshop, we learned about
the methodologies Kampman has cultivated, and
thought about ways that the participants could
learn from the issues he has faced, and to apply
these lessons in their own activities.

https://medium.com/happyplaces-stories

Marcel Kampman
Driven by insatiable curiosity, Kampman catalyses new
projects to playfully explore different topics in the fields
of society, culture, and technology. As the initiator of
“Happyplaces,” he investigates the dimensions and
manifestations of space. The project explores how a
wide variety of people create or facilitate spaces and
where their boundaries lie; in turn it maps these findings
and then translates them into hands-on tools that can
help to create better spaces where people can find
happiness. Kampman regularly organizes and facilitates
creative social events that bring people together in
building shared understandings and improved realities,
as he does with his work as creative director of
WeMakeThe.City, the festival that makes cities better.

マルセル・カンプマン氏は東京滞在中に自身の
ライフワークである世界各地でのインタビュー
『 Happyplaces 』
（ https://medium.com/

happyplaces-stories） を 進 行 し て い ま す。
『Happyplaces』は世界各地で〈素敵な空間を作
り出す〉人たちへのインタビュー集です。組織の運
営者をはじめ、哲学者や建築家、学校の先生まで。
美しく編集された映像を中心にウェブサイトで公開
しています。
『Happyplaces』での取り組みの紹
介と、哲学者 山森裕毅氏との参加者を含めた哲学
対話 SHIBAURA HOUSE で行いました。

During his stay in Tokyo, Marcel Kampman
worked on Happyplaces (https://medium.
com/happyplaces-stories), a lifework project
where he conducts interviews all over the
world. Happyplaces is a series of interviews
with people who engage in creating better
spaces. Interviewees range from managers of
organizations, philosophers, and architects, to
educators in schools. The interviews are published
online, at the center of which are beautifully
edited clips. At SHIBAURA HOUSE, Happyplaces
was introduced, and a philosophical dialogue with
the philosopher Yuki Yamamori was organized.
Happyplaces in Japan

Yuki Yamamori is a philosopher and semiotics
researcher. He graduated at the Graduate School of
Human Sciences, Philosophical Anthropology at the
Osaka University. He is the specially appointed associate
professor at Osaka University Co* Design and holds this
position since 2017. Before that, he worked at
a nursing school and psychiatric group home. His recent
interest is the ethics of majority in the society where
diversity is aspired. He regularly organizes philosophers
cafe at Bethelbukuro (Ikebukuro), a community space
with a deep connection with Bethel House in Urakawa,
Hokkaido.
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デレーションも客観的に見ることによって、自分でも試して
みようと思うことを発見したり、自分の思考や振る舞いの癖

飽くなき探究心で
社会課題に対面していく
Text by
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が見えてきました。
イベントの最後に、コゼイン氏は「モデレーションによって

世界各都市の時計が同時に
「11:55」を指している。世界
中のどこにいたとしても、進んで
いく地球の温暖化に残された時
間は 5 分しかない。

カオス（= 混乱）を作り出したい」と話していたことが非常
に印象に残っています。ディスカッションの場でモデレー
ターをしていて、参加者がイベントに参加する前に持ってい
た考え方が、大きく揺らぐ瞬間が目に見えてわかることがあ
るそうです。他の人の声や考えを知っていくうちに、今まで
自分が信じてきたことが果たして正しいのかどうか、わから

元行まみ

なくなってしまう。その混乱にこそ、私たちが社会で直面し
ている問題を見直す余地やスペースが生まれるのではない

（SHIBAURA HOUSEスタッフ／nl/minatoプロジェクト・マネージャー）

か。参加者がそのディスカッションでのことを 1 年後にも
う一度考え直してくれていたなら、それこそがモデレーター
としての仕事の醍醐味だと語ってくれました。

2 日間を共に過ごした参加者からも、それぞれ自分の職場や
グループで早速試してみたいという声が挙がっていました。
初年度の nl/minato では、LGBT、ジェンダー、メディアの

場で参加者の意見をスムーズにまとめるプロのモデレーター

参加者の話を聞いていると、結論ありきの会議や、一方的に

3 つのテーマについて、初歩的なリサーチを行いました。各

がいることを教えてもらいました。そのご縁で繋がったモデ

合意を強要されるなど、
「対等に話し合う場」や「お互いを

テーマの日本での歴史的な背景、現状と課題について知ると

レーター、バルト・コゼイン氏を招聘し、7 月に 2 日間のワー

尊重する関係性」をつくること自体が非常に難しい場合もあ

同時に、
オランダで活動する各分野の専門家やグループから、

クショップを行いました。コゼイン氏は公共の場でのディス

ります。特に年齢や性別、役職、経験を問わず、意見をテー

彼らの取り組みについて学びました。ユニークな考え方や課

カッションやディベートに特化し、市民参加の会議に関する

ブルに出し合って、互いに前向きに合意を図れる環境をつく

題へのアプローチを知るにつれ、新しいアイディアや方法が

アドバイス、
モデレーターの教育と指導などを行っています。

ることから始める必要性を改めて感じました。

どのように醸成されていくのか、また多様な人と共生するた

初めはプロとしてモデレーションを専門に仕事をしている人

めの視点が市民の日常の中にどのように根付いているのかを

がいること自体に驚きましたが、コゼイン氏と話していくう

知りたいという声がメンバーから上がりました。

ちに、活発に議論するイメージがあるオランダでも、それぞ
れの意見をまとめたり議論を前へと進めることが難しいから

2 年目には、市民メンバーと共にオランダへ飛び立ち、子育て

こそ、彼の職能が人々に知れ渡り、かつ必要とされていると

中の親たちから、個人活動家、行政や国際的な組織まで、現地

いうことに納得しました。

でさまざまな人を訪ねて話を聞きました。日本に帰国後、現

デザイナーとして社会に発信していくこと
9 月には、アムステルダム発のプラットフォーム「What
Design Can Do（以下、WDCD）」の創設者、リチャード・
ファン・デル・ラーケン氏を招聘してトークイベントを開催

ロジェクト事例のプレゼンテーション、クリエイターと実際

地での体験を踏まえてイベントを行ったり、港区議会にアン

ワークショップでは、実際のモデレーターとしての振る舞い

しました。私たちの身の回りにさまざまな社会課題が多くあ

に社会課題に取り組んでいる人材のマッチング、課題解決の

ケートを行うなどの政治的なアクションにも繋げていきました。

方や、その場の力関係の読み取り方、状況に応じた細かなテ

る中で、社会課題に取り組むグループとデザイナーが協働す

ためにデザイナーから案を募集するコンペティションなどが
行われています。

クニックまで、コゼイン氏が培ってきたモデレーションの哲

る、あるいはデザイナー自身が社会課題に対してアクション

今年の nl/minato では、今まで取り組んできたテーマをは

学に触れることができました。質の高いディスカッションを

を起こす機会はなかなかありません。もちろん志をもってい

じめとする「人権」や「共生社会」を引き続きテーマとし、

するために、イベントの目的を明確化し、参加者から対話を

るデザイナーも多くいますが、社会課題に対して活動してい

トークイベントでは、自身もグラフィックデザイナーである

オランダの政策や社会のあり方を参考にしながら、さまざま

引き出すためにはどんな方法や形式があるか。参加者の態度

る組織とのネットワークの希薄さや資金面での課題を抱えて

ファン・デル・ラーケン氏が WDCD を立ち上げるまでの経

な体験型のプログラムを実施しました。それぞれの国の文化

や集団心理の機微をよく観察し、モデレーターとしてどのタ

いることが多いように感じます。WDCD はその名のとおり、

緯を聞くところから始まりました。発端は、世界の時事問題

的な違いも考慮したうえで、私たちは彼らから何を学び取れ

イミングややり方で介入していくか。コゼイン氏は常時、理

「デザインが社会（課題）に対して何ができるか」をテーマ

るのか。今年の主催イベントでは特に、運営側として私たち

に対して新聞に掲載するための風刺ビジュアルのコラムを制

論的な説明のみならず、時に即興的なエクササイズや実践を

とするプラットフォームです。年 1 度のペースで開かれる

」というプロジェクトだといいま
作する「Gorilla（ゴリラ）

自身も抱えている課題から、対話の場を活発にするモデレー

織り交ぜながら、参加者がそれぞれ自分で学びとることがで

ライブイベントは、デザインと社会課題がタッグを組んだプ

す。読者も思わずドキッとしてしまうような核心的な問いを

ションや、デザインと社会課題を結ぶプラットフォームのつ

きるようにサポートしていました。彼自身が教わるのではな

含んだ、インパクトのあるビジュアルの数々。政治や宗教に

くり方、自分たちの活動をより多くの人に伝えるための戦略

く、実践を繰り返し重ねることで自分のやり方を確立して

まつわるセンシティブな話題も多々あるものの、皮肉も込め

について考えるイベントを行いました。

いった経緯と経験があるからかもしれません。

つつユーモアのあるアプローチでメッセージを発信している
からこそ、シリアスになり過ぎることなく多くの人からも共

モデレーションの哲学に触れる、濃密な2日間
イベントなどで対話の時間を企画していると、自分と異なる
価値観や立場があることや多様性について学ぶ機会が多くあ
ります。しかし同時に、お互いを尊重し過ぎてしまい、踏み
込んだ話にまでたどり着くことができずに対話が終了してし
まうことも多いことにも気づかされます。そのことをオラン
ダ大使館のスタッフに話したところ、オランダには話合いの

今回の招聘がきっかけで、コゼ
イン氏によるモデレーション講座
の冊子「Art of Moderation」の
日本語版を制作し、本誌巻末に
添付しています。詳しいモデレー
ションのスキルやノウハウに加
え、今回のワークショップ参加者
の感想やイベント後の Q&Aを加
えて収録し、当日の内容や臨場感
が伝わるようにまとめています。

中でも思わずハッとさせられたのは、
「モデレーターが結論
を導いたり、結論に責任をもつ必要はない」という一言。例
えばディスカッションの参加者に「最終的にはどのような結
論に辿り着くのが良いか」と委ねてみたほうが、建設的な議
論に発展する場合もあります。あくまでも参加者の意見を尊
重し、結論を導くことが重要です。当日の参加者間で行った
ワークショップでも「まとめなければ」という使命感のあま
り、参加者から出た意見ではなく、自分の意見を結論として
言ってしまう癖に気がつきました。実践では他の参加者のモ

左：米国を象徴するミッキーマウ
スが地球そのものを食べ尽くして
いる。米国の消費主義を批判し
ている。
右：企業が温暖化や気候変動な
どの環境問題をマーケティング
のツールとして扱っていることを
言葉遊びも含めアイロニカルに
批判している。

感を得ているように感じます。Gorilla は、2006 年から 10
年間オランダの新聞『de Volkskrant』に、
現在も週刊誌『De
Groene Amsterdammer』に掲載されています。

楽観的に
「何ができるか」
を考える
ファン・デル・ラーケン氏にとって Gorilla は、社会で今起
きていることに対して、デザイナーとしてリアクションし、
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同時に発信していくことでした。そんなある日、自分もメン

大きな課題とどう向き合うか

バーに加えてほしいとやってきたギリシャの若者と出会いま
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カードゲームのようなプロダクトも存在しており、さまざま
な媒体を効果的につなぎ合わせて人々に伝える引き出しを
持っています。そこで「WeMakeThe.City」のクリエイティ

す。彼が持ち込んだのは、国別の表現の自由度ランキング。
オランダは、当時（2014 年）2 位、その若者の出身地であ

楽観的に何ができるかを思考していく姿勢は、プログラムの

ブ・ディレクターを務めるマルセル・カンプマン氏と出会い、

るギリシャは、EU 加盟国であるにも関わらず 99 位でした。

細部にも表れています。例えば「シリアの移民問題」となる

現地でいろいろな話を聞きました。そして私たち自身も含め

内容によっては検閲やテロの標的になりかねない。そこで初

と漠然として大きすぎる。そこで「英語ができない移民がオ

東京で活動する人々が抱える課題について共有して、これか

めて、彼自身今までやってきたことが、表現の自由が保障さ

ランダに来たときにどのように情報を伝えるか？」と具体的

らのヒントをもらうべく、2 月に日本に招聘しました。カン

れているオランダだからこそできていたことに気づきます。

に設定し、その部分に関わりたいデザイナーを募集する。大

プマン氏の第一印象は「歩く好奇心」
。家族と共にやってき

「世の中にはクリエイティブなことに携わっている人の中で、

きな課題を小さく分解して捉える手法に驚かされるととも

た彼は、持ち前のフットワークで中心街から自然まであらゆ

自分が置かれている状況や社会がより良くなるために奮闘し

に、
「これなら自分も貢献できるかも」と前向きにとらえる

る場所を訪れていました。子どももなるべく一緒に旅に連れ

ている人たちがたくさんいます。そして表現の自由が保障さ

ことができます。
「今まであった方法論を踏襲したとしても、

ていくのは、メディアを介するのではなく、実際に自分の目

れているオランダだからこそできることはもっとあるはず。

デザイナーには新しいことをつくり出すポジティブなエネル

で見て体験することで、その場所をどう考えるか意見を持つ

そこで「否定的」ではなく「楽観的」に、
「何ができないか」

ギーがあります。大きな問題を前にすると、人はだいたい落

ことを大事にしているからだそう。滞在中も「東京はどの場

ではなくて、
「何ができるか」を考えてみることにしました。

ち込むし、うんざりするので、現実的に自分事として自分に

所にも顔がある（街中のものがキャラクター化されている）
」

私はデザイナーなので、デザインで何ができるかを考えるプ

何ができるかを常に考えるようにしています。ゴミ問題とい

と写真を見せてくれました。オランダでは子どもを誘導する

ラットフォームを立ち上げることにしました。
」

うと身構えてしまうけれど、自分が食べるものを買うのでは

商法として商品に対してキャラクター化することを禁じてお

なくて自分で栽培して食べてみる。あるいはコンポストをつ

り、
日本とは真逆です。どちらが良いかということではなく、

くるなど、
できることはあるはず。この活動をやっていると、

そうした小さな観察が他者とのコミュニケーションや対話の

いつも最終的に辿り着く先は人との繋がりやコミュニケー

引き出しとして機能していることを共に過ごす時間の中で感

ションです。だからこそ小さいスケールで考えることが大事

じました。

なのです。
」
目に見える形で変化を感じることはなかなか難しいことで
す。しかし彼の言うように課題を小さいスケールで実践して

自分の好奇心を育てることを楽しむ

積み上げていく前向きな姿勢と戦略が、他者を感化するきっ

トークイベントが始まると、カンプマン氏はまず自己紹介も

かけになったり大きな問題へ立ち向かうための着実な一歩に

兼ねて自身を構成する要素について話し始めました。1 つ目

なっていくのだと私自身もとても勇気づけられました。トー

」
、どこで育ったのか、何を考えているか
は「自分（=Me）

ク終了後には、WDCD も実際に行う「SPEED DATES」と

といった、核となる部分。2 つ目は「人を集めたり繋げたり

呼ばれるマッチングイベントを行い、参加者同士のネット

」。イベントを通して自分
すること（=Gathering People）

ワーキングも行いました。

のわからないことについて見聞きしたり、それが自分が意図
しないかたちでいろいろな方向に転じていくことにこそ興

他者が自分を見るとき、何の仕
事をしているかを気にするけれど
も、仕事の側面だけが自分では
ないし、自分は仕事以上だと思っ
ていることもしばしば。サッカー
ボールのバッグは、インターネッ
トが発達してきた頃に始まった彼
の遊びのプロジェクトに登場する
アイコンです。時を経てパフォー
マンス、アート、音楽、そしてフェ
スやテレビ番組へと発展した。

また東京滞在中には雑誌「AXIS」編集部や 21_21 DESIGN

綿密なリサーチを基軸に、可視化されていない課題を抽出し

トタイプが制作され、市で承認さ
れれば実装される予定。

心（=PLAY）の両方を大切にしていると言います。とはいえ、
やみくもに自分の好奇心を探求するのではなく、それが最終

と PLAY になるという言葉遊びも織り交ぜつつ、カンプマ
自分の好奇心を育てることを彼自身が何より楽しんでいるこ

解決型のセッションを行う予定です。
「組織と仕事をしていると、
「多くの人により良い日常を」と

現在も継続中。難民のためのア
グリシェルターは、ミラノでプロ

対価（=PAY）をもらうことと、自身の好奇心の探究や遊び

とが伝わってきました。

ナーによるコンペティション）や、地域企業や市民との課題

チャレンジでは、データの分析や専門家へのアプローチなど

いますが、生活の糧を得るために仕事（=WORK）をして

ン氏はその L を学び（=Learning）の L と捉え、継続的に

題（2016 年）をテーマとした

す。
テーマに対するプロポーザルを世界中から募るデザイン・

はデザイナーやクリエイティブ・ディレクターとして働いて

的に何かしらのかたちで別の仕事（による対価 =PAY）に繋

デザイン・チャレンジで難民問

した 5 プロジェクトのうち 4 つが

たことでした。もちろん彼は日々の生活を送るために、普段

がることを目指しているのだそうです。PAY に L を加える

WDCD がこれまでに取り組んできたテーマは、「 難民 」
「
、クリーン・エネルギー」
（2018 − 19 年）
「
、ゴミ」
（2018 年）

どういう人間で何に興味があるのかということから話し始め

SITE を訪問したり、多摩美術大学や女子美術大学の学生た

、
「気候変動」
（2017 − 18 年）
、
「児童虐待」
（2016 − 17 年）
（2020 − 21 年）など、どの国や地域にも共通する課題で

Researcher）」。新鮮だったのは、大勢の前で自分が何者で
あるかを他者に説明する時に、仕事や肩書きではなく自分が

ちとのミーティングや京都では京都工芸繊維大学の Design

Lab で学生たちと意見交換を行いました。2020 年度には
彼らと再び協働し、デザイナーや企業と協働して「Waste
Issue（ゴミ問題）」をテーマに Design Challenge（デザイ

際のロードマップ。同年に受賞

味があると言います。そして 3 つ目は「自分の好奇心に基
づいて、わからないことを探求し続けること（=Explorer /

いうようなキャッチコピーと共に、
「世界」や「多くの人」

私たちのアクションを世界にどう伝えるか

という言葉がしばしば使われますが、そもそもそれらが何か
をまず知らなければなりませんよね。しかしよく考えてみる

普段つながっているコミュニティのみならず、その外側に対

と、クライアントが設定した文脈や、ゴールに到達するため

ンペ形式で寄せられたプロポーザルから優れたおよそ 20 の

して、自分たちの活動の情報やメッセージを継続的に届ける

の時間的・金銭的な制約によって、その「世界」自体、切り

案を選出し、受賞したグループには資金の提供やマーケティ

ことができるか。nl/minato を含め社会的な活動をしている

取られたものであることに気づきます。遠くの国へ向けた

ングのアドバイスなど、社会での実装に向けてサポートして

誰しもがぶつかる課題だと思います。運営メンバーでオラン

ます。世界各地のデザイナーや建築家へ問題定義を行い、コ

います。これまで受賞した提案として、太陽光での自家発電

ダに訪問した 6 月、アムステルダム市が主催しているイベ

形式のグリーンハウスや、難民が自分たちの手で迅速に家を

ント「WeMakeThe.City」というイベントを視察して、そ

つくることのできるアグリシェルター、インドの子どもたち

の活気やインパクトに驚きました。街中のあらゆる場所で見

が自分たちの身近な環境問題について取り組んでいくオンラ

かけるポスターや、幅広い世代や国、分野を対象とした同時

イン番組などが紹介されていました。

多発的に開催されるイベントの数々。内容も街づくりや環境
問題、移民についてなど多岐に渡りますが、街全体にイベン
トが浸透しているような印象を受けました。また後からイベ
ントのテーマを知ることができるようなイベントガイドや

親の介護で旅行に行けないなど、
リフレッシュができない状況を解
決すべく、介護をしている親を
一緒に連れて行ける施設をつくっ
た。滞在中、介助者は介護の仕
事から離れて、休暇を過ごせる
ようにプランニング。当時は実験
的に設計されたが、好評につき、
現在は施設の数も増えている。

サービスを、小さな会議室のしかもその国とはかけ離れた価
値観や背景を持つ人間だけで決めてしまう現場を多々見てき
ました。しかし実際の世界はそんなに限定的なものではない
し、もしかしたらまさに切り取られた外側こそが「世界」な
のかもしれない。私はそれを紐解くことに興味があるし、そ
の鍵となるのが生涯学習（=Life Long Learning）だと考え
ています。
教育機関で教育を受けていろいろな人に出会って、
どこかの段階で進路を決めたり、仕事を変えたりしますが、
必ずしも自分が学んだ分野とは限りません。また人生のうち
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WeMakeThe.City で作成され
たビジュアル。バックグラウンド
の違う子どもたちが自らのメッ
セージを発信している。子どもへ
の参画を促すとともに、彼らが
家族とも対話するきっかけにもな
ればという思いもあるそう。

と、スイスの国際会議で講演する機会を得たのち、参加した

SNS を使うこと以外で伝わる手段を考えることだったり、

に哲学対話の場合は頭の中でモヤモヤしていることが、次

科学者や理系分野の聴衆と繋がり、最終的にオランダとメキ

みんながお気に入りの場所をつくることへの挑戦など。一

に人と話す際の推進力になるので、そのモヤモヤはぜひ持

シコの学校の教育スキルを変えるプロジェクトに関わること

口にスペースと言っても、頭の中で考えていること、心の

ち帰ってください」
と締めくくりました。スペース
（=Space）

になったと言います。そうしていくうちに、周りの人から「◯

拠り所、物理的な空間などそれぞれ違う文脈で使っている

という言葉の意味にも、空間、場所、宇宙、間隔などがあ

◯（アート、音楽、文化、デザイン、ビジネス、教育など）

ことに気づきます。そこで哲学者や建築家、学校の先生ま

ります。多様な参加者がいたからこそ、日本の文化特有の

といえばマルセル・カンプマン」と言われるようになったそ

で、
さまざまな人に「あなたにとってのスペースは何ですか」

空間の捉え方や感覚への気づきもあったように思います。

うです。最近ではもはやどの肩書きで呼ばれても違和感を覚

と問い、自身の学びも兼ねて映像や記事にし、ウェブサイ

SHIBAURA HOUSE も空間をいろいろな人と共有していま

えるとのこと。仕事をしていると特に、自分が何者なのかを

トで一般公開することにしたのが、
「Happyplaces」の始

すが、物理的な空間だけではなく、私たちの考える地域の

一言で表現することを求められたり、説明に悩むことがしば

まりです。8 年前にスタートし、今回の来日での実施を含め

あり方や社会に対する思考が伝わるような空間をつくって

しばありますが、独自の道を進む彼の話を聞いて、ひとりの

るとインタビューした人の総数はなんと 900 人を超えます。

いきたいと改めて思いました。

中にもいろいろな側面ががあることをポジティブに捉えるこ
とができるようになりました。

「Happyplaces」で得たことを自分のアイディアに役立て
たり、それを他の人へ共有することで反響があったり、プ

3年間を通して思うこと

ロジェクトで得た人脈によってその後の仕事や友人関係へ

伝えたい相手に伝わる言葉で発信する

イベント参加者の声
スペースはとても抽象的だと
感じる。人がそこにいて楽しい
と思う空間は、スペースから環
境を醸成していくことなのでは
ないか。

教育を受ける時間はほんのわずか。だからこそ人は好奇心の
幅を広げて学び続けるし、学び続けることが「世界」が一体
どうなっているかを知ることにも繋がっていくのではないで
しょうか。人生の時間をかけて人と出会ったり、ネットワー
クをつくっていくことに価値を見つけ新たな価値をつくり出

対話の空間をつくる場合に、
常識や正義をいったん捨てて、
白黒つけずに話を聞くようにし
ている。

者として市民メンバーと共に進んできた経緯があり

がスペースを語る際の 3 つの視点に気づいたと言い

ます。オランダの活動の話を聞くと「オランダは進

とや参加を促すようなやり方に苦戦しているという悩みが寄

ます。最初は自身の活動（=self）から始まり、身近

んでいる」という対比をどうしてもしてしまいがち

せられました。カンプマン氏は、伝えたい相手に伝わる言葉

な他者を含めた社会（=social）を巻き込んでいき、

です。しかし、今までプロジェクトでお会いしてきた

や表現方法で発信することが大事にしていると言います。ア

最終的には世界（=society）へと拡がる。つまりスペー

どの人たちからの話を聞いても、今私たちが「進んで

ムステルダムには国籍はおよそ 180、言語は 8 つあること

スをつくることは、
自分の関心や仕事（製品やサービス）

から、彼は異なるターゲットのポスターを複数つくるという

が、職場や家庭など他者との関係性の中で広がり、最終

手法をよく用いるそうです。WeMakeThe.City では 14 〜
16 才の学生と一緒に、自身が「今後まちがどうなって欲し

的に社会全体へ影響を与えていくクリエイティブな行為な

ます。日本は日本のやり方で、私たちは私たちのコミュニ

のではないかという考察。一方で、私たちは生まれ育つ場

ティのやり方で、迷ったり失敗しながら探していく他ない

いか」という意見を書いたプラカードを持ったポスターを多

所を選ぶことができないように、親や保護者、周りの人の

ということを常に感じます。今年招聘した 3 人も、飽くな

種多様につくったそうです。これから未来をつくる子どもた

選択や偶然の環境が「自己」の形成に影響を与えると考え

ちに、ビジュアルをつくり上げるプロセスに参画してもらう

ると、スペースが私たちを創造すると言うこともできます。

ことで、彼らに対してオープンな場でありたいという思いも

よってスペースをつくるということは、そのスペースが他

伝わってきます。誰に対してメッセージを届けたいのかを定

の誰かしらの「自分」をつくるという行為でもあると言え

めたうえで、その人たちに伝えるためにどんな言葉選びをし

ます。私たちが生活の中で行うあらゆる選択は、他者や次

ていくか、丁寧に掘り下げることが重要だと思いました。ま

の世代に向けた倫理的・政治的なアクションなのかもしれ

た自ら学びを広げるために具体的にどんなことを心がけてい

ません。

るかという質問に対しては、まず自分のスーパーパワー（強
カンプマン氏の場合はアイディアを伝わりやすい言語に変換

とのバランスも取りながら、彼が日々の興味の探求や発想か
ら楽しいと思うことを続けた結果、思いがけない出会いに
よって新たな領域を切り開いていることがわかります。ある
日、他者を見るときに、その人にはいろいろな側面があるは

かとサッカーバッグをかぶってみたところ、その発想がきっ
かけで、音楽やアート、インターネットの分野の人と繋がり

なんとハーグのロイヤル・アカデミー・オブ・アートでイン
タラクティブ・メディア・デザインという新しい学科を立ち
上げることになったそうです。またあるプロジェクトでは、
学生が教室で受動的に授業を聞くことを繰り返す現在の教育
のシステムに疑問を持ち、DROOM SCHOOL（英：Dream

School）と称して、生徒や親、先生、企業や行政と共に学
校をつくるためのアイディアを共有する仕組みを立ち上げる

インタビューの紹介の中で、印
象的だったミュージシャンの言
葉。本人にとって歌をつくる（ス
ペースをつくる）ことは、
桃を割っ
て種をむしり取ったときに空いた

り開いている人たちです。彼らから刺激を受けて、私たち
自身も楽しむことを忘れず異なるバックグラウンドの人が
場や繋がりをつくる機会を生み出していきたいと思います。

空間なんだとか。歌は自分だけ

また、自分自身の変化についても考えてみました。振り返

で完成するものではなく、聴い

ると、特にプロジェクトが始まった段階から、目の前にあ

ている人の記憶や思想がその空
いている空間に埋め込まれて初

モヤモヤは持ち帰って次の対話へ

き探求心とトライアンドエラーを繰り返して新しい道を切

めて完成するという考え方には、
思わず頷いてしまいました。

るさまざまな課題に対して本当の意味で理解することに時
間がかかったような気がします。今でもよく同じ壁にぶつ
かりますが、頭で理解している（つもり）で、自分自身や
生活と結びけることができずに悶々することもしばしば。

野、
例えばデザインフェアではなく農業フェアに行ってみて、

後半の哲学対話が始まると、山森さんは参加者と共に輪を

例えば、性的指向や性自認とは何かということや、他者と

ない非常にプライベートな部分

気になったことや疑問を対話によって学んでいくという方法

作り、
「話すことよりも聞いている中で自分がこんな前提を

違うことによって悩んでいる人や差別が起こる状況につい

を共有してくれました。

持っていたなと気づくことを大事にしましょう」と促しな

て教科書的に言葉で説明できても、なぜそのようなことが

がらコミュニケーションのボールを回し始めました。参加

起こってしまうのかを具体的に想像できていなかったり、

者は思い思いにスペースをつくることに対して自身の経験

実際に自分がその状況に対峙した時になかなか行動に移す

や考えたことを語らいました。そもそもスペース自体、つ

ことができなかったり。表面化している問題の背景を知り、

だが、一方で生きるうえで必要。
発散したりコントロールできる場
所をいかにつくるのか。

間や無は非常に日本的。相
手が思っていることを察するな
ど、気遣いのようなものを感じる。

あなたにとってのスペースは何ですか？

くるものなのかという疑問や、意識的にも無意識的にも私

nl/minato のゲストやメンバーを含め自分も一参加者として

カンプマン氏は自身のライフワークとして、
「Happyplaces

たちはスペースをつくり、それによって気づかないうちに

いろいろな人と出会って、それまでの価値観が揺さぶられ

Project」 と い う 名 の プ ロ ジ ェ ク ト を 行 な っ て い ま す。

他者のスペースを奪っている、という考えも出てきました。

たり、ああでもないこうでもないと一緒に悩んだことによっ

また、日本語には「間（ま）
」という言葉があり、物と物の

て、埋もれていた自分自身の声も聞けるようになりました。

「Happyplaces」は世界各地で「多様な方法で空間をつくり

ができ、オランダで有名な音楽フェスで自分のフェスを開催
したり、さらにテレビ番組に出演することになり、最終的に

していくデザインスキルを持っています。その上で未知の分

いる」ように見えている側面は、彼ら自身が課題に対し
て考え、もがいて切り開いてきた結果なのだと強く感じて

ずかしいものは普段他者に晒さ

ずなのに、まず何の仕事をしているかを気にすることに漠然
と疑問を持ちました。職業がわかりにくい人になるのはどう

私自身も十分に知識があったわけではなく、一参加
カンプマン氏は今までのインタビューを通して、人

みや得意分野）
を自身が理解している必要があると言います。
よく難しさを感じる。欲情や恥

このプロジェクトに運営スタッフで関わり始めた頃、

涯学習です。

てメッセージを持って活動しているけれども、人を集めるこ

になることもあります。
」
具体的なプロジェクトの話を聞いても、クライアントワーク

と連鎖していく、まさに世界を読み解いていくための生

後半の参加者との対話の場面では、参加者から、社会に対し

す。
出会いは偶然でも、
そこから一緒に仕事をするパートナー
隠微な空間をどうつくるかに
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神事の際に女性（あるいは
男性）しか入れない空間がある
けれども、人手不足や文化の
変化によってそれが崩れている
現状を目の当たりにして、気の
持ちようだとも考える。儀式とし
て別の世界に身を置くことを自
分自身が意識することなのかも
しれない。

出す」人たちへのインタビュー集。トークイベントに加えて、
「Happyplaces」での取り組みの紹介と、哲学者である山森
裕毅さんとの参加者を含めた哲学対話を別日程で行いました。
彼はデザイナーとして仕事をする中で、より良い「スペー

あいだ、時間的・空間的な余白や沈黙を指しますが、
「ス

「社会がどうあるべきか」ということだけではなく、
「自分

ペースをつくる」とは言っても「間をつくる」とは言わない。

が社会の中でどうありたいか」ということも考えられるよ

日本人にとって間はつくるものというより、相手に分け与

うになったのだと思います。まだまだ知りたいことはたく

えるものという感覚があるのかもしれないという話もあり

さんありますし、同時に理不尽なことに対して怒りを覚え

ました。

ることも増えています。さまざまな日々のニュースに一喜

ス」をどのようにつくり出すか、という問いを考える機会が

一憂する毎日ですが、それをまた原動力にしながら関わっ

あったと言います。例えば、職場で社員が創造性を高める

明確な答えを持たないまま浮遊している思考も多々ありま

環境を改善することだったり、マーケティングの戦略として

したが、
最後にお互いに感想を言い合った後、
山森さんは「特

てくれる人たちとの対話を続けて行きたいと思います。

15

Report

Using insatiable
curiosity to confront
societal problems
text by Mami Motoyuki
(SHIBAURA HOUSE Staff, nl/minato Project Manager)

In the first year of nl/minato, we conducted foundational
research on three themes: LGBT issues, gender, and media.
At the same time as learning about the history, current
situation, and challenges for each topic in Japan, we learned
from experts working in the same fields in the Netherlands
about how they tackled these same issues. As we came to
know about unique ways of thinking and approaches, our
members began to ask how these ideas and methods had
come to fruition, and how the idea that one should be able
to live amongst a diverse range of people is rooted and
expressed in people’s daily lives in the Netherlands.
In the second year, we flew to the Netherlands together
with various urban members and visited many people,
from parents busy raising children and individual activists,
to people working for government and international
organizations. After returning to Japan, we held events
based on our experiences in the Netherlands and distributed
a questionnaire to the Minato Ward Assembly to link our
findings to political activity.
At this year’s nl/minato, we continued to carry out diverse
hands-on programs, continuing the themes that we have
been working on until now, and adding Human Rights and
How to Co-Exist. We used Dutch policies and the way that
Dutch society is organized as a reference point.
Taking into account the cultural differences between the
Netherlands and Japan, what can we learn from Dutch
society and culture? During this year’s main event, we
discussed various answers to this question, from how we
handle issues as the management team, to incorporating a
style of moderation that stimulates dialogue, and creating
a platform that connects design to social issues. The event
stimulated us to think about how to communicate our
activities to an even bigger group of people.

Two intense days talking
about the philosophy of moderation
If you plan time at an event for dialogue, you will find that
you have many opportunities to learn about values and
perspectives that are different from your own. However,
at the same time, if you end up being too polite out of
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Upper left: Mickey Mouse,
symbolizing the United
States, eats the Earth in
a critique of American
consumerism.

respect for someone else’s views, and hold back from
expressing your own opinion because it clashes with the
other person’s, the conversation can taper off without
reaching real depth.
When I spoke to the staff of the Dutch Embassy in Japan
about this, they told me that there are professional
moderators in the Netherlands whose job is to smoothly
summarize the opinions of participants and speakers in
discussions.
We therefore decided to invite Bart Cosijn for a two-day
workshop in July. Cosijn specialises in discussions in the
public sector, and also gives advice on civic participation
and coaches people in the art of moderation. At first, the
fact that there are professional moderators exist surprised
me, but after talking to Cosijn, I realized that even in the
Netherlands, where active and lively debate is part of life,
it can be difficult to bring together the diverse opinions of
participants and to move a conversation forward, and so I
became convinced of the necessity of Cosijn’s profession.

Upper right: Wordplay that
critiques the way in which
companies treat climate
change and global warming
as a marketing opportunity.
Below: All the clocks in the
world are pointing to ‘five
minutes to midnight’ — a
phrase used to express the
urgency of climate change,
and how humanity only has
five minutes left to tackle
global warming.

At the workshop, I was able to observe the type of
moderation that Cosijn had cultivated, including how
he behaved, how he read the power relations between
participants, and all the artful techniques he used to
respond to the changing situation, on the spot.
What methods and techniques are there to clarify the
purpose of the event, elicit participants to exchange views,
and to have a high-quality discussion? The answer, watching
Cosijn, seemed to be: carefully observe the participants’
attitudes and the subtleties of group psychology, and make
careful and considered decisions around when and how to
intervene as a moderator. Cosijn was constantly supporting
the participants to learn and find their own way, while
giving both theoretical explanations as well as improvised
exercises and techniques to move the conversation along.
He may have fine-tuned this ability because he hasn’t simply
been taught the theory of moderation, but has rather built
up experience through repetition, developing his practice as
he went along.
One thing that I found relieving was that Cosijn told me that
it was not necessary for the moderator to draw conclusions,
or to take responsibility for the conclusions that others
reached. What tends to encourage a more constructive
discussion, he said, is to ask the participants themselves
what kind of conclusion they would like to reach.
Ultimately it’s most important to respect the opinions of the
participants and to them towards a conclusion.
At the workshop itself, I noticed that I was feeling an urge
to say ‘Let’s try and summarize the discussion,’ but that
would have led me towards expressing my own conclusion,
not that of the participants. In practice, by observing how
Cosijn moderated the participants, I realized the kind of
moderation I actually wanted to try, and I came to see the
habits I have in my own thoughts and behavior.
The thing that left the most lasting impression on me was
that Cosijn said that he wanted to create ‘chaos’ through his
moderation. As a moderator, he said, you can see a moment
where the ideas, beliefs and assumptions that participants
had before the event are greatly shaken. As they hear
others’ views and get to know their perspectives, they begin
to doubt whether what they have believed up to that point
is really true or not. I wonder if that confusion actually gives
space to review and consider the problems we are facing in
society. Cosijn said that for a moderator the real gratification
would be if participants were still thinking about what they
thought about the topic that was discussed a year later.

work at organisations active in social issues — or else the
financial benefits are too thin to justify taking action.
As its name suggests, What Design Can Do is a platform
based around the idea of what design, and designers, can
do for society and social issues. They hold a live event once
a year and showcase projects that show how design can
be used to tackle social issues, match eager creators and
designers to people working on such issues, and hold a
competition to search for design solutions to problems.
At our event, van der Laken began by telling us how he,
as a graphic designer, founded WDCD. It began with
a project called “Gorilla”, where van der Laken and his
colleagues at their design bureau would produce a satirical
cartoon on current affairs for newspapers around the
world. They produced a number of high-impact visuals that
caught readers by surprise. Although they touched upon
many sensitive topics, such as politics and religion, they
gained recognition and appreciation because of their use of
humorous irony, which prevented the cartoons from being
too serious. Gorilla cartoons were published in the Dutch
daily newspaper The Volkskrant for 10 years from 2006,
and are still published in the weekly magazine “De Groene
Amsterdammer.”

Think positively about what you can do

The participants who joined the two-day workshop sat that
they would also like to try out the moderation model at their
own workplace or within a group. They said that they often
found it difficult to create a space for discussion in which
everyone was respected, or in which everyone is on an
equal footing, with many meetings and conversations being
marred by having a foregone conclusion, or participants
being forced into a one-sided conclusion. Listening to them,
I felt again the need to create an environment in which
people can exchange their opinions, regardless of their
age, gender, position, or experience, and come to a positive
agreement together.

Communicating to society as a designer
In September, we held an event with Richard van der
Laken, the co-founder of What Design Can Do, a design
organization based in Amsterdam.
Even though there are so many social issues to combat,
there are not many opportunities for designers to either
collaborate with groups working on social issues, or for
designers to initiate actions themselves. Of course, many
designers want to do something, but they often struggle to
do something due to a lack of contacts in their network who

The roadmap for the design
challenge that focused on
refugees in 2016. Four of the
five winning projects are still
in operation. The refugee
agricultural shelter will be
implemented if a prototype
is successfully produced in
Milan and approved by the
city.

For van der Laken, Gorilla was an opportunity for him and
his colleagues as designers to react to what is happening in
society, and to speak out about it. He told the story of how
he met a young Greek who wanted to join the Gorilla group.
The man showed van der Laken a link that ranked countries
in order of their freedom of expression. The Netherlands
stood in second place, but Greece was 99th, in spite of
being a member of the EU. Van der Laken realized for the
first time that Gorilla’s work could only be done in the
Netherlands, where freedom of expression was guaranteed
— whereas in other countries, it could run the risk of being
censored, or he could even be targeted by terrorists.
Van der Laken reflected:
“There are many creative people who are struggling
to improve the difficult situation or society they are in.
Therefore, in the Netherlands, where freedom of expression
is protected, there must be more that we can do. I started
thinking positively instead of negatively, and thinking ‘What
can be done?’ instead of ‘What can’t be done?’ Because I’m
a designer, I decided to launch a platform to think about
what design could do.”
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The themes that WDCD has so far worked upon — Refugees
(2016-17); Climate Change 2017-18), Child Exploitation (2018),
Clean Energy (2018-19), Waste (2020-21), are common to
all countries and regions. In the Design Challenges, which
solicit proposals from all over the world, issues that have
remained invisible or unexpressed are presented, on the
basis of meticulous research and analysis. The team define
the problem with the help of designers and architects all
over the world, then select 20 of the best submissions to
the competition, and then fund and support the winning
groups to implement their idea. The ideas that WDCD has
supported so far include a solar-powered greenhouse, an
agricultural shelter that enables refugees to quickly build
their own homes, and a TV program for children in India that
focuses on environmental problems that affect them.

How to deal with big challenges
A positive attitude can be seen in the details of the program.
For example, defining an issue as ‘Syrian migrants in Europe’
is too vague and vast for designers to tackle the problem.
So WDCD decided to break it down into more specific
issues, such as ‘How can we communicate information to
Syrian migrants who arrive in the Netherlands and cannot
speak English?” and to recruit designers who could tackle
that specific issue. I was impressed at the way they broke
bigger problems down into smaller ones, and also noticed
that the way they did so made me feel like it was possible to
contribute to a solution.
“Even if you follow the old methodology, designers still have
the positive energy it takes to create new things. When
confronted with big problems, many people feel depressed
and fatigued, so we think it’s better to constantly think
about what you can do about that problem instead. I feel
like I get defensive when we talk about waste and how
much I produce, but instead, I could think about growing
my own food, instead of buying it. Or for example, I could
make my own compost. There are lots of things I could do.
When you think like this, ultimately what you arrive at is
always connection with others and communication with
other people, which is why it’s important to begin at a small
scale,” says van der Laken.
It is difficult to feel the impact of one’s initiative in a tangible
way, of course. However, as van der Laken says,
by maintaining a positive attitude and strategy, and trying
out a solution on a small scale, one can begin to inspire
others, which is one step towards confronting big problems.
That is encouraging. At the end of the talk, WDCD also led
us through a session of ‘Speed Dates’, a format they’ve used
before in which participants are matched with one another
to expand their network.
During van der Laken’s visit to Tokyo, he also visited 21_21
DESIGN SITE, the editorial department of the magazine
AXIS, and had meetings with students from Tama Art
University and Joshibi University of Art and Design. He also
met with students at the Design Lab of the Kyoto Institute
of Technology. In 2020, we collaborated with WDCD again,
first by collaborating with them on their Waste-themed
Design Challenge, and also holding a problem-solving
session with local companies and citizens.

How can we convey our actions to the world?
Is it possible to communicate about our activities not

Report

it’s the exact opposite. I’m not mentioning this
to say which one is better, but because during
our time together, I felt that it was precisely
small observations about cultural differences
like this that made it possible to find meaning
in our communication with others.

Enjoy developing
your sense of curiosity
We helped to create a facility
for people who usually have
no chance to go on holiday
because they are carers. It
was designed it so people
could bring their elderly
parents while the carers had
break from their informal
care role. This way they
could go on a holiday apart
together. At the time it was
just an experiment, but it was
so positively received that
now there are more of these
kinds of facilities.

When others look at you,
usually they think about what
kind of job you do, but your
job does not define you. You
are more than your work.
Eight of them, you spend
sleeping. The other 16 hours
together make up who you
are. Typically that is eight
hours of work and another
eight for everything else. I
like to mix work & play in
those 16 hours to make work
playful and play a way into
work while learning. I don’t
want to be pinned down by
the ‘image’ of just my job.
For example, a soccer bag
became the icon of a play
project I once ran when the
internet was still growing up.
This project went ‘viral’
internationally. Over time this
resulted in performances, art,
music and eventually into a
festival, TV shows and more.
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only to our existing audience and people we are already
connected to, but also to the outside world? I think this is an
issue encountered by everyone involved in social activities,
including nl/minato. When the operations team of nl/minato
visited the Netherlands in June, we visited an event called
“WeMakeThe.City”, and were surprised by its energy and
impact in Amsterdam. There were posters everywhere
you looked, all over the city, and there were events
targeted towards a range of generations, nationalities,
and specialisms. The event covers many kinds of topics,
from urban development to environmental issues and
immigration, and we got the impression that the event had
fully permeated the whole city. They also have a range of
products that allow you to find out the topics of the events
after they have happened, such as an event guide and
a card game, as well as materials and tools that allow you to
connect various media together and communicate them to
people.
At the event we met Marcel Kampman, the Creative Director
of WeMakeThe.City, and had a good conversation with him
about many things. Then in February 2020, we invited him
to come to Japan, so that we could talk to him about the
issues that we ourselves faced, and hopefully pick up some
tips and advice from him. Our first impression of Kampman
in Japan is that he loved walking, and was very curious. He
came with his family and made his way all around Tokyo on
foot. He always brings his children with him when he travels
because he thinks that they should experience things first
hand, rather than only through media, and values the way
that they form their opinions by doing so. During his stay,
Kampman showed me a photo, saying, ‘Everything in Tokyo
has
a face on it!’, referring to the way that objects and products
are anthropomorphised.
In the Netherlands, there is a law that was created to protect
children that prohibits characterising products, but in Japan,

At the beginning of our event, Kampman
introduced himself, and then began to talk
about the different elements of his self. The
first is the ‘I’: where he grew up, what he is
thinking; it is the core of the self. The second
element was ‘gathering and connecting
people’: he said he is interested in seeing and
hearing things he doesn’t know or doesn’t
understand, and then twisting it in different
directions. The third element was ‘exploring
and researching’, which, in Kampman’s
words, means to continue exploring things
you don’t understand, led by what you are curious about.
What was refreshing to me was that this means when you
have to introduce yourself to a large group of people and
explain who you are, you can begin talking about who you
are and what you are interested in, rather than talking about
your job title. Of course, Kampman works as a designer and
creative director so that he can pay his bills, but he said
that to really live, you have to not only work for pay, but also
play, by following your own curiosity. He emphasised the
importance of valuing both pay and play. However, instead
of only following his curiosity for its own sake, he also hopes
to turn the subject of that curiosity into some kind of work
in the future.
While talking this through and using wordplay to turn ‘pay’
into ‘play’ by inserting an ‘L’, Kampman said that the ‘L’ can
also stand for ‘Learning’, and that he enjoys learning and
satisfying his curiosity above all.
“When you work for organizations, phrases such as ‘Making
the everyday better for everyone’ and the words ‘world’
and ‘people’ are often thrown about, but you have to think
about what these words mean in the first place. When you
think about it, the ‘world’ is often cut out by the context set
by the client, as well as the time and financial constraints
put in place to reach the goal. I’ve seen many instances in
which services for distant countries were decided in a small
conference room by people whose values and backgrounds
are very different from the people they’re designing for.
However, the real world is not so limited, and perhaps what
the ‘outside’ that is cut out of such decisions is the world
itself. I’m interested in unraveling what that world is, and
I think the key might be Life Long Learning. When I meet
people who have been educated at university of college,
they are always progressing in their life towards some new
stage, or thinking about changing their job, but it’s rarely
to do with what they studied. What’s more, only a small
fraction of your life is actually spent in educational facilities.
That’s why people continue to learn by expanding their
sense of curiosity and continuing to figure out what ‘the
world’ actually is. We find value spending our lives meeting
people and expanding our network, and create new value by
doing so. Even if the encounter is a coincidence, they might
become a work partner in the future.”
When Kampman told us about how specific projects went,
he also talked about how he tried to find a balance between

Visuals created for
WeMakeThe.City. Children
from different backgrounds
are invited to send in their
own messages. In addition
to encouraging children to
participate, they also hope
that doing so will stimulate
conversation within the
family.

client work and following his hunger for interesting ideas
and triggers, and how doing so opening up new territory
through unexpected encounters. One day, he started to
think about how he always tried to work out what people
did for a living when he looked at them, even though they
had many more aspects and facets to them than simply
their occupation. He decided he wanted it to be difficult
for other people to judge his own occupation. So he tried
wearing a soccer bag, since it does not signify any particular
job or industry. As a result, he ended up being introduced to
people in the music, art, and tech industries, and then even
having his own festival within Lowlands festival, a famous
Dutch music festival. He even appeared on a television
show. Eventually, as a result of all these connections, he
was asked to head and start a new department called
Interactive/Media/Design at the Royal Academy of Art in
the Hague.
He also told another anecdote about how he had a role in
changing education through design. An encounter with
a school director led to a conversation on how to create
the best possible school for the Netherlands and possibly
even the world. He ended up creating DROOM SCHOOL
(‘Dream School’), where kids, parents, teachers, companies
and governmental organisations — a representation of
society — co-created ideas for such a school. This opened
up the possibility to share these ideas at an international
conference in Switzerland, and created a relationship with
scientists in the audience. DROOM SCHOOL ended up
transforming the education of participants in schools in the
Netherlands, Mexico, and beyond.
As a result of these encounters and adding these strings to
his bow, people around him began introducing him as ‘art,
music, culture, design, business, education specialist’. But
he said that now, he feels uncomfortable with any title or
label. That is reassuring to me: when I’m working, I’m often
asked to describe who I am in one word, and I have trouble
explaining everything that I do, but hearing Kampman’s
story, I feel that it can be a good thing for one person to
contain many different aspects and abilities.

Speak to people in their language
In the second part of the session, where participants talked
and shared their issues, many said that they were working
on social issues and trying to change society. Still, they
often struggled to either gather people or to encourage
them to join and help. Kampman said that it was important
to speak the language of those who you are trying to talk
to. In Amsterdam, there are 180 nationalities, and eight
different languages are spoken commonly, so he said that
he often makes multiple versions of posters targeting
different groups. With WeMakeThe.City, he worked with
students aged between 14 to 16 to make a large variety of
posters expressing the kind of society they wanted to see
in the future. By having children, who will make the future,
imagine in visuals what they want to see, we can show that
the future can be made, and is full of possibilities. Hearing
this, I realized how important it is to think about what kind
of message you want to deliver, and then what words you
want to use to do so, and then to develop those words
carefully.
When Kampman asked the children what they wanted to
do to broaden their learning, he said that the first thing they
had to do was to understand what their superpower was.
Kampman’s superpower, for example, was his design skill in
verbalizing ideas. He then told them that they should also
explore a field that is unknown to them. Visit, for example,
an agricultural fair instead of a design fair — to learn what
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they are interested in, and then question it
through continuous dialogue and reflection.

What would your
ideal space look like?
Kampman is working on a passion project called
“Happyplaces Project”. It is a collection of interviews
with people who create spaces in all its diverse ways, all
over the world. In addition to the presentation event we held
with Kampman, we introduced the ‘Happyplaces’ at another
event, where we also hosted philosopher Yuki Yamamori,
who shared a philosophical dialogue.
While working as a designer, Kampman began asking
himself what it would mean to design a better ‘space’,
and how to do that—for example, improving a workplace
so that employees become more creative, or launching
a marketing campaign without using social media, or
challenging everyone to create their own kind of favourite
space. Even when you say the word ‘space’, you might
use it to refer to many different things: to mean having
space in your head, or your heart, or a physical space. So
Kampman asked philosophers and architects, students and
teachers, about what space meant to them, and captured
their thoughts in both text and videos, and uploaded
them onto a public website. That was the beginning of
‘Happyplaces’ eight years ago, and now, there are more
than 900 interviews. Kampman says that what he has
learned through Happyplaces has also been useful for his
own ideas, and sharing it with others has also had an impact
on him. He’s also made friends and work partners through
the project, making it a true passion project that has helped
him understand the world.

Take your doubts and
uncertainties to the next dialogue
Once the second half of the philosophical dialogue began,
Yamamori asked the participants to form a circle and said,
“Rather than focusing on talking, try to focus on realizing
what assumptions you had before this discussion,” and
then began spinning the ‘communication ball’. Participants
talked about their experiences in creating spaces. Firstly,
they talked about whether space is something you make,
and the fact that we make spaces both consciously and
unconsciously, and that sometimes by doing so, we take
away space from others without even being aware of it.
Also, in Japanese there is a word, ‘ma’, which means either
the space between objects or events in time, or even silence

It was this
musician’s
words that
impressed
me the most.
For him,
making a song
was like making
a split peach in
which the stone had
been plucked out, leaving
an empty space. A song isn’t
something that you alone can
finish, but rather something
that the person who’s
listening to it fills in with their
own memories and thoughts.
That idea really resonated
with me.

between other sounds, but while one can talk of creating
space, you cannot talk of creating ‘ma’. Some people even
talked about how Japanese people often have the sense
that rather than creating ‘ma’, they are giving something to
someone by giving them space.
Many ideas were circulating without a clear answer. Still,
after the final exchange of thoughts and impressions,
Yamamori closed the event by saying, “When talking about
philosophy, it’s common to feel confused, but that can be
a great driving force when you talk to people, so please take
that confusion home with you!”
The word ‘space’ can mean a sense of roominess, a place,
the universe, or an interval. Because we had so many diverse
participants, I was able to realize the distinctive meanings
that ‘space’ has in Japanese culture.
At SHIBAURA HOUSE, many different people share the
same space. This event made me think afresh of how, rather
than merely creating a physical space for people to share,
I also want to create a space that also conveys the way we
think about the region and society.

Thoughts after three years of activity
Comments from participants
“I feel that ‘space’ is very
abstract. I think that spaces
that people enjoy, or have fun
in, are spaces that foster an
environment. ”
“When you’re creating a
space for dialogue, I try to
abandon common sense and
what is ‘right’, and try to listen
to a story without trying to
make everything black and
white.”
“I feel like it’s really difficult
to create a hidden, private
space. Desire and shame are
very private emotions that we
don’t often show to others,
but on the other hand, they’re
essential for living. How could
we create a space where we
can both be expressive and
be controlled? ”
“‘Space’ (ma) and ‘emptiness’
(mu) is a very Japanese
concept. It makes me think of
trying to work out what other
people are thinking, and of
being considerate. ”
“In Shinto, there are certain
places that only men or only
women can enter, but due
to cultural change and labor
shortages, those traditions
are collapsing. In any case,
physically entering another
world as a ritual is one way to
be very conscious of space. ”
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When I began this project as a staff member involved in
operations, I had experience of working together with
citizens as a participant, but I was not fully knowledgeable
about all the issues myself. When we hear about the
Netherlands, we tend to think, “Oh, the Netherlands is really
progressing!” But I realize that it looks like it’s progressing
from my perspective in Japan because Dutch people have
struggled and overcome obstacles. I often feel that Japan
has to do things in its own Japanese way, just as we have to
do things in our community’s way, by getting lost and failing
as we search for solutions. The three people we invited
this year are all people who are beating a new path by
repeatedly going through processes of trial and error, with
insatiable inquisitiveness and curiosity. Inspired by them,
we can go forth and create opportunities for people from
different backgrounds and create places and connections,
without forgetting to enjoy ourselves.
I also thought about the ways in which I have changed.
Looking back, I feel it took me a long time to really
understand the issues in front of me, particularly at the
beginning of the project. Even now, I still run into the same
walls, and although I intend to understand and try to, I often
struggle to connect the issue to myself or my life.
For example, even though it’s possible for a textbook to
explain what sexual orientation and gender identity are,
and that there are people who are suffering because they
are different or because they are discriminated against,
it’s sometimes hard to work out in concrete terms why
such things (as discrimination) occur, or else it’s difficult
to actually stand up and take action when such situations
occur.
However, finding out about the background of certain issues
that have surfaced, and meeting both nl/minato guests and
members, has shaken my own values and beliefs, and made
me question things. As a result of that process, I began to
hear my own voice, which had been buried up to that point.
Instead of thinking ‘How should society be?’, I’ve started to
think: ‘What do I want to be within society?’ There is still lots
for me to learn, and at the same time, I am still frustrated
by things that seem so unreasonable to me. Every day I am
overwhelmed by the news, but I would like to use that as a
motivation to continue a dialogue with the people involved.

inato
m
/
nl

2019 Arc

2

hiv

e

Friendship
Program
フレンドシップ・プログラム
（共催）
では、共生社会に関連する実践的な
テーマで、港エリアで実施できる体験型のプログラムという条件のもと
企画を募集し、NPOや個人の企画を13団体を採用しました。
Our Friendship Program (co-organized events) involved
13 NPOs and individuals selected through an open call,
covering practical themes relating to inclusive society
that can be realized in Minato-ku area, and designed
to attract experience-oriented events.

フレンドシップ・プログラム

Through interviews, Kampman says he has noticed three
different ways that people talk about space. Firstly, people
talk about what they personally do in the space (=self),
secondly what they do with others in the space (=social),
and thirdly and finally, they talk about its connection to the
rest of the world (=society). In other words, creating a space
is a creative act in which one’s interests and work (products
and services) are connected to other people, such as those
we share a home or workplace with, and ultimately connect
to society as a whole. On the other hand, just like we can’t
choose where we’re born, the choices of our parents and
those around us, and the incidental spaces we occupy,
influence the formation of our selves. As such, the choices
we make in our lives have ethical and political consequences
for the next generation.

Report
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「オルタナティブな未来」
リサーチ&メディアラボプロジェクト
キックオフミーティング

Program
NPO法人ミラツクとは
基調講演

基調講演

土谷貞雄
「一万人のアンケート調査から
想像した「住まい」
と
「暮らし」」

ショートプレゼンテーション1〜３

May 25 (Mon.), 2019

ショートプレゼンテーション 1

杉下智彦
Speakers

「アフリカの
「懐かしい未来」
に
ヒントがある」

土谷貞雄
（株式会社貞雄代表／コンサルタント、建築家、
住まい・暮らしに関する研究者、
コラムニスト）

ショートプレゼンテーション 2

塩浦政也

杉下智彦

＆メディアラボプロジェクトがミラツクから立ち上
がりました。ミラツクは、経済ニュース媒体やマス
メディアのメインストリームで扱われる情報ではな
く、新たに現れている実践の現場にある未来の潮流
をフィールドワークやインタビューによって収集
し、分析、集約を通じて起こりつつある未来を見つ
ける、調査プロジェクトを数多く手がけています。
今回、フィールドワークを主体とした調査分析の方
法論を用いながら、
調査からさらに一歩踏み込んで、
未来のメディアをつくるプロセスを SHIBAURA

HOUSE とオランダ大使館と共に 10 ヶ月間のプ
ロジェクトを行いました。
「オルタナティブな未来」を全体テーマに、高齢化社
会の先にある未来や暮らし方の多様性の未来、資源
が循環する社会の未来、消費ではなく創造を軸とし
た社会の未来、デジタル技術による信用基盤に支え
られた自律型社会の未来、
などをサブテーマに持ち、
関心領域と合わせながら、方法論のレクチャーやメ
ンタリングを行うゼミのような月に一回程度の定期
セッションと、フィールドワークや取材を行う期間
の組み合わせを通じて調査、分析、取材をしました。

土谷さんは中国に週 5 日ほど滞在する生活を送っ

んは「知らないことを知ることから始める」ことの

ています。それは中国の暮らしに関する大規模な調

重要性について伝えたいと語りました。人は何か自

査を行うためであり、ライフワークとして企画・運

分の価値判断からとジャッジしてしまいがちです。

営に携わっている「HOUSE VISION」では、企業

「この話はこういうことなんじゃないの？」とすぐ

や建築家などとアジア 7 カ国をフィールドに、実

に理解したり、判断したりしようとしてしまうので

際に足を運びながら生活調査を行うなどして、日々

す。しかし、そうではなくて、徹底してその人に寄

新しい暮らしのあり方を研究してきました。土谷さ

り添って話を聞いていくことが大事だと訴えました。

杉下さんは会場の参加者に、こう切り出しました。

られていて、苦しんです」と訴えても、病院は診て

学生プレゼンテーション、
成果物の発表
未来予測カードを用いたワークショップ（ミラツク）

「オルタナティブな未来」をテーマにしたリサーチ
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A research and media lab project based around
the theme of “Alternative Futures” started with
MIRATUKU. MIRATUKU collects future trends
by searching for emergent practices through
fieldwork and interviews, rather than through
information from mainstream economic news
and mass media. It then analyzes and aggregates
the future that is emerging. MIRATUKU is
involved in many research projects.
MIRATUKU, SHIBAURA HOUSE and the Dutch
embassy in Japan are conducting a 10-month
project exploring the creation of future media,
and using a fieldwork-based survey analysis
method.
With the main theme ‘alternative futures’, we
explored what future society could look like,
taking into account sub-themes such as the
ageing society, increasingly diverse lifestyles,
the circular economy, a society based on creation
rather than consumption, and a self-regulating
society based on a foundation of social credit.
We set up these areas of interest, and held
regular monthly sessions such as seminars on
methodology, and mentoring sessions, as well
as conducting fieldwork and interviews and
analysis.

「未来は
「DO IT OURSELVES」
で
切り拓く」

ショートプレゼンテーション 3

小澤いぶき

「人の想像力から生まれる、
やさしいつながりが溢れる未来」
塩浦政也
（株式会社SCAPE 代表取締役／建築家）

学生プレゼンテーション

（認定NPO法人PIECES 代表理事／
児童精神科医、精神科専門医）

加賀谷果歩

（東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科4年生）

「コミュニティデザインの心得」
Photos by MIRATUKU.

くれませんよね。ただその結果、誰にも相談できず

はどれくらいいますか？」数名手を挙げた人がいま

に悩みを抱え、場合によっては追い込まれて自殺を

したが、ほとんどの人が健康のようです。
「日本で

してしまったりするわけです」
。その結果、社会の

この質問をすると、いつも同じような結果になりま

なかで弱い立場にいる人たち、障害者や高齢者と

す。ただ、アフリカで同じ質問をすると、全員が手

いった人たちが、誰も面倒を見てくれないので、結

を挙げるんです。違うんですよ、アフリカでは病気

果的に自分で解決することを求める社会ーそれが今

の意味が。健康そうに見える女の子に「何の病気な

の日本ではないかと杉下さんは問いかけました。
「オ

の？」と聞くと、
「最近父親を亡くして、とても心

ルタナティブな未来」をつくろうと思ったときに、

が痛いんです」と言う。またある人は、
「彼女にフ

杉下さん自身は「懐かしい未来」をコンセプトにし

ラれて、毎日泣いてるんです。寂しいんです」と訴

ていると言います。アフリカにこそ、私たちが忘れ

えるんです」
。
「日本では考えられないですよね。病

てしまった、すばらしい社会システムがあると杉下

院に行って、
医者に「失恋したから治してください」

さんは語ります。そこから、未来をつくっていくヒ

と言ったら、門前払いされますよ。
「学校でいじめ

ントが得られるのではないでしょうか。

塩浦さんは建築家として仕事をするときに、ただ思

⑤ DO IT OURSELVES

いを物質的な形にするだけでなく、そこにいかに

この 5 つです。これだけ社会課題が山積している

人々の思いや生活を織り込んだものにしていけるか

世の中にあって、それを正面から問題解決していく

が重要と語ります。その中で、考えてほしい「5 つ

だけでなく、さらに少しおもしろい未来を見せてい

の未来潮流」を提示しました。それは、

く。楽しみながら新しい方向性を示すようなことに

① SPACE TECHNOLOGY ② MIXED USE

も挑戦すべき、というメッセージを送りました。

③ NIGHT ACTIVITY ④ SHARING ECONOMY

（東京女子医科大学 医学部
国際環境・熱帯医学講座 教授・講座主任）

小澤いぶき

「突然ですが、今日ここに来ている人で、病気の人

私たちは人と人との関わりのなかで、痛みが癒され

という３つを実現しているのです。これは、とても

たり、嬉しさを共有したりするネットワークのなか

主体的な行為ですが、それができないという状態は

で生きているのではないでしょうか。そんなことを

決して本人の責任ではなく、社会がつくり出して

小澤さんは投げかけました。またその中で、社会的

いる構造的な問題でもあると小澤さんは語ります。

孤立といわれる状態に陥ってしまっている子どもた

小澤さんが取り組む認定 NPO 法人 PIECES では、

ちもいます。社会的孤立とは、たとえ関係性があっ

子どもの周りにやさしさを生む人を育成し、それぞ

たとしても、安心できるつながりがないために頼り

れの地域で子どもたちが安心できる場所をつくる取

合うことが困難な状態のことです。私たちは、無意

り組みをしています。そして、そこにやさしい間が

識のうちに「自分の現状を問題だと認識する」
「相

あることが重要だ、ということを小澤さんは伝えて

談したい相手が思い浮かぶ」
「実際に相談しにいく」

くれました。

このプロジェクトでは、日本各地でコミュニティデ
ザインに取り組んでいる人にインタビューを行い、
言語化されていない知見＝「暗黙知」を集約するこ
とを目的としています。
実際にインタビューによって最終的にコミュニティ
デザインの「十の心得」を導き出しました。

ミラツクが取り組んできたリサー
チ＆メディアラボにおいて、市民
メンバーが「オルタナティブな未
来」をテーマにインタビュー調査
と分析を行い、まとめた冊子を
本誌巻末に添付しています。
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五感で楽しむテーマパークをつくろう！／
OriHimeパイロットといっしょに
分身ロボットのふくをつくろう

子どもの「もっと知りたい！」
を刺激する
スポーツ探究教室 〜なりたい自分と
スポーツの未来について考えよう〜

ワタリーショップ×リフレクション

Life in Tokyo

ヘルスケアこそが地域企業・社会の活力の鍵

ソーシャルラン

企画者：吉田雄人ゼミ
2019年8月29日

企画者：SHIBAURA HOUSE、後援：港区
2019年12月1日

企画者：コドモチョウナイカイ事務局
2019年8月3日 ／2020年1月25日

企画者：一般社団法人 スポーツリレーションシップ協会
2019年11月24日

多様な人々と建設的で互いに主体性をもったコミュニケーショ

「五感で楽しむテーマパークをつくろう！」
では、
視覚障がい、

近代オリンピックの父とも呼ばれる、フランスのピエール・

聴覚障がい、知的障がい、言語難民 など多様な障がいを「言

ド・クーベルタン（戦争に勝つことを目的として体力をつけ

の内面を振り返るリフレクションを組み合わせたイベントを

語」の違いと捉え、違いを超えるコミュニケーションの方法

ることに疑問を持ち、向上心を引き立てる体育を目指して教

を探求しました。子どもたちが普段とは違うコミュニケー

育の道に進み、近代のオリンピック開催のために奔走した第

ションを体験し、障がいのある人と共に楽しむ方法や工夫に

一人者）の生涯を学びながら、子どもたちとスポーツの価値

ついて探求し、五感で楽しむテーマパーク（見えない迷路・

について考えるワークショップを行いました。またそれを踏

聞こえない探偵・話せない謎々）を構想しました。
「OriHime

まえて「2040 年のオリンピック」というテーマで新聞をつ

パイロットといっしょに分身ロボットのふくをつくろう」で

くり、開催地や競技種目、特徴などを話し合う中でスポーツ

は、重度障がいや難病と共に生きる人の社会参画について、

の未来を考えました。

子どもたちが分身ロボット Orihime を通して学びました。

Orihime のパイロットと子どもたちがデザインチームを組
んで、パイロットの個性を表現する分身ロボットの「服」を
デザインしました。

Let’s make a theme park that stimulates
five senses! / Let’s make an alter ego robot’s
clothes with the OriHime pilot!
Kodomochounaikai Office
Let’s make a theme park that stimulates the five senses!
considered various difficulties as differences in ‘language’,
and explored a communication method that could
overcome this. (visual impairment, hearing impairment,
intellectual disability, people with Japanese as a second
language) Children experienced different kinds of
communication than usual, explored ways to enjoy with
people with disabilities, and imagined a theme park that
could be enjoyed with five senses, such as an invisible
maze, a hearing impaired detective, a riddle that cannot
be said. With the event Let’s make an alter ego robot’s
clothes with the OriHime pilot!, the children learned by
using an avatar robot OriHIme and learned about the
social participation of people with severe disabilities, and
incurable diseases. A design team was formed between the
Orihime pilot and the children, and they created OriHime’s
clothes that reflect the characteristics of the pilot.

企画者：村田圭代
2019年11月16日
発達支援を要する親子を対象とした、プロ声優による朗読会
を行いました。プロによる朗読会の後は、子どもたちが朗読
に挑戦しました。感情を込めて言葉を発したり、物語に出て
くる登場人物の気持ちを想像しながら一緒に読み進めまし
た。後半は、療育中のお母さんの体験談やトークセッション
もあり、地域の中で同じ境遇をもつ親同士が繋がる機会があ
まりない中、貴重な交流の場になりました。

12th Owl’s Story Telling Session
Kayo Murata
We held a reading session by a professional voice actor for
parents and children who need developmental support.
After the reading session by a professional voice actor,
the children tried reading aloud. We read together, saying
the words with emotion and imagining the feelings of
the characters in the story. In the second half of the
event, there was a talk session about the experiences of
mothers who are undergoing treatment, and it was a great
opportunity for parents in the community who are going
through similar situations to connect with each other.

行いました。前半のワークでは、思考を通した考えを巡らす
暇なく一挙一投足を瞬時で決めながら、相手がどんな行動を
するかわからない世界に自ら飛び込んで行く中で、
一緒にシー
ンをつくっていこうとする協働志向が生まれました。どちら
かが妥協するのではなく、双方ともに自分が何を感じている
かを大事にして、同時に相手も大事にすることを体感で学び
ました。後半は自分の内面と向き合い、自分が他者とどう関わ
りたいか、
この社会にどう参与していきたいかを考えました。

移民として日本に移り住み日本で生活をしている、外国ルー
ツの若者たちの生活は、
「移民」という言葉がもつイメージ
に隠され、多くは知られていません。より多くの人に、彼や
彼女たちの「日常」を知ってもらうために、日常風景を写真
に撮ってもらい、彼や彼女たちが撮った「日常」をフォト
ジャーナルにして紹介しながら、参加者の皆さんと対話を深
めていきます。参加者は、
対話を通じて、
出身国と日本といっ
た多文化ルーツの若者が抱える悩みや思い、課題への理解を
深めました。

Life in Tokyo

Watari’s workshop x Reflection

kuriya

Haruo Kamijo, Naoko Yuasa

Sports Relationship Association

With the theme of learning to communicate constructively
and independently with diverse people, the event combined
an improvisational drama workshop with reflection on one’s
inner self. In the first half of the workshop, while deciding
on each action instantly without thinking through thoughts,
the participants were able to enter a world where they
did not know how the other person would act. This led
to a mindset to collaborate to create a scene together.
We learned by experience that neither of us should
compromise, but both of us should cherish the feeling
each has, and at the same time respect the other person. In
the second half of the workshop, we looked into our inner
selves and thought about how we want to relate to others
and how we want to participate in society.

The lives of youths with foreign roots who moved to and have
been living in Japan are not well known, as they are hidden
under the image attached to the word ‘immigrant’. In order
to allow more people to know about their everyday lives,
some such youths were asked to take photographs of their
everyday, which were made into a photo journal. This was
introduced to the participants and developed into a dialogue.
The participants gained more understanding towards the
struggles, thoughts, and difficulties the youths have in having
multicultural roots of their mother countries, and Japan.

This Workshop gave an opportunity for the participants to
consider the value of sports with children while learning
about the life of Pierre de Coubertin who is considered
the father of the modern Olympics. Pierre de Coubertin’s
skepticism towards winning in war as a goal for achieving
physical strength led him to become an educator with an
aim to use physical education for self-improvement. He
was the driving force behind the realization of the Olympic
Games. Based on this, the participants made a newspaper
under the theme “The Olympics in 2040”, and thought
about the future of sports while discussing possible
venues, types of tournaments, and features.

Design
ダーニングと継ぎはぎ／継ぎの時代
企画者：アミ研（アルパカ未来研究所）
2019年10月19日、11月9日

トなどを持ち寄り、ダーニングという技法で補修するワーク

第12回フクロウのろうどくかい

ンを学ぶというテーマで、即興劇のワークショップと、自分

企画者：一般社団法人 kuriya
2019年12月15日

Encouraging Curiosity in Children through
Sports – Let’s think about what you want to be
and the future of sports

「ダーニングと継ぎはぎ」では、破れた洋服、穴の開いたニッ

Children

企画者：上條晴夫、湯浅直子
2019年9月15日

─移民の若者が綴る未来への物語─

ショップを行いました。人・資源・衣服のつながりを、対話
を通して考え、ものを長持ちさせる方法を体験しながら考
えました。
「継ぎの時代− shibaura mending house」で
は、落とし物によって物と人や土地を繋ぐインスタレーショ
ンや、世界各地の巨人伝説をテーマに作品づくりをしている
アーティストの山本麻紀子さんとコラボレーションし、参加
者とともに巨人のブランケットを制作しました。参加者が編
んだ小さなパーツや落とし物が編み込まれていくことで、巨
人の物語に思いを馳せると共に、人が一度手放したものが新
たな意味をもったり、アートワークとして再生しました。

Darning and Mending /
Shibaura Mending House
Alpaca Lab
For the workshop Darning and Mending, we used a
mending technique called darning, and worked on
gathered torn clothes and knitwear with holes. We thought
about the relation between people, resources, and clothes
through a dialogue, and thought about ways to make
things last longer while experiencing a mending process.
In Shibaura Mending House we collaborated with Makiko
Yamamoto, an artist who creates artworks on the theme
of giants’ legends from around the world, and created a
giant blanket with the participants. The small knitted parts,
which the participants made as well as found objects, were
woven together. This allowed us to contemplate the stories
about giants, and to make new meanings for things that
people once lost, and recreated them into an artwork.

Diversity

Imagination to Creation
– 映像のチカラで見つける“ソウゾウ”できる自分
企画者：Creative Piece
2019年11月16日、2020年1月26日
言葉を使わずに表現されたショート・ダンス・フィルムを先
入観なしに鑑賞した場合と、作品の背景を知ったうえで鑑賞
した場合とで、
「感じたこと」の変化を体感するワークショッ
プを行いました。1 回目の鑑賞後、そのフィルム「Memory

of Forgiveness」が、第二次世界大戦中インドネシアで日
本軍によって従軍慰安婦として強制労働させられたオランダ
人女性、ジャン・ラフ・オハーンさんの手記をもとにつくら
れたことを明かし、映像制作者から表現方法の意図やプロセ
スを話しました。参加者は 1 回目と 2 回目の鑑賞で感じた
ことや普段自身が想像力をクリエイションに生かしているこ
とを共有しました。

Imagination to Creation – Finding creativity and
imagination in you through the power of films
Creative Piece
This was a workshop to experience the differences between
watching a short dance film without preconceptions,
and with an understanding of its background. After
watching for the first time, the organizer revealed that
the film Memory of Forgiveness was actually based on a
memorandum by a Dutch lady called Jan Ruf O’Herne,
who had been forced to work in sexual slavery by the
Imperial Japanese Army during World War II in Indonesia.
This was followed by the filmmaker’s talk on the concept
and process behind the filming. The participants shared
their viewing experiences from the first and the second
viewings, and how they usually use their imagination in
their creative process.

地域・社会課題に対して、個々人の生産性向上のための「ヘ

「MINATO シティハーフマラソン」連携プログラム。
様々なバッ

ルスケア」とは何か、さらに企業内だけでなく地域企業・社

クグラウンドを持った人たちが日頃から共に練習しました。

会全体として連携して「ヘルスケア」に取り組めることは何
か、というテーマでトークイベントを開催しました。ヘルス
ケアアプリの開発者の話や企業での導入事例を知るととも
に、参加者からも個人・企業内・企業間・企業と行政など、
さまざまなスケールで取り組めることのアイディアを出し合
いました。

Social run
SHIBAURA HOUSE (Supported by Minato Ward)
Collaborative program of The ‘Minato City Half Marathon.’
People from all kinds of diverse backgrounds have a
chance to train together daily.

Healthcare is the Key Source of
Energy in Local Companies and Society
Yuto Yoshida Seminar

Minato

The event was themed around two things: what is
healthcare that helps individual productivities in relation
to community and social issues? Is it possible to engage in
healthcare in collaboration not only with companies, but
also with local industries and society in general? Hearing
the story of a healthcare app. developer and learning
about cases from companies, participants contributed
ideas at various scales involving individuals, companies,
collaboration among companies, and collaboration
between companies and local government.

東京で被災する日
企画者： 熊本大学・大西研究室
2020年1月24日
港区で被災することを想定して、参加型でシミュレーション
しました。実際に熊本で被災した人や、各地で仮設住宅の設
計をする専門家の話を聞き、体験談やデータを元に東京で被
災した場合の避難所の状況や生活への支障を考えました。家
や会社、避難所にいく場合など、具体的に起こりうることを
想像し、より現実的にこれからのコミュニティのあり方や人と

Gender / LGBT

Health Care

ドラァグクイーン・ストーリー・アワー

リハビリテーション展

企画者：Drag Queen Story Hour 東京 読み聞かせの会
2020年1月19日

企画者：澤 隆志
2020年1月17日、18日

ドラァグクイーンによる親子向け絵本読み聞かせプログラム

病気や怪我が理由で日常生活に困難が生じている人は国民の

を行いました。ドラァグクイーンと一緒に物語の読み聞かせ
や歌あそび、工作を行い、彼らの生き方を知ると同時に、自
分らしさに対する自己肯定感や、ジェンダーや個性のダイ
バーシティを体感するプログラムでした。日本にはこのよう
な機会はまだ少なく、彼らは「自分と他人とのちがい」を理

うち 7.4% いるにも関わらず、自分の体にあった器具に出
会えているか。また、成長して不要になったもので困ってい
ないだろうか。カジュアルでおしゃれな買いものができる店
はあるのだろうか。キュレーターである主催者が、さまざま
な疑問をリサーチして、リハビリテーションの展覧会を行い

由にしたいじめや差別のない環境づくりを目指しています。

ました。子ども用の車椅子の交換会や、
小児科医とのお茶会、

Drag Queen Story Hour

マにしたトーク、FabLab を活用した個々人にフィットし

Drag Queen Story Hour Tokyo
A picture book reading by a drag queen for families. We
read stories, sang songs, and made crafts with the drag
queen, and learned about their way of life. At the same
time, we experienced a sense of self-esteem, gender, and
individual diversity. There are still few opportunities like
this in Japan, and their aim is to create a world without
bullying and discrimination based on “differences between
themselves and others.”

の繋がりのつくり方について改めて考える機会になりました。

The Day a Natural Disaster Strikes Tokyo
Kumamoto University, Onishi Lab.
We experienced a simulation of a disaster in Minato-ku.
We listened to people who actually experienced the disaster
in Kumamoto, and experts who design temporary housing
in various areas. Based on their experiences and data, we
considered the condition of evacuation shelters and obstacles
in living in a disaster struck Tokyo. By imagining concrete
possible scenarios, such as how to go to a house, a company,
or an evacuation center, it gave us an opportunity to think
again in realistic terms about what kind of communities we
should create and how we connect with people.

点字アプリの体験会、美術家によるガジェットと身体をテー
た道具づくりなど、いろいろな視点でリハビリ当事者のこと
を知る機会を一般の人に提供しました。

Rehabilitation Exhibition
Takashi Sawa
Despite the fact that 74% of Japanese people have
difficulties in daily life due to illness and/or injuries,
a question exists as to whether they have managed to
find the right equipment for their bodies. Are there
casual and fashionable shops they can access without
difficulty? An exhibition on rehabilitation was organized
by a curator who researched a variety of concerns he
had. It provided an opportunity for the general public to
know about the people undergoing rehabilitation from
various perspectives, including an exchange session of
wheelchairs for children, a tea salon with a pediatrician,
a braille app. testing session, an artist talk on gadgets
and the body, and the use of Fablab to make equipment
catered for individual needs.

Minato

Minato Unknown ―あなたの知らない港区―
企画者：Difficultators Tokyo
（エイミー・ティファニー・ルー、
ちょん・うひ、濱中佑香）
2020年3月15日
ブランディングされた港区のイメージに覆い隠れた歴史・暮
らしを解き明かしていく「謎解きツアー（スカベンジャーハ
ント）
」を行いました。入国管理局や、ゴミ清掃工場、屠殺
場や旧花街など、普段の生活のすぐ隣にも関わらず多くの人
が知らない場所に訪れて、その背景を知る事で、各場所と繋
がっている社会課題について参加者と話し合いました。コロ
ナウイルス拡大の影響によって、バーチャルツアーに切り替
え、Google Earth を使いながら各所を訪問しました。

Minato Unknown
Difficultators Tokyo
“Mystery Solving Tour (Scavenger Hunt)” was held to
unravel the histories and life hidden under the branded
image of Minato-ku. The tour visited places which many
people don’t know about, even though they are right next to
our everyday life, such as the Tokyo Regional Immigration
Bureau, the garbage incineration plan, and the former geisha
district. The participants discussed the social issues that
connect these places by understanding their backgrounds.
It was changed to a virtual tour, with visits to each location
using Google Earth due to the impact of coronavirus.
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足感は予想を超えたものでした。ダーニングで塞いだ穴のよ

Report:

うに、
自分の心もちょっと満たした（元気になった）感覚は、

Looking towards an era of connection

まさにサプライズギフトのような喜びをもたらしてくれまし

Text by Saori Tsuchiya

た。

In fall 2019, we held two events under the theme of “Knitting”.
One was the Tsukurafu Club (Darning and Mending), held on
October 19th, and the other was “Shibaura Mending House”,
on November 9th. This was a project from Ayako Yoshida,
whose life work is a group called “Knit Cafe”. Tsukurafu
Club focuses on repairing things, and uses a technique
called darning, using Peruvian alpaca thread, which is both
sustainable and functional. Each participant brought an
item they wanted to mend to the session, and introduced
it by telling everyone about the memories they had of that
item. We then exchanged ideas on how best to repair it. By
repairing something, I realized that the act of mending sews
together the past, present, and future, as well as creating
the possibility that the garment might be passed on from
one person to another. Also, the very act of using my hands
to mend something brought so much more fun, happiness,
and satisfaction than I had expected.

もの＋行動＋想像力＝希望なのかもしれない
次に催された『次の継ぎ』は、
壮大な世界観に引き込まれる、
これまた想定以上の深度と広がりのあるイベントでした。世
界各地の巨人伝説をテーマに作品づくりをされているアー
ティストの山本麻紀子さん。彼女のテーマを吉田彩子さんが
継いで、ワークショップ参加者みんなで巨人のブランケット
を制作するという、一聞だけだと頭の中がクエスチョンマー
クだらけになりそうな風変わりな内容でした。でも、全体を
通して見聞き体験することで、私自身、ものすごく腑に落ち
るところに至ったと思っています。
参加者は、ニット初心者も多数。
わからないことは、近くにいるわ
かる人に聞く。

「継ぎの時代」
を見据えて
Text by 土谷沙織

ことの始まりは、2008 年の英国、ロンドン。山本さんが道
端の落し物を拾って、次の誰かに手渡すという、ものと人を

今回のイベントでは、巨人プロジェクトの最新作、ポーラ

繋ぐインスタレーションをされていました。2013 年、引き

ンド南部の山に山本さんと仲間が巨人の歯と一緒に登ってき

取り手のなかったそれらの落し物を使い、今度は水戸の街の

た映像作品が上映されました。私はその映像を見た後、
「巨

中の壊れたものを修繕。日本（水戸）と英国（ロンドン）が

人はいる」
と思うようになりました。もう少し正確に言うと、
と思う」ということです。空想の力ってすごいんです。自分

西部に伝わる巨人伝説「ホリバーン」を繋げるプロジェクト

の頭の中に思い描いたことを信じて行動に移す。そのシンプ

を始動。日本と英国の小学生たちと共に、巨人への手紙、巨

ルなようでいて、なかなか実現できない第一歩を勇気を持っ

人の持ち物などを創作し、現在も「巨人」を介してさまざま

て踏み出し、しかも根気強く続けていくと、目に見えないは

吉田彩子

なストーリー、人、もの、自然との繋がりを広げています。

ずの景色が実際に見られるんだ、と気づかされました。だか

株式会社蒔いて代表。1985 年

静かな興奮をみんなで分かち合ったような、今までの人生で

みんなが先生にも生徒にもなれる、フラットでオープンな関
係性のニットサークル『ニットカフェ』をライフワークにし
ている吉田彩子さんによる企画です。

土谷沙織

味わったことのないユニークでピースフルな時間でした。編

フリーエディター／ライター。

み物は、どんな小さなものをつくるときでも自分の世界に

ファッション専攻を卒業後、出
版業界に入る。人として視野
を広げること、
「書くこと」を
見つめ直すことを目的に、nl/

ほころびを繕うことは、思い出を次に繋ぐこと

minato の 市 民 ラ イ タ ー に 応
募。オランダの絵本作家ディッ
ク・ブルーナの作品が大好き。

は巨人のブランケットとして再生。

「巨人がいる世界のほうが、いない世界より何倍も魅力的だ

は、リアルとファンタジーが繋がる瞬間を目撃したような、

美術大学空間演出デザイン学科

他の用途がないスワッチを、今回

落し物を介して繋がった瞬間です。その時、水戸の巨人伝説

ら、ロンドンの落し物と試し編みのスワッチをアルパカの糸

1978 年福井県生まれ。武蔵野

試し編みの際につくられ、通常は

「だいだらぼう」のことが山本さんの中で閃き、イギリス南

で繋げて巨人のブランケットのためのパーツをつくる作業

2019 年秋、「ニット」を共通項にした 2 つのユニークなイ
ベント、
『つくらふ倶楽部』
（2019 年 10 月 19 日）と『次
の継ぎ』
（2019 年 11 月 9 日）が開催されました。参加者

入って集中する瞬間があります。そういう瞬間というのは、
まさに空想の入り口なんだと思います。ちなみに制作した巨
人のブランケットは、
今後に活用し、
ストーリーを未来に「継
いで」いくそうです。
山本さん、吉田さん、そして参加者ひとりひとりという、小
さなパーツが繋がって壮大な物語の一部になる。見えないも

SPEAKERS

埼玉県生まれ。南米ペルーの大
地で育つアルパカと、その素材
の気持ち良さに魅せられて、ア
パレル生産管理を経験した後、
ニットブランド MAITE（マイ
テ）を 2012 年に起ち上げる。
また月に 2 回、多様なバック
グラウンドの人たちがフラット
に参加できるニットカフェを開
催。その一環で、衣服の「お直
し」をもっと身近にする『つく
らふ倶楽部』も開催している。

山本麻紀子
アーティスト。1979 年京都市

のですら繋げることができる。人も、時間も、場所も、空間

『つくらふ倶楽部』
は、
文字どおり
「繕う」
ことにフォーカスし、

生まれ。京都市立芸術大学・大

も、思い出も「継ぐ」ことで、ちょっと楽しくて明るい未来

学院絵画専攻構想設計修了。あ

機能的かつサスティナブルな素材であるペルー産のアルパカ

につながる可能性がある。そういうメッセージを私個人は受

の糸などを用い、破れた洋服、穴の開いたニットなどをダー

け取ったような気がしています。継ぐ、繋げるということが

ニングという技法で補修するワークショップです。

生む前向きな感覚、前提にある喜びのようなものを自分の中

参加者は、20 代から 70 代までの幅広い年齢層の皆さん。

で温めつつ、誰かとシェアできたらもっといいな、と思いま

各自が持参したお直ししたいアイテムについての思い出を
語ったり、修繕方法を教えあったりしながら、唯一無二の一
着に蘇らせていました。
「ものを修繕しながら大切に長く愛
用する」という考え方を再確認し、繕うことで、もの自体、
そしてそれにまつわる記憶が過去・現在・未来を繋ぐこと、
または人から人へ受け継がれる可能性を実感しました。そし
て、手を動かすことそのものがもたらす楽しさ、幸福感、満

上：ロンドンで拾った落し物の一
部。ブランケットとして編み込ま
れていく。
下： 上 映 作 品「ARE YOU A

POLISH GIANT? ポーランド南

26

Report

した。そして、そういう感覚を思い出させてくれる手仕事、
編み物という趣味をこれからの人生でもっと楽しんでいきた
いです。

る特定の場所のリサーチを通し
て観察や考察を続け、常識や習
慣など日常の中で見過ごされて
いる事柄や疑問を糸口にして、
他者とのコミュニケーションを
発生させるプロジェクトを行う。
その一連の過程を、写真、映像、
ドローイングなどさまざまな形
式に展開させて作品制作を行っ
ている。近年は、日本と英国南
西部の巨人伝説のリサーチを

部ゲヴォント山の伝説を追う旅〜

ベースに「眠り」や「怒り」を

だいだらぼうのために」を鑑賞。

テーマに巨人の世界を探求中。

In “Shibaura Mending House”, the artist Makiko Yamamoto,
who creates works based around legends and myths about
giants from around the world, made an enormous quilt with
the participants with lost objects Yamamoto had found.
The lost things were left over from a work she created in
2011 in which she collected lost things in East London, and
displayed them locally in an attempt to return them to their
owners. She gave some of the remaining 250 leftover items
to local students. She brought the objects and pieces of
fabric she still has to the workshop at SHIBAURA HOUSE,
and working on the idea of passing them onto someone
new, and connecting people, she and the participants
sewed them together into swatches with alpaca thread to
make part of a blanket designed for a giant.
Making the work created a unique and peaceful atmosphere
that I had never experienced before; it connected reality
with fantasy. When you’re sewing, you begin to concentrate
and go into your own little world, as if you’re entering a
daydream.
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前田とまき

nl/minatoフレンドシップイベント

スポーツ探求教室
Text by 前田とまき

今回のイベントでは、SHIBAURA HOUSE の会場に集まっ

Report:

デジタルマーケティングのプ

た 16 名の子どもたちと、その親御さんやスタッフを含めた

ロジェクトマネージャとして

全員で、まずは緊張をほぐすためにみんなが楽しめるアイス

Let’s think about what you want to be
and the future of sports

ブレイクのゲームを行いました。

Text by Tomaki Maeda

スポーツの歴史を振り返るレクチャー

On November 24th, 2019, we held an event called “Sports
Quest for children: I want to know more!” The instructor,
Keiichi Fujishiro, is the chairman of ‘Shitsumon Mental
Training’, and provides mental training for people who want
to achieve results in sports, such as athletes, instructors,
and parents.

外資系 IT 企業で仕事をする傍
ら、
「日曜アーティスト」とし
て趣味のブログ執筆や創作活動
を行っている。クリエイティビ
ティとテクノロジーをテーマに
した勉強会を主宰。写真と、富
士塚登りが趣味。ネバダ州立大
学リノ校 陶芸彫刻学科卒。

みんなの緊張がほぐれたところで、ここからは座学の時間で
す。ただし、レクチャーを聴くだけではなく、みんなで積極的
に考えたり、
質問に答えたりなどのエクササイズを挟みます。

みんなで輪になって、誕生日や
ニックネームで順番に並ぶゲー
ムで盛り上がりました。

At this event, the sixteen children who gathered at the venue
with their parents and staff, first played an icebreaker game,
and then learned about the man credited with inventing
the modern day Olympics, Baron Pierre de Coubertin. They
did not simply listen passively to the lecture, but also did
exercises, actively thinking and answering questions that
the instructor posed.

ここで、質問に答える時の 3 つのルールがみんなに伝えら
れました。

1. どんな答えも正解
2. わからないも正解
3. 答えを受け止める
「終わっていた時に、どうなっていたら最高ですか？」とい
う質問に、まずは個人で考えて書き、その後グループで発表。

「2040 年のオリンピック」というテーマで、開催地や競技

冒頭に、達成したいゴールをイメージすることで、そこにた

種目、その大会の特徴などをみんなで考え、大きな紙に文字

どり着きやすくなるというテクニックです。

や絵を描いて新聞をつくります。

みんなで新聞の内容を話し合っ
ている様子。

子どものチームも、大人のチームも、それぞれおもしろくて
個性的なオリンピックを考え、
未来新聞として発表しました。
月や宇宙で開催したり、大食い選手権があったり、お手玉・

それぞれが自分の考えをまとめ、

ゲーム・すごろくや、宇宙空間を泳ぐ競技があったりなど。

グループで発表します。

自由な発想で楽しいオリンピックのアイディアがどんどん出

子どもたちのやる気を引き出す
トレーニングとは？

てきました。彼らが積極的にいろんなアイディアを話し合い
ながら、楽しそうにつくっていたのが印象的でした。個人的

2019 年 11 月 24 日、『子どもの「もっと知りたい！」を探

には「月でオリンピックを開催する」というアイディアがと

求する スポーツ探求教室』が開催されました。今回講師を

ても未来的で楽しそうだと思いました。

務めたのは、一般社団法人スポーツリレーションシップ協会
代表理事の藤代圭一さん。藤代さんは、
「しつもんメンタル

このイベントを終えて、子どもたちは今回の体験を生かし、そ

トレーニング」の主宰もされており、スポーツで結果を出し

れぞれのスポーツや活動をがんばりたいと語ってくれました。

たい選手や指導者、保護者の方向けにメンタルトレーニング
を行っています。
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「ジップザップ」というゲーム。

藤代圭一
1984 年名古屋市生まれ。東京
都町田市で育つ。スポーツス
クールのコーチとして活動後、
教えるのではなく問いかけるこ
とで子どもたちのやる気を引き

「やったことある！」という子も
いました。

SPEAKER

レクチャーでは、近代オリンピックの父とも呼ばれる、フラ
ンスのピエール・ド・クーベルタン男爵について学びました。
もともと軍人を目指していたクーベルタンですが、戦争に勝
つことを目的として体力をつけることに疑問を持ち、士官学
校を退学して政治高等学院に入学。やる気を出させるような
体育を目指して、教育の道に進みました。
イギリスの学校教育を学んだ後、フランスでオリンピック開

出し、考える力をはぐくむ〝し
つもんメンタルトレーニング〟
を考案。全国各地で子供や大人
を対象としたワークショップを
開催している。一般社団法人
スポーツリレーションシップ協
会代表理事。しつもんメンタル
トレーニング主宰。

催のために奔走しました。彼の人生を通じて、絶対にあきら
めないこと。そして、夢を持って進むことを学びました。

みんなで未来新聞をつくってみよう！
イベントの後半では、みんなで未来新聞をつくりました。
ここでも、3 つのルールを共有しました。
・上手く書かなくて良い！
・綺麗に書かなくて良い！
・みんなで楽しく書こう！

みんなでつくった未来新聞をグ
ループごとに発表。

After sharing the three rules for questions (1. Any answer
is correct, 2. Not knowing the answer is also fine, 3. Any
answer will be accepted), Fujishiro asked, “What would be
the best-case scenario when the workshop/lecture is over?”.
The children had to first think by themselves and write an
answer, and then share it with the group. Thinking of the
goal you’re trying to reach is a good technique that makes it
easier to get there.
In the second half of the event, everyone made a newspaper
based in the future. There were three rules for this: 1. You
don’t have to write well; 2. You don’t have to have beautiful
handwriting; and 3. Let’s enjoy writing!. The children had to
imagine that they were writing about the 2040 Olympics.
They thought about what the theme or focus of the event
would be, and what the events and venue would be like.
They then made a newspaper featuring all text and pictures
of what they had imagined. Ideas flowed freely, from
hosting the Olympics on the moon or in space, and events
such as competitive eating, beanbag juggling, board games,
and swimming in outer space. After the event, the children
said that they would use this imaginative practice to do their
best in their respective sports.
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お名前
所属団体名

nl/minato 2019の活動の全体や

プロジェクトメンバーの印象を教えてください。

4

5

に付けようとワークショップに参加く
ださった皆さんが、その後どうしてい

す。日本での経験が本へと向かう自

るのか気になっています。公開議論

信に繋がりました。

が文化として定着していない日本で、

担当したプログラムがひとつだけ

少しずつでも皆さんが経験を積んで
いければと思っています。そして政
府、政治家、企業の取締役などの

何に共感／共鳴しましたか。
（その理由）

ロジェクトには、少なくとも次の２つ

ングの調整に、プロジェクト・メン

人たちから、自分たちの組織に属さ

関わってくださった活動またはイベントで、

の理由からとてもポジティブな印象

バーの皆さんが多大な労力を割いて

ないモデレーターを用いた、平等な

を持っています。まず設定されたテー

くれましたが、これは嬉しい驚きで

議論のためのアイディアが出てくるこ

マが多様性に富み、しかもそれが社

した。ジャーナリスト、公務員、教

とを期待します。会議やセミナーを

会に根差した現実的なものである点

師、大学教授、NPO 運営者、コン

回すのは、常に一番うまいモデレー

と、そして運営チームがとても献身

サルタント、アーティストなど、さま

ターである必要はなく、全ての登壇

的にプロジェクトを支えている点で

ざまなタイプの人たちと会うことがで

者のスピーチが事前に用意されてい

実際に滞在したことによって、

もし、nl/minatoでの経験がご自身の今後の活動に
事前準備も含め、
「もっとこんな風に
（改善）
できたら

もっと深い時間になったのでは？」
と思うことはありますか。
9

3

バルト・コゼイン・モデレーション

ローアップとして、よりモデレーショ
ンの詳細に言及した本を書いていま

いろいろあります。まず、ワーク

活かせるとしたら、
それはどんな形で反映できると思いますか。
8

2

バルト・コゼイン

ショップに至るまでに多くのミーティ

日本の文脈を通して新たに発見したことはありますか。
7

1

nl/minatoは今後も活動を継続していく予定です。

今後こんなプログラムがあったら良いなと思うことが
あればお書きください。

なので、限定的な視点になりますが、

6

す。プロジェクトにかけるチームの

きました。地元オランダでも少なくな

る必要もないのです。そしてシバウ

献身さと情熱に感銘を受け、またさ

い数の日本人に会うことはできるの

ラハウスのような、人が集まり、話

まざまなタイプの人たちと団体をプ

ですが、実際は日本社会や日本人

が生まれる空間の価値を過小評価す

ロジェクトへ巻き込むやり方がうまい

についてほとんど何も知らない状態

るべきではないと思います。

なと感心しました。ゲストと参加者を

でした。このある意味クラッシュコー

エストニアにいる親戚を定期的に

ホストとして見事に迎え入れるだけ

スのような滞在のお陰で、日本の社

訪れているのですが、そのなかで

でなく、プログラムの細部にまで目

会、政府、メディア、政治、そして

「Arvamusfestival（ オ ピ ニ オ ン・

を行き渡らせ、全体をまとめ上げる

市民社会の構造と機能が良く理解で

フェスティバル）
」というすばらしい

力を持っています。

きたと思います。そしてそれぞれの

フェスティバルが毎夏、エストニア

構造の中にいる人たちでの、開かれ

の田舎で開催されていることを知りま

た議論を行うことが非常に難しい国

した。ここにはさまざまなバックグラ

4

偏った見方になり申し訳ないです

Name

が、それはもちろん私自身が携わっ

であり、公開議論などは形式的で、

ウンドを持つ人たちが、討論、フォー

2

Name of your organization

たプログラム（７月に行われたモデ

厳格な管理のものと行われているこ

ラム、ワークショップに参加するた

3

What was your overall impression of the 2019
nl/minato project and our project members?

レーションのワークショップ）です。

とも理解しました。しかし同時に、ポ

めに一堂に会します。nl/minato の

シバウラハウスに招聘いただき、30

リシー・メイキングから家庭、仕事、

プロジェクトとして、このようなフェ

人以上ものやる気に満ち溢れる参加

雇用、福祉などの日常レベルのこと

スティバルを東京で開催するのはど

1

4

5

In your opinion what was the most impressive activity
or event that was organized as part of the program?
(Please explain why)
What kind of opportunities did 2019’s project provide you,
and how did you engage with these opportunities?

6

Was there anything you discovered that you didn’t
anticipate before coming to Japan?

7

How do you think your experience in the project will
affect your future thoughts and activities?
In what way has this program influenced you?

After reflecting on your participation in nl/minato,
can you think of any ways that you could have had
a deeper involvement with the project?
Including preparation time, contents, planning etc.
8

9

We are planning to continue the nl/minato project.
What do you expect from our program,
and do you have any advice for our future direction?

者に向けたトレーニングが実施でき

まで、さまざまな問題を市民レベル

うでしょうか？ シバウラハウスが長

たことはすばらしい経験となりまし

で議論し、そこへの参画を促すため

年力を入れてきた、開かれた議論の

た。ここでは 2 日間にわたり、話合

のさまざまな試みが草の根であるこ

文化を啓発することもできますし、ま

いの場におけるモデレーターのさま

とを知り嬉しく思いました。

たさまざまなパートナーとの協働や、
いろいろな会場の使用も考えられま

ざまな役割について探っていきまし
た。また濃密なプログラムでの時間
以外でも、シバウラハウス近隣で美

前の質問でも回答してますが、日

す。時間割のしっかりしたフェスティ

本での経験から、モデレーションと

バルを行う利点は、シバウラハウス

7

味しいお昼ご飯を食べたり、クロー

公開討論・議論へのジレンマに関す

のブランドをより魅力的にするという

ジング・パーティを開いていただい

る本を現在進行形で書いています。

ことだけでなく、参加者が自発的に

たりと、社交の場でもすばらしいひ

また日本でモデレーションの教育の

興味のあるプログラムを選択するこ

と時を過ごすことができました。こう

可能性に気付いたことをきっかけに、

とを可能とします。そしてもちろん、

した機会を通じて、講師として参加

来年は世界中のモデレーターをバッ

フェスティバルで行われる議論には、

者をより理解し、そしてそこでの会

クアップするための国際的なネット

モデレーション・ワークショップの参

話を通して彼ら彼女らの意欲や、日

ワークの設立を考えています。アイ

加者に司会を頼むこともできると思

本社会における公開討論へのジレン

ディアとしてはまだまだ初期段階で

います。

マ、参加状況、モデレーションに関

すが、日本でワークショップを行い、

して知ることができました。

そこに多くのさまざまな人たちがわ
ざわざ参加してくれたことから、この

まず、今までの人生の中で一番

ようなネットワークに可能性とニーズ

遠く、そして一番大きな都市である

があると自負しています。事前準備

5

東京を初めて訪れる機会をいただき

の一環として、昨年は米国、アイス

ました。そしてこの滞在で、モデレー

ランド、バルト三国、モロッコなどに

ションとその教育の可能性を、オラ

おける公開議論とモデレーターの役

ンダから遠く離れた日本で見出せた

割について学ぶ機会がありました。

ことは非常にすばらしいことだと感じ
ています。ときには大きな、しかしそ

8

正直に言って、思いつかないで

のほとんどは小さく、捉えにくい文

す。プログラムもそしてイベント周り

化的差異が、会話や会議の流れに

の状況も非常にすばらしく、120％

及ぼす影響を理解できたことが自信

の力をもってワークショップを行うこ

に繋がりました。そして日本に招聘

とができました。計画通りの運びと

され、そこでトレーニングをしたこと

なり、イベントの 1 週間前にミーティ

がきっかけで、モデレーションに関

ングを行えたことで、参加者を踏ま

するちょっとした冊子を書くに至りま

えたワークショップの準備ができまし

した。この冊子はそもそも東京の参

た。絶対日本に戻ってきます！

加者に向けたものでしたが、帰国後、
私自身のヨーロッパのネットワークで
も配布しています。現在、冊子のフォ
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それでも 2019 年度の nl/minato プ

今年のnl/minato、
あるいは参加したイベントのなかで

最も印象に残っていることは何ですか。
6

Feedbacks

9

継続されるとのこと、嬉しく思い

ますが、モデレーションの技術を身

1

Bart Cosijn

2

Bart Cosijn Moderation

3 Although my perspective is
limited, as I only participated in
one of the programs, I have a very
positive impression of the 2019 nl/
minato project. For at least two
reasons: the themes were diverse
and touched upon actual themes
in society. And the team is very
dedicated to the project. It was
inspiring for me to see how they
worked with so much dedication
and passion. I am impressed how
they manage to get such a wide
range of people and organisations
involved. The team members
were great hosts to their guests
and participants, and have an
outstanding eye for bringing all the
details of a program together.
4

With apologies for my bias,

this was of course the program
I participated in myself: the
Moderation workshop in July. It
was a great experience for me to
be invited to give this training in
SHIBAURA HOUSE, with over 30
very motivated participants. For
two days we worked on many
aspects of the role of discussion
moderator. Besides the intense
program I enjoyed the social
setting a lot: having nice lunches
in the neighbourhood and a
wonderful closing party at the end.
This gave me a chance as a teacher
to get to know the participants
better and have conversations
about their motivations and about
dilemma’s around public debate,
participation and moderation in the
Japanese society.
First, it provided me with the
possibility to visit Japan for the
first time. The farthest away in
my life, and to the biggest city
I’ve ever been. But what has
been most valuable for me was
the opportunity to discover
the potentials for moderation
and teaching about it, in the
Japanese society, which is so
different from where I come
from in the Netherlands, Europe.
The change to understanding
cultural differences, some big,
but many small and subtle, and
how they influence the course
of conversations and meetings,
means a lot to me. Finally, the
invitation to come and teach
inspired me to write a little
booklet on moderation. I wrote
this primarily for the participants
in Tokyo, but back home I could
als distribute the publication in
my network in Europe. At the
moment I am working on a more
extended book on moderations,
as a follow up. Without my trip to
Japan, I would not have gained the
confidence to write it.
5

6 Many things. The team put a
great effort in organising many
meetings, in the days prior to my
workshop. This was a gift to me. I
had a change to talk to journalists,
civil servants, teachers, professors,
non-profit organizers, consultants,
artists and many more. Besides
a few people from Japan I could
meet at home, I know very little
about the Japanese society and
its people. But with this crash
course I got a better understanding
of social, governmental, media,
political and civil society structures
function in Japan. On the one
hand, it is a country where it is very
difficult to have open discussions
between people operating in these
structures; public dialogue is rather
formal and strictly organized. At
the same time I was happy to hear
about a range of local initiatives to
open up discussions and stimulate
participation around policy making
and practical needs in people’s
daily lives, like housing, work,
employment, welfare etc.

As I said, I am writing a
book on discussion moderation
and dilemma’s around public
dialogue and debate, inspired and
stimulated by my experiences in

Japan. Discovering the potentials
for teaching moderation in Japan,
I am also considering to build an
international network to empower
moderators from different parts
of the world, in the coming years.
This idea is in an initial stage, still,
giving this workshop in Japan and
discovering that so many people
from very different backgrounds
made time to take part, has
given me confidence that there
is potential (and need) for such
a network. Over the last years I
also had the opportunity to learn
about public discourse and the
role of moderation in countries
in North-America, North-Africa,
and Europe, like the US, Iceland,
Baltics, and Morocco.
8 To be honest, no. The program,
and the conditions around my
workshop were so good that I
could deliver my workshop to the
best of my abilities. The planning
worked out very well: the meetings
in the week before my workshop
gave me a change to learn a lot and
prepare me well for working with
the participants. I’ll definitely come
back!
9 Great to hear that you will
continue. First, I am curious how
the participants of my workshop
will continue with their ambitions
to moderate. As the tradition of
public discussions is still very
young in Japan, I hope they are
able to help expanding it, step
by step. And my hope is that
governments, politicians, company
bosses and others start opening
up for the idea of independently
moderated and equal discussions.
It does not always have to be the
highest in rank, who should run
the meeting or seminar. Not all the
speeches for a conference have to
be pre-defined. And the value of
spaces to gather and talk, such as
SHIBAURA HOUSE, should not be
underestimated.
As I regularly travel to my family in
law in Estonia, I have learned about
a great festival there, it is called
‘Arvamusfestival’ meaning ‘Opinion
Festival’. It is held every summer in
the middle of the country. People
from many different backgrounds
come together for a great program
of discussions, forums and
workshops.
Maybe such a festival would be
interesting to set up in Tokyo, as
part of the nl/minato project. It
could further stimulate a culture
of open discussions, as you have
already been working on for
many years. It could be organized
together with different partners,
at a variety of venues. The surplus
of organising it concentrated in
time, might be that you can brand
it well, and provide participants a
inspiring program to choose from.
And of course the discussions in
the festival can be facilitated by
the participants in the moderation
workshop!

7

1

リチャード・ファン・デル・ラー

ケン

2

3

What Design Can Do
すばらしい経験でした。イベント

に参加された皆さんはやる気に満ち
溢れ、柔軟な考え方で臨んでいたこ
とがよく分かりました。また滞在中
に多くのおもしろい人たちに出会い、
そしてシバウラハウス とその運営に
携わる皆さんも最高でした。
4

シバウラハウスそのものに感銘を

受けました。建物はもちろん、その
意義、柔軟さ、そして包括的な態度
が大変すばらしいと感じました。
5

今回の滞在で多くのおもしろい人

たちに出会い、WDCD のイベント
で登壇できそうな人たちや、そして
なにより WDCD チャレンジ・プログ
ラムのパートナーであるシバウラハ
ウスとすばらしいつながりをつくるこ
とが出来ました。
6

それはもうたくさんあります。日

Potential speakers for WDCD
events and more important,
SHIBAURA HOUSE as a partner in
our WDCD challenge program.
A lot. :-) In general; the
Japanese people I met were so
kind! I felt very welcome. That
was truly remarkable and very
much carried and supported by
SHIBAURA HOUSE.
6

7 I fell in love with Japan, Tokyo,
Kyoto and SHIBAURA HOUSE! So
I really want to continue and build
on collaborations with SHIBAURA
HOUSE and other partners in
Japan.

My only critical remark would
be the very dense program. I met a
lot of people, so the danger is that
at a certain moment one cannot
digest that anymore. A few breaks
would have been nice. :-)
8

9 Keep up the good work.
Focus on the issues of today
and tomorrow. Climate, Waste,
Gender, Equality etc. But you are
already doing that.

6

できるだけ柔軟な態度であること

を常に心掛けています。というのも、
これが一番学びが大きいからです。
見た目も文化も異なる私たちです
が、私たちが考えているよりも共通点
が多いということを再認識しました。
7

新たな視点を学んだことで、より

心が豊かになり、視野が広がったと
思います。おかげで、西欧出身の
白人男性で、ある程度の収入がり、
満ち足りている人間であるという特
権的な自分に気付き、それにより私
の可能性、知識、思考に豊かな彩り
がもたらされたと思います。
8

東京での時間を可能な限り最大

限有効活用できたと思ってます。こ
の 1 週間で、1 日 2 回のセッション
で 計 15 人と Happyplaces のイン
タビューをし、美味しいものを食べ、
プロジェクト・メンバーそれぞれと
会話を楽しみ、日課とした超早朝散
歩（1 週間で 235 キロ）で街を散

本の人たちは本当に親切で、温かく

策しました。協働で何かをつくったり、

迎え入れてくれました。シバウラハ

東京だけではなく日本を見ることを

ウスの皆さんのお陰で、本当にすば
らしい経験をさせて頂きました。
7

東京、京都、日本、そしてシバ

ウラハウスに恋をしたと言ってもい
いかもしれません。シバウラハウス、
そして日本のその他のパートナーと
継続的なコラボレーションができれ
ばと願っています。
8

厳しめなコメントがあるとすれば

一点だけ、濃密すぎるプログラムで
す。イベントを通して大変多くの人
たちに会いましたが、どこかのタイミ
ングで詰め込み過ぎになり、消化し
きれなくなる可能性があると感じた
ので、何回か休みを入れたほうがよ
かったと思います。:-)
9

もう既に実践されているのは知っ

ていますが、私たちの日常を取り巻
く環境、ゴミ、ジェンダー、平等な
どの問題にフォーカスしつつ、これ
からもこのすばらしいプログラムが
継続されることを願っています。

マルセル・カンプマン

考えると、3 週間の滞在が理想的で

2

Happykamping

難い経験だと思っています。

3

プロジェクトの運営及びその実現

1

に向けて尽力くださったプロジェク
ト・メンバーの皆さんに非常に感銘
を受けました。また皆さんは今、世
界で何が起きていて、日本の状況を
より良くするために、どのような変化
が必要なのかをよく理解しているとい
う印象を受けました。
4

いくつか思いつきますが、イン

パクト創出や Happyplaces に関す
るオフィシャルなイベントのようなも
のから、プロジェクト・メンバーや

Happyplaces のインタビューに手配
頂いたすばらしい人たちとのとめど

2

What Design Can Do

It was a great experience.
Everybody was very engaged
and open minded. I met a lot of
interesting people and I loved
SHIBAURA HOUSE and the people
who run it.
3

4 In general I am impressed by
SHIBAURA HOUSE. The building,
the mission, the open and inclusive
attitude I appreciate very much.
5 I met a lot of interesting people
and made great connections.

この件に関しては、東京に滞在

てきました。オランダと港区（東京）
との間では、まだまだ学びと交流の
機会があると思います。ひょっとする
と、アーティスト、デザイナーまたは
企業向けのレジデンスとすることで、
単なる知識の交換を越えたものにな
るかもしれません。つながりとは協
働すること、要するに向かい合って
ではなく、隣り合って座ることで現
れるものです。これを一時的なもの
でなく、継続的なつながりとして実
現するためにお手伝いができればと
思っています。

とができました。見知らぬ場所を訪
れるときはいつも、できるだけ先入
観や偏見なく、柔軟な態度であるこ
とを心がけており、今回のプロジェ
クトを通した出会いや体験から、新
面やその文化をより理解することが

Richard van der Laken

9

していた時点からいろいろと話をし

ない会話まで、心の底から楽しむこ

たな視点を学び、日本、東京の一
1

すが、今回の滞在は何ものにも代え

できたと思っています。
5

これに関してはしっかりとひとつ

前の質問で回答したつもりなので、
それを参照してください。このプロ
ジェクトで出会った人たちとは、未
だに時折連絡を取り合ってますし、
機が熟せば、物事は自発的に現れる
と思っているので、そんなに焦って
いないのが正直なところです。もち
ろんもっと頻繁に日本を訪れて、変
化を起こすお手伝いが出来ればとは
思っています。

1

Marcel Kampman

2

Happykamping

3 I’m very much impressed with
what the team is organising and
helps to make happen. I feel that
they very much understand what is
happening in the world and what
is locally required to cause change
for the better.
4 This question to me has several
answers. I thoroughly enjoyed
the formal sessions, whether it
was the session around how to
create impact, or the session
around Happyplaces or the
informal conversations or the
endless conversations with
separate team members and the
beautiful people the managed
to organize to be interviewed for
Happyplaces. I always to try go
to new places unbiased, open
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About SHIBAURA HOUSE

オランダ王国大使館
Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Q1 nl/minato ではオランダの政府が重点をおいているキーワードであ
る「人権」や「共生社会」について活動してきました。社会情勢も含め、
and without judgement and all
these encounters and experiences
trill helped me to learn new
perspectives and to get a better
understanding of a slice of Tokyo
and Japan and its culture.
5 See above :) I enthusiastically
already answered this I think. I still
have occasional contact with most
people I met while being there.
I’m in no rush — things will always
manifest themselves when the
universe wants them to happen.
Love to go back, frequently and als
to help to create change.

Well, I always go in as open as
I can be. That is when you learn the
most. I think I again learned that
even though we all look different
and have our cultural differences,
we have more in common than we
think.
6

上記のテーマに対して、3 年を経てどのような変化を感じますか？

A1 この 3 年間で、地方自治体における同性パートナーシップ証明制度

んの社会意識のより一層の啓発に役立っていることを確信しています。

A1 We see budding social changes in Japan and the rate is
accelerating in the run-up to the Olympics and Paralympics.
For example. the number of municipalities issuing partnership
certificates recognizing same-sex relationships has increased, and
there is more attention to a barrier-free society for people with
physical and intellectual impairments. In addition, Japan has also
started to charge for plastic bags at shops, which is a concrete
example of raising environmental awareness.
As the projects of nl/minato fit to all these new challenges that
Japanese society is facing at this moment, we are sure that the best
practices of the Netherlands introduced through your activities will
boost the social awareness of Japanese citizens even more.

Q2 nl/minato の今までの活動全体や市民活動への印象を教えてくだ

Q2 Share us your impression on the activities as a whole and the
citizen participation aspects so far in the nl/minato project.

の始動や、身体及び知的障害を抱えた人たちのためのバリアフリー社
会への意識の向上、また環境問題の啓発として、コンビニ等でのレジ
袋有料化が具体的に実施されるなど、日本における社会変化の芽生え
を感じつつ、それがオリンピックやパラリンピックに向けてよりいっそう
勢いを増してきていると思います。
そして nl/minato は日本社会が今日直面している、これら昨今の社会問
題を考えるのにうってつけのプラットフォームであり、その活動を通して
これまで紹介いただいたオランダのベスト・プラクティスが、日本の皆さ

さい。

A2 まず、老若男女を引きつけるイベントを企画してくださっている、シ
バウラハウスの皆さんのプロとしての仕事ぶりに敬意を表したいと思い
ます。そして継続的にイベントに参加くださっている人たちの多さから、

It added new perspectives,
made me richer and more able to
see from new perspectives.
I understand that I am a WesternEuropean white male with a certain
level of wealth and wellbeing
— my visit added a lot of new
colors in possibilities, knowledge
and considerations.

「共生社会」への関心とその実現に向けた意気込みが伺えます。市民

Well, I think I squeezed the
maximum out of my available time
in Tokyo. Two sessions, being
able to talk to about 15 people
for Happyplaces, experience the
cuisine and great conversations
with separate team members,
seeing a lot of the city in my daily
really-early-morning walks (235km
in a week). Three week more would
be great — to have more time to
co-create, to also see a it more
of the country — but I’m grateful
for the time that I had while being
there.

Q3 日本とオランダの歴史的／文化的／政治的背景が違うなかで、両

7

8

I think we discussed a lot about
this topic already in Tokyo. I think
that there is a lot to learn and
exchange between NL and Minato
(Tokyo) — I feel that it would be
interesting to maybe have more
artists, designers, companies in
residence so it also leads to output
beyond knowledge exchange.
Connection comes through
working together, sitting side by
side and not across each other.
I would like to help you with
making this happen — and to
establish a continuous connection
beyond the occasional moments.

Q1 nl/minato has been centering its activity around human rights
and social inclusivity, topics about which the Dutch government
endeavors to exchange about with Japan. How do you see the
changes over the three years including the social situations and
themes mentioned above?

参加は nl/minato にとって非常に重要な要素であり、そのより一層の拡
大を願っています。また日本では難しいとされる、参加者との積極的な
交流に力を注いでいる点もシバウラハウスの仕事の特筆すべき点です。
一方で、芝浦近隣住民及び港区在住の人たちに nl/minato をより一層
認知していただくべく、オランダ大使館とシバウラハウスは共により一
層の努力が必要と感じております。

国の「違い」についてどのように認識していますか？

A3 社会的包摂の点から考えると、2001 年に導入された同性婚や、パ
ラスポーツの事例からもわかるように、オランダは新しい政策の施行に
おいてはパイオニアです。一方で日本はその保守的な社会構造から、
新しい政策の導入に比較的時間がかかっていると見受けられることもあ
りますが、同性パートナーシップ証明制度の事例からもわかるように、
昨今の社会問題に向けた準備が徐々に整ってきているとも感じます。オ
ランダ大使館としては今後も継続して、オランダのベスト・プラクティス
を紹介することで、日本国内における議論の活性化に貢献できればと
思っています。

9

Q4 もし、nl/minato の経験が大使館の活動に活かせるとしたら、それ
はどんな形で反映できると思いますか？

A4 オランダ大使館は日本における共生社会の啓発、およびオランダと
いう国とその国を象徴する価値観のより一層の理解に取り組んでおり、
その活動を紹介すべく nl/minato のアーカイブ冊子をゲストに配布して
います。このアーカイブ冊子は日本語で書かれており、オランダのイニ
シアチブと先進的な共生社会の一面を紹介するのに、非常に効果的な
ものだと思います。また、この冊子は nl/minato に参加した日本人参
加者の目線で書かれており、オランダの取り組みに精通していない読者
にとっても分かりやすいものであり、さらにオランダ視点である我々の
政策や声明が、nl/minato のプログラムおよびその登壇者の言葉を通
して日本的に読み解かれていることで、より説得力の高いものになって
いるのです。

Q5 今後、大使館として「人権」や「共生社会」に対してどのようなアクショ
ンを起こしていきたいと考えているか、可能な範囲で教えてください。

A5 在東京オランダ王国大使館は今後も継続して、日本とオランダの両
国間における人権及びより一層の共生社会の実現に向けたアプローチ
に関する対話を促していきます。弊大使館は日本だけでなくオランダも
含め、
（男女）平等の問題に対しより一層の努力が必要と考え、LGBTI
関連のイベントに積極的に参加し、その活動を我々のソーシャル・メディ
ア・チャンネルを通して共有することで、その重要性を啓発しサポート
していく所存です。我々はこれからも、日本国内でこれら課題に取り組
む市民社会団体に開かれた大使館であり続けます。

A2 First of all, we appreciate the professional way of SHIBAURA
HOUSE in creating events that attract people with a wide variety of
background and age. We noticed there are quite a few participants
who join the events on a recurring basis. This shows the interest and
willingness to work towards an “inclusive society”. As participation
of citizens is crucial, we hope also broaden it. Additionally, we
value SHIBAURA HOUSE’s emphasis on promoting interaction:
participants are actively taking part in the events and interaction,
which can be a challenge in Japan. On the other hand, both the
embassy as well as SHIBAURA HOUSE recognize that there is room
to increase the awareness of nl/minato among the residents of
Shibaura and the population of Minato-ku.
Q3 How do you recognize the ‘difference’ between our two
countries, since Japan and the Netherlands have different
historical/cultural/political backgrounds.
A3 From the perspective of social inclusiveness, the Netherlands
is pioneering when it comes to introducing new policies, as you
can see in the innovative policies such as the same-sex marriage
introduced in 2001, and the level of sport opportunities for people
with impairments. Japan sometimes seen as a conservative society
and it takes time to implement new policies. Nevertheless, as you
can recognize with the partnership certicates aimed at same-sex
couples, Japan is also warming up to new societal “challenges”.
Therefore, the Dutch Embassy would like to continue introducing the
best practices of the Netherlands to Japan to stimulate the debate.
Q4 If there is a way for the embassy to make use of the nl/minato
activities and experiences, in what kinds of shape and form could
it be reflected?
A4 The Embassy distributes the archives of nl/minato to our guests
to introduce our efforts to promote inclusive society in Japan
and create a better understanding of our country and the values it
stands for. The archives are a very efficient way to introduce Dutch
initiatives and aspects of a more inclusive society, because the
articles are written in Japanese. Furthermore, the information in
the archives are seen through the eyes of the Japanese participants
which makes it easier to understand for the Japanese audience.
Our policy papers and statements are all written from a Dutch
point of view. The Japanese interpretation of the information that
is conveyed by the speakers and the program of nl/minato is what
makes it very convincing material.
Q5 Would the embassy be interested in making some practical
action in relation to human rights and inclusive society in the
future? If so, what kind of action would that be?
A5 The Dutch Embassy in Tokyo remains dedicated to promoting the
dialogue between Japan and the Netherlands about human rights
and different approaches to a more inclusive society. The Embassy
will step up its efforts to increase awareness about the importance
of (gender) equality as this is an issue in which both Japan and the
Netherlands can do better. We will also continue promoting activities
through our social media channels and actively attending in various
LGBTI-related events. We are open to supporting civil society
organisations that want to promote debate on these issues in Japan.

2011 年、広告製版社（現在：株式会社
SHIBAURA HOUSE）は社屋の建て替え
を機に、オフィスとしてだけではなく、地
域の人々も一緒に利用できる家のような空
間、SHIBAURA HOUSE をつくりました。
芝浦にある、ひとつの家というコンセプト
です。SHIBAURA HOUSE は、近くに暮
らす子どもやその親をはじめ、会社員、そ
して海外からのゲストも集まるコミュニ
ティスペースとして運営しています。料理
や英会話のクラスから、海外のゲストを招
いたレクチャーまで、年間に 100 回をこ
える文化的プログラムを実施しています。
さらに 1F は誰でも無料で出入りができる
公園のような場として開放。ランチタイム
には会社員や近所の人々で賑わう光景をみ
ることができます。

SHIBAURA HOUSE は日々の運営テーマ
を、ローカル（友人のような関係をつくる
コミュニティ）とグローバル（海外とのク
リエイティブカルチャーのハブ）
といった、
ふたつの領域で設定しています。オフィス
街と新しいマンションが混在する芝浦で、
企業で働く会社員と、生活の場とする住民
がお互いに気軽に知り合えるような機会と
して大小さまざまなイベントを開催し、地
域との関わりをつくる一方で、海外のグ
ループや文化施設、
大使館と連携しながら、
海外の人々を招聘。ワークショップやレジ
デンスといったプログラムを用意し、彼ら
の活動を広く伝えています。
また世界で活躍する建築家・妹島和世氏が
手がけた SHIBAURA HOUSE の外観は
きわめて強いメッセージを放っています。
全部で 7 つある階層は透き通るようなガ
ラス張り。内部の活動が外から見えるよう
にデザインされています。誰でも無料で
利用できる 1F はガラス 1 枚で仕切られ、
街に溶け込むような「リビング」
。ここは
テーブルとイスが設置された公園のような
場所。2F と 3F は大きなテラスによって
立体的に繋がる「ラウンジ」で、落ち着い
て勉強や仕事ができるスペースです。4F
はデザインや印刷物を手がけるスタッフが
揃う「ワークスペース」
。最上階はさまざ
まなイベントが開かれる「バードルーム」
。
各階は大胆なスキップフロアで連続的につ
ながっており、空間全体の一体感が表現さ
れています。
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