




はじめに　震災から 3年目を迎えて
〜調査・研究から具体的な支援・受援へ〜

文化芸術による復興推進コンソーシアム 運営委員長

本杉 省三

　東日本大震災から 3 年が経過しました。

　その間、復興再生のための行政機関によるまちづくりが進められると共に、様々

な企業やボランティア団体等から被災地へ支援の手が差し伸べられてきました。と

はいえ、被災された方々の心や生活は、健康への不安やふるさとに帰れない苦しさ

など、今なお完全な再建には遠い状況にあります。

　文化芸術による復興推進コンソーシアムは、文化芸術には人々の心を潤し、生き

る力を呼び起こす作用があると確信し、中長期にわたる継続的な支援が必要である

という考えの基に事業を進めてきました。震災発生からの 2 年間（平成 23 年度、

24 年度）については、何より現地の状況把握と文化芸術による復興推進に係わる

団体やキーパーソンのネットワークづくりに注力し、本年度（平成 25 年度）は、

過去 2 年の蓄積を踏まえ、より具体的な復興推進活動を進めてまいりました。

　本報告書は、平成 25 年度の事業報告として、今年度実施した具体的な復興推進

活動を取りまとめたものです。

　「平成 25 年度の事業概要」では、平成 24 年度に行った調査研究等をふまえた今

年度の事業計画と、コンソーシアムの運営のための組織として年に 3 回開催される

運営委員会の開催状況と事業全体の概況について掲載しております。

　「事業 1　被災地とのネットワークづくり」では、現地のニーズ把握や様々な活

動主体との繋がりを強化するために設置した東北事務所とエグゼクティヴ・コー

ディネーターの活動状況について報告を行っています。

　「事業 2　支援と受援の協働に向けての検討会の実施」では、実効性のある取組

に繋げるためには、支援を受ける側＝『受援』側の主体性も大切であり、双方が対

等の立場で協力してはじめて本物の支援が成り立つという理念の下に、その具体的

なあり方を検討した「支援・受援ネットワーク会議」とそのフォローアップのため

の検討会の活動及び検討内容について報告を行っています。ここでのポイントは、

「地域の芸能の再生」、「子どもの育成」、そして「被災地における新たな文化芸術の

創造」です。このように地域を主役にする文化芸術活動の活性化こそが、本当の意

味での、被災地の文化芸術による復興推進に繋がる活動になりうると私たちは考え

ています。



　「事業 3　マッチング事業」では、実際に支援と受援側を繋ぎ、具体的な復興推

進活動を実現していくための相談・調整等の事業についての成果を報告しています。

こうした具体的な復興推進活動は、その数も二桁にのぼり、平成 26 年度以降のコ

ンソーシアムの趣旨に合致した具体的な取組の実施に向けて有効なテストケースと

なっています。

　「事業 4　復興推進に係わる情報発信」では、文化芸術による復興推進コンソー

シアムが支援・受援の関係者、さらには広く社会一般に向けてインターネットを利

用して行ってきた情報発信活動についてその内容の報告を行っています。文化芸術

による復興推進活動は、決して一部の関係者のみで実施できるものではありません。

社会への幅広い情報発信も、また、復興を進めるための欠かせない活動です。

　最後に「これからの復興に向けて」では、復興への長い道のりの中で、当コンソー

シアムとしては具体的な目標を設定し、そこを目標に活動を確実に積み上げていき

たいと考えております。そうした考えの下、当面は震災後 5 年をひとつの節目とし

て取り組んでまいります。

　私たちコンソーシアムのメンバーは、文化芸術を通じた被災地支援に全身全霊を

注いで取組まれている皆様や地道な活動を行っている皆様に敬意と感謝の気持ちを

感じながら、できる限りの協働を通じて、少しでも復興推進の一助となり得たいと

願っております。
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　本章では、文化芸術による復興推進コンソーシアムの本年度事業（「文化芸術に

よる「心の復興」事業」に必要な連携協力体制の構築業務のための委託事業）の概

要及びその管理・運営について記述する。

1. これまでの経緯

　文化芸術による復興推進コンソーシアム（以降、コンソーシアム）は、平成 25

年度で、活動 3 年目を迎える。平成 23 年度に発足して以来、コンソーシアムでは、

「つどう」「つなぐ」「つたえる」「しらべる」「つづける」を柱として、これまで

は主に次の領域で活動を行った。

▼文化芸術による復興推進に協働していただける賛同団体・個人のネットワーク化

　設立シンポジウムを皮切りにウェブサイトその他で、継続的に賛同していた

だける団体・個人を募集。賛同者の数は、平成 26 年 3 月 11 日現在で賛同団体

数 222、個人 88 の計 310 にのぼっている。

賛同登録の内訳

人数

個
人

個人（芸術系） 59

個人（その他） 29

合計 88

団体数

団
体

芸術系団体 144

行政機関（文化施設含む） 25

芸術系企業 28

その他企業 14

芸術系大学 5

その他団体 4

助成団体 2

合計 222

▼文化芸術による復興推進のあり方に関する調査・研究

　被災地においてどのような文化芸術による復興の試みが行われて、どのよう

な課題と進むべき方向性があるのかについて検討した。詳細は平成 23 年度、

24 年度の事業報告書 / 調査研究報告書を参照。

事業概要

第1章　事業概要

第1章
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2. 平成 25 年度の事業概要

　今年度は、上記の実績を踏まえ、より具体的なニーズを拾い、個別の文化芸術

による復興推進活動の実施に繋がる成果をあげていくことが求められた。

①コンソーシアムの管理・運営

　運営委員会及び事務局スタッフによるコンソーシアム活動の企画・運営管

理（本章での報告内容）。

②被災地における復興推進活動に関する情報収集

　平成 23 年度より継続している情報収集・リサーチの継続。

③復興推進活動に関する情報の発信

　ウェブサイト、Facebook、Twitter、メールマガジンによる被災地の復興

推進活動に関する情報の発信（「5 章　復興推進に係わる情報発信」の章で

詳述）。

④被災地の文化芸術活動に関する要望と助成等のマッチング

　マッチングのあり方を検討する「支援・受援ネットワーク会議」の開催と、

個別テーマに関するフォローアップのための検討会の開催（「3 章　支援と受

援の協働に向けての検討会の実施」の章で詳述）及び具体的な被災地側の要

望と助成等のマッチングの活動の実施（「4 章　マッチング事業」で詳述）。

⑤被災地における文化芸術の拠点形成等の支援の実施

　被災地における情報提供、助言、各種協力を行っていくための復興推進員

の委嘱と、コンソーシアム東北事務所の設置（「2 章　被災地とのネットワー

クづくり」で詳述）。

⑥コンソーシアムの活動を支える財政基盤の確立に向けた取組

　コンソーシアムが活動する上で必要な財源確保の検討（本章の報告内容）。

⑦その他業務の趣旨に必要な情報

　関連事業への共催、後援、協力、参画等（「4 章　マッチング事業」で詳述）。

　この事業計画に基づき、本年度は、復興推進に係わる個別事業を行うと共に、

その管理・運営のため運営委員会を 3 回、事務局会議を 11 回、財政基盤確立検

討会議を 1 回開催した。

1）コンソーシアムの管理・運営

　事業実施にあたっては、全体の管理・運営のため、運営委員 9 名と参与出席

による運営委員会を 3 回開催し、事業計画書に基づく各事業実施を監督した。

　各運営委員会の議事のポイントは以下の通りである。

1.これまでの経緯／2.平成25年度の事業概要
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第 1 回「文化芸術による復興推進コンソーシアム」運営委員会

（平成 25 年 7 月 5 日）

　平成 24 年度の事業報告に続き、平成 25 年度の事業計画の報告と議論を実

施。事業計画については、全体事業計画と、東北事務所の設置要綱、エグゼ

クティヴ・コーディネーターの設置要項の議論が実施されると共に、マッチ

ング活動についての現状の説明等が行われた。

（詳細は第 1 回運営委員会議事要旨を参照）

第 2 回「文化芸術による復興推進コンソーシアム」運営委員会

（平成 25 年 11 月 15 日）

　事業報告として、まず支援・受援ネットワーク会議の開催報告を行う（詳

細 3 章）。ついで復興推進活動の仲介の依頼や相談の報告と議論が行われた。

（詳細 4 章）

　ついで今後の運営について、支援・受援ネットワーク会議での議題を掘り

下げたプロジェクト会議の実施の必要性、マッチングの今後の方向性、メー

ルマガジンやウェブサイトによる情報発信のあり方について議論を実施する

と共に、コンソーシアム自体の活動について、震災後 5 年をひとつの目処と

して明確な成果をあげていくことが必要という意識の共有が行われた。

（詳細は第 2 回運営委員会議事要旨を参照）

第 3 回「文化芸術による復興推進コンソーシアム」運営委員会

（平成 26 年 2 月 19 日）

　事業報告として、まずプロジェクト会議の開催報告を実施。（詳細 3 章）

ついで具体的な相談内容の報告と議論が行われた。（詳細 4 章）

　ついでコンソーシアム活動の今後について、より現地との関係性を強化し

ていくことを目的に、東北事務所の役割の拡大及び運営委員会への被災地代

表の方々の参画確保を行っていくべきという議論が行われた。

（詳細は第 3 回運営委員会議事要旨を参照）
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文化芸術による復興推進コンソーシアム運営委員名簿資料1- ❶

資料1- ❷

（50 音順）

顧問

氏　名 所属等

近藤　誠一
（平成 25 年 7 月 7 日まで）

文化庁長官
青柳　正規

（平成 25 年 7 月 8 日から）

都倉　俊一 一般社団法人 日本音楽著作権協会 会長

野村　　萬 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会 会長

日枝　　久 公益社団法人 全国公立文化施設協会 会長

福原　義春 公益社団法人 企業メセナ協議会 会長

宮田　亮平 東京藝術大学長

茂木　七左衞門 独立行政法人 日本芸術文化振興会 理事長

参与

氏　名 所属等

川端　和明 文化庁 文化部長

文化芸術による復興推進コンソーシアム顧問・参与名簿

（平成 25 年 4 月 1 日現在）

（副委員長以下 50 音順）

役　職 氏　名 所属等

委員長 本杉　省三 日本大学 理工学部建築学科 教授

副委員長 小松　弥生 全国美術館会議 事務局長

委　員 荻原　康子 公益社団法人 企業メセナ協議会 事務局長

委　員 関　　裕行 独立行政法人 日本芸術文化振興会 理事

委　員 田澤　祐一 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会 常務理事

委　員 畑中　裕良 東京藝術大学 理事

委　員 半田　昌之 公益財団法人 日本博物館協会 専務理事

委　員 松本　辰明 公益社団法人 全国公立文化施設協会 専務理事

委　員 渡辺　　聡 一般社団法人 日本音楽著作権協会 総務本部副本部長

※任期は平成 24 年 5 月 30 日〜平成 26 年 5 月 31 日まで

2.平成25年度の事業概要
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文化芸術による復興推進コンソーシアム運営委員会議事要旨資料1- ❸

第 1回「文化芸術による復興推進コンソーシアム」運営委員会　議事要旨

1. 日　時　平成 25 年 7 月 5 日（金）　午前 10 時 30 分〜午後 12 時 00 分

2. 会　場　東京文化会館　4 階　中会議室 2
3. 出席者

 運営委員：本杉 省三　委員長

 小松 弥生　副委員長

 荻原 康子　委員（50 音順）

 下田 重敬　委員代理

 田澤 祐一　委員

 畑中 裕良　委員

 増渕 巌　委員代理

 松本 辰明　委員

 渡辺 聡　委員

 参与：川端 和明（文化庁 文化部長）

　その他の出席者：舟橋 徹（文化庁 文化部芸術文化課長）

 北風 幸一（文化庁 文化部芸術文化課文化活動振興室長）

 大澤 隆夫（音楽の力による復興センター・東北）

 渡辺 一雄（文化芸術による復興推進コンソーシアム）

4. 議　事

　（1）会議に先立ち参与及び委員の自己紹介が行われた。

　　・本杉議長より開会の宣言があり、会議に先立ち事務局担当の松本委員から委員現員数 9 名

のところ、半田委員の代理として公益財団法人日本博物館協会の下田事務局長が出席して

いること、関裕行委員の代理として独立行政法人日本芸術文化振興会の増渕総務課長が出

席していること、会議は有効に成立していることの報告があった。

　（2）議題 1　「活動経過報告」について

　　事務局より平成 24 年度「文化芸術による「心の復興」事業」に必要な連携協力体制の構

築のための委託事業の報告が行われた。

　　・本杉運営委員長より各委員の選出母体で行っている活動の中に共催名義を入れていくな

ど、コンソーシアムの活動をより周知していくべきだとの意見が出された。

　　・川端参与より賛同登録についての質問があり、事務局より復興推進に関わりたいと考えて

いる個人及び団体に賛同登録を呼びかけ、各々の活動について情報をお寄せいただき、推

進活動に連携して取り組んでいただく目的で登録をいただいているとの説明が行われた。

　（3）議題 2　「平成 25 年度事業計画」について

　　事務局より「平成 25 年度事業計画」について資料に沿って説明が行われた。引き続き、「東

北事務所の設立」について「東北事務所設置要綱（案）」に沿って説明が行われた。

第1章　事業概要
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　　・小松副委員長より平成 25 年度の事業計画と東北事務所の設置要綱の整合性がとれていな

いとの指摘があり、東北事務所設置要綱にある現地でのマッチングやネットワークづくり

をもっと事業計画の中にも反映させたほうがよいとの意見が出された。これに対し事務局

より本日の意見を踏まえて平成 25 年度の事業計画にも東北事務所の業務内容を反映し修

正するとの回答があった。

　　・川端参与より東北事務所の具体的なイメージについて質問が出された。これに対し大澤氏

より事務所の運営体制等について説明が行われた。

　　・荻原委員より東北事務所とエグゼクティヴ・コーディネーター及び復興推進員についての

整合性がとれていないので、事業計画と東北事務所設置要綱及びエグゼクティヴ・コーディ

ネーター設置要領を整合性がとれるように修正したほうがよいと意見が出された。これに

対し事務局より調整する旨の回答があった。

　　・下田委員代理より東北事務所設置要綱の 2 条にある「人的ネットワークづくり」について

は、非常に大事な項目であり、登録している賛同団体や個人とも協力していく配慮が必要

であるとの意見が出された。

　（4）議題 3　「企業からの連携協力依頼」について

　　・事務局より、これまでの経緯を資料に沿って説明が行われた。

　　・荻原委員より依頼については、コンソーシアムから提案するということなのか、情報を提

供している段階なのか、委託があるのかとの質問が出された。これに対し事務局より支援

の内容についても、企業としての意思決定もされておらず、現在ご提案をしている段階で

あるとの説明が行われた。

　　・小松副委員長より被災地で支援活動をしている運営委員の組織からも情報をいただくべき

との意見が出され、後日改めて、事務局から各委員へ照会をかけることとなった。

　　・荻原委員より GBFund による助成も選択のひとつとしてお知らせいただきたいとの意見

が出された。

　（5）議題 4　「その他」について

　　・事務局より後援名義の使用承認について報告が行われた。

　　・「賛同団体（者）の登録状況」、「ウェブサイトについて」報告が行われた。また、ウェブ

サイトへの外部からの不正アクセスについて、その経過と対応が報告された。

　（6）議題 5　「次回の運営委員会の日程」について

　　・本杉運営委員長より、第 2 回運営委員会は 11 月上旬〜中旬を予定しており、数日の候補

日を挙げ調整するということが確認され、11 月 11 日午前中・12 日・15 日が候補日となった。

以　上

資料1- ❸

2.平成25年度の事業概要
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第 2回「文化芸術による復興推進コンソーシアム」運営委員会　議事要旨

1. 日　時　平成 25 年 11 月 15 日（金）　午後 14 時 30 分〜午後 16 時 00 分

2. 会　場　東京都中小企業会館　8 階　C 会議室

3. 出席者

 運営委員：本杉 省三　委員長

 荻原 康子　委員

 関 裕行　委員

 田澤 祐一　委員

 畑中 裕良　委員

 半田 昌之　委員

 松本 辰明　委員

 渡辺 聡　委員（委員長以下 50 音順）

　その他の出席者：北風 幸一（文化庁 文化部芸術文化課文化活動振興室長）

 大澤 隆夫（音楽の力による復興センター・東北）

4. 議　事

　（1）本杉議長より開会の宣言があり、会議に先立ち事務局担当の松本委員から委員現員数 8 名、

委任状提出委員 1 名となっており、本会議が有効に成立している旨の報告があった。

　（2）議題 1　「コンソーシアムの活動報告」について

　　事務局より、10 月 18 日に開催された「支援・受援ネットワーク会議」について「次第」や「概

要」を基に、3 つのテーマ（「復興と伝統芸能の力」「子どもの未来のために」「被災地から

の創造発信」）に分けて関係者から実績・課題・今後の展望を報告いただき議論を行ったと

の報告がなされた。また、各テーマの中で提起された取組を基に参加者のネットワークづ

くり等を協議する総括会議が行われ、この総括会議の冒頭で、助成団体や企業から取組が

紹介され、引き続き会議のまとめが行われたとの説明があった。さらに参加者から収集し

たアンケートを今年度後半の事業の参考にしていきたいとの報告があった。

　　本杉議長が委員一同に諮ったところ意見・質問は出されなかった。

　（3）議題 2　「現在のニーズと対応状況」について

　　事務局より、資料を基に今年度コンソーシアムに寄せられた文化芸術による復興推進活

動の仲介の依頼や相談の報告と、その対応状況について説明があった。

　　・田澤委員よりニーズに含まれている「福島発信ダンスプロジェクト」については、（公社）

日本芸能実演家団体協議会で協力する意向であるとの報告があった。企業協賛も集めて約

2,000 万円規模の予算で公演を考えており、事業の内容は能楽・日本舞踊・ダンス公演で

出演者も決まっていること、会場は福島・神奈川・東京などで調整しているとの説明があっ

た。

資料1- ❸
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（4）議題 3　「コンソーシアムの今後の活動」について

　　事務局より、コンソーシアムの今後の活動については、具体的な視点を持って要望や取

組を整理し、繋げていく意向であるとの報告がされた。また、各団体の文化芸術による復

興支援の取組に対する情報伝達の手法についてもメールマガジン等を駆使して向上してい

く意向であるとの報告がされた。そして、ネットワーク会議で提案のあった「震災巨大水

彩画」について、復興の重要性をアピールする目的で、東京での展示企画が提案された。

　　・「ネットワーク会議」からまだ具体化されていない議題については、プロジェクトを具体

化するための検討会等を下半期の活動の中で行ってはどうかという意見が出された。

　　・半田委員より（公財）日本博物館協会として、陸前高田市の市立博物館のコレクションの

展示企画を、江戸東京博物館に仲介しているとの報告があった。その中で、来年度も文化

財レスキュー事業による復興支援を紹介する展覧会を予定しているが、この展覧会に「震

災巨大水彩画」を背景にしてセットにすると、見る側にとって立体的に映り効果的ではな

いかという個人的な構想は持っているものの、実現するのは実務的に難しいとの意見が出

された。

　　・荻原委員よりコンソーシアムで「震災巨大水彩画」の企画を東京で開催するのであれば、

強いメッセージを企画に取り入れなければならないとの意見が出された。例えば、この絵

が震災の象徴となるように展示する機会を設けるのであれば、企画が自立する仕組につい

てコンソーシアムとして検討してはどうかとの意見が出された。

　　・荻原委員の発言を受けて、本杉委員長よりコンソーシアムが企画の中心となるのではな

く、別の組織や人が前に出る仕組を検討してはどうかとの提案がされた。

　　・北風室長よりコンソーシアムの事務局には、新しい取組を行うための仕組づくりに携わっ

ていただきたいとの要望が出された。

　　・北風室長の発言を受けて、本杉委員長より、支援活動が長続きするような様々な仕組をつ

くる主導権をコンソーシアムが担う必要があるとの確認がされた。

　　・田澤委員より「震災巨大水彩画」については、震災の記憶を蘇らせたくないという人がい

るということも考慮し、様々な角度からの話し合いが必要であるとの意見が出された。

　　・関委員より、「震災巨大水彩画」については、コンソーシアムとして、どのような位置付

けで行うのかを、もう少し整理したほうがよいとの意見が出された。

　　・「震災巨大水彩画」の企画については、今年度は見送り、もう少し検討することが確認された。

　（5）議題 4　「その他報告」について

　　事務局より「ウェブサイトについて」については、昨年度よりもアクセス数は増えてい

るが、もっとアピールできる工夫をしていきたいとの報告がされた。「賛同団体（者）の登

録について」「復興推進員一覧表」についても資料を基に報告が行われた。

　　・北風室長より、このコンソーシアム事業については震災から 5 年を目途に区切りとし、何

らかの成果を出してもらいたいとの要望があった。

　　本杉議長が委員一同に諮ったところ意見・質問は出されなかった。

以　上

資料1- ❸
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資料1- ❸

第 3回「文化芸術による復興推進コンソーシアム」運営委員会　議事要旨

1. 日　時　平成 26 年 2 月 19 日（水）　午後 14 時 30 分〜午後 16 時 00 分

2. 会　場　東京都中小企業会館　8 階　C 会議室

3. 出席者

 運営委員：本杉 省三　委員長

 小松 弥生　副委員

 荻原 康子　委員

 関 裕行　委員

 田澤 祐一　委員

 畑中 裕良　委員

 半田 昌之　委員

 松本 辰明　委員

 渡辺 聡　委員（委員長以下 50 音順）

 参与：川端 和明（文化庁 文化部長）

　その他の出席者：北風 幸一（文化庁 文化部芸術文化課文化活動振興室長）

 大澤 隆夫（音楽の力による復興センター・東北）

 渡辺 一雄（文化芸術による復興推進コンソーシアム エグゼクティヴ・コーディネーター）

4. 議　事

　（1）本杉議長より開会の宣言があり、会議に先立ち事務局担当の松本委員から本日の出席者は、

委員現員数 9 名となっており、本会議が有効に成立している旨の報告があった。

　（2）議題 1　「コンソーシアムの活動報告」について

　①検討会の報告

　　事務局より、1 月 29 日に開催された「郷土芸能プロジェクト検討会」及び翌 30 日に開催

された「文化施設連携会議」についての趣旨や会議の概略等が資料を基に説明された。

　②現在のニーズと対応状況について

　　事務局より前回の運営委員会以降に入った関係団体等からのニーズや情報提供、広報協

力等について、資料を基に説明がされた。

　　本杉議長が委員一同に諮ったところ意見・質問は出されなかった。

　（3）議題 2　コンソーシアムの今後について

　①平成 26 年度文化芸術による復興推進コンソーシアム体制案について

　　事務局より、資料を基に当コンソーシアムのこれまでの取組と今年度の主な活動につい

て総括し、一部成果も見られるが、まだ十分ではないという認識を持っていることの説明

があった。

　　その上で、震災から 3 年が経過する中で、より一層現地のニーズを的確に把握し、迅速

な取組を展開するために、事務局の拠点を東北に移転すること等も含めた体制の見直しの

第1章　事業概要
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必要性について提案があった。一方、組織運営・情報発信・在京の各団体との連絡調整に

ついては、東京のほうが運営しやすい点についても説明された。

　②顧問運営委員の改選時期について

　顧問・参与については、ご就任依頼状に 2 年の任期を記載していること、また、運営委

員については、規約の中で任期が 2 年と定められていること、再任を妨げないことが説明

された。平成 26 年度についてもこの体制が継続される場合には、人事異動や退任等での変

更を除き、現行委員に引き続きお願いしたいとの意向が提案された。また、東北の拠点を

強化する目的で岩手県・宮城県・福島県から各 1 名ずつ運営委員にご就任いただきたいと

の意向が提案された。

　　・川端参与より東北へ拠点を移転した場合に、具体的に何が変わるのか質問があり、活動費

の東北への比重が増えると、より活動しやすい体制になると事務局より説明があった。

　　・半田委員より拠点が東京と東北の 2 ヵ所に分かれる場合は、各役割と機能について、きち

んと取決めていかなければならないとの意見が出された。また、東京から見た東北 3 県の

違いと東北の中から見た視点では異なる部分もあり、配慮が必要との意見があった。これ

に対し、事務局からは、具体的な組織体制については、今後、正式に受託が決まり次第、

検討していくとの回答がされた。

　　・渡辺委員より運営委員会について、今後どうなるのかとの質問があり、事務局より運営委

員会は今後も東京で開催されることが望ましいが、東北での開催も検討したいとの回答が

された。

　　・畑中委員より顧問について東北から人選されないのか質問があり、まずは誰に運営委員を

お願いするのか検討し、必要があれば顧問についても検討するとの回答が事務局よりされ

た。

　　・小松副委員長より事務局機能がどのような形式になっても、運営委員会の組織メンバー

は、今までと同様に、現地から出てくる様々なアイディアに助言や情報提供を行い、ま

た情報をもらって自分たちの活動をブラッシュアップするなど繋がりを密に持つ必要が

あるとの意見があった。

　また、東北から選出される運営委員に対しての質問がなされ、事務局から、福島県の場

合は全体を把握するという観点から公的な人がふさわしいのではないかという意見と、運

営委員会等において、総括的な話ができる人が適任かと思われるとの回答があった。

（4）議題 3　「コンソーシアムの今後の活動」について

　①事務局より情報サイトについて、Facebook の運用が開始されたことの報告がされた。

　②賛同団体（者）の登録については、これからも発信力を高め、登録数を増やしていきた

いとの意向が説明された。

　　・畑中委員より、今年度末をもって東京藝術大学の理事をご退任する予定と報告があった。

以　上

資料1- ❸
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　また、運営委員会の下で管理・運営の具体的な実務を行うため、文化庁、運

営副委員長、事務局等により、コンソーシアムの事務局会議を開催した。実施

日程及び内容は下記の通りである。

（a）第 1 回事務局会議　日時：平成 25 年 5 月 16 日（木）

協議事項：＊平成 24 年度調査研究報告書について

＊平成 25 年度のコンソーシアム事業について

（b）第 2 回事務局会議　日時：平成 25 年 6 月 26 日（水）

協議事項：＊平成 25 年度第 1 回運営委員会について

（c）第 3 回事務局会議　日時：平成 25 年 7 月 24 日（水）

協議事項：＊事業計画及び諸規定について

＊マッチング会議について

＊ JT 企画に経過報告

＊その他

（d）第 4 回事務局会議　日時：平成 25 年 8 月 27 日（火）

協議事項：＊活動調査アンケート及び助成財団等ヒアリング、JT のマッ

チングの報告

＊マッチング会議について

＊東北事務所からの報告

＊復興推進員について

＊アドバイザリースタッフ会議について

＊その他

（e）第 5 回事務局会議　日時：平成 25 年 9 月 12 日（木）

協議事項：＊支援・受援ネットワーク会議について

（経緯・調整事項 / 共有事項の確認・参加者の募集方法・

進め方等）

＊その他

（f）第 6 回事務局会議　日時：平成 25 年 10 月 9 日（水）

協議事項：＊支援・受援ネットワーク会議の内容について

＊コンソーシアム事務局活動報告

（事務局報告・東北事務所報告・エグゼクティヴ・コーディ

ネーター報告）

＊その他

（g）第 7 回事務局会議　日時：平成 25 年 10 月 30 日（水）

協議事項：＊支援・受援ネットワーク会議を踏まえた今後の対応につい

て

第1章　事業概要
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（ネットワーク会議での意見及び感想等・ネットワーク会

議のアンケート結果について・現在のニーズと対応状況）

＊第 2 回運営委員会の議題について

＊その他

（h）第 8 回事務局会議　日時：平成 25 年 11 月 27 日（水）

協議事項：＊ネットワーク会議及び運営委員会を踏まえた今後の取組の

検討

＊ Facebook 運用開始の報告と検討（Facebook の説明・運

用ガイドライン等）

＊その他

（i）第 9 回事務局会議　日時：平成 26 年 1 月 16 日（木）

協議事項：＊郷土芸能プロジェクト検討会について

＊文化施設ネットワーク会議について

＊これまでの報告

＊その他

（j）第 10 回事務局会議　日時：平成 26 年 2 月 12 日（水）

協議事項：＊検討会のまとめと今後の展開について

＊今後の活動について

＊第 3 回運営委員会の議事について

＊その他

（k）第 11 回事務局会議　日時：平成 26 年 3 月 18 日（火）

協議事項：＊今後の運営体制について

＊今後の取組について

＊その他

　また、事務局では、上記の事務局会議を通じての管理・運営実務を実施する

と共に、本事業実施にあたって必要な情報収集・取材活動を合わせて行ってい

る。

2）事業実施体制の確立

　本年度の事業を実施するため、前述の運営委員会・事務局会議に加え、東北

事務所の設置、エグゼクティヴ・コーディネーターの委嘱、アドバイザリース

タッフの選任とアドバイザリースタッフ会議の実施、復興推進員の設置を行っ

た（東北事務所とエグゼクティヴ・コーディネーターについては「2 章　被災

地とのネットワークづくり」で詳述）。また来年度以降のコンソーシアムによる

復興推進体制の検討のため、コンソーシアムの財政のあり方の検討会議を、ア

2.平成25年度の事業概要
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ドバイザリースタッフの協力の下に実施した。

　このうち、アドバイザリースタッフは、本事業の実施にあたって、事務局の

要請により、専門的・総合的な見地から助言、各会議への出席、レポート提出

などを行う要員として業務依頼を行ったものである。本事業では、アドバイザ

リースタッフを 5 名選任し、事業の企画・実施などにあたって、助言等を受けた。

選任者と会議実施状況は下記に示す通りである。

▼選任者

伊藤美歩 氏　　（有）アーツブリッジ

桜井俊幸 氏　　魚沼市小出郷文化会館

志賀野桂一 氏　東北文化学園大学

砂田和道 氏　　相愛大学 / くらしに音楽プロジェクト

坪能克裕 氏　　日本現代音楽協会 / 国際現代音楽協会 日本支部

（以上 5 名）

▼アドバイザリースタッフ会議

日　　　時　　平成 25 年 9 月 3 日（火）

会　　　場　　中小企業会館会議室

出　席　者　　伊藤 氏、桜井 氏、志賀野 氏、砂田 氏、坪能 氏

　文化芸術による復興推進員は、被災地の具体的な情報を収集し、かつ機動力

のある人的ネットワークを形成するため、被災地域の現場で文化芸術による復

興推進に係わる方々に対し、支援を求める被災地の住民・団体等の活動と支援

を行う賛同団体等の活動とのマッチングに資するための活動、自主的・創造的

活動の動向等の情報収集及びコンソーシアム・東北事務所との連携協力による

情報の共有の業務を依頼するものである。

　本事業では、文化芸術団体、支援団体、アーティスト、市民活動家、研究者、

NPO、文化行政、文化施設等の関係者等で被災地域における文化芸術の実情を

的確に把握し、実際にその復興に関わっている者とし、岩手県から 8 名、宮城

県から 8 名、福島県から 8 名及び全国的支援組織から 3 名の計 27 名の方々を選

任し、依頼した。東北事務所との連携や現地での支援・受援ネットワーク会議

の実施、情報発信やマッチングへの協力などをいただいている。

第1章　事業概要
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文化芸術による復興推進コンソーシアム復興推進員名簿

（岩手県）

氏　名 所　属 役　職

1 阿部　武司 東北文化財映像研究所 代表

2 牛崎　敏哉 宮沢賢治記念館 副館長

3 倉持　裕幸 架空の劇団 代表・演出家

4 坂田　裕一 特定非営利活動法人 いわてアートサポートセンター 理事長

5 佐々木　健 大槌町教育委員会 生涯学習課 課長

6 多田　一彦 特定非営利活動法人 遠野まごころネット 理事長

7 寺崎　巖 いわてフィルハーモニー・オーケストラ 代表・指揮者

8 本波　敏 公益財団法人 岩手県文化振興事業団 主任

（宮城県）

氏　名 所　属 役　職

1 赤坂　茂夫 公益財団法人 宮城県文化振興財団 企画事業課長

2 赤間　亜生
公益財団法人 仙台市市民文化事業団
仙台文学館 学芸室長

3 佐藤　公彦 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 事務局長

4 白津　守康 公益社団法人 落語芸術協会 仙台事務所長

5 千葉　信行 公益財団法人 石巻市芸術文化振興財団 専務理事

6 細井　崇久 仙台市 市民局 文化振興課長

7 水戸　雅彦 仙南芸術文化センター えずこホール 所長

8 八巻　寿文
公益財団法人 仙台市市民文化事業団
せんだい演劇工房 10-BOX 2 代目工房長

（福島県）

氏　名 所　属 役　職

1 天野　和彦 福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター 特任准教授

2 岩崎　道弘 財団法人 福島県文化振興財団 文化推進課長

3 江川　和弥 特定非営利活動法人 寺子屋方丈舎 理事

4 大石　時雄
いわき市 市民協働部
いわき芸術文化交流館アリオス 支配人

5 大信　ペリカン 劇作家・演出家

6 川延　安直 福島県立博物館 学芸員

7 菅野　正美 福島県合唱連盟 理事長

8 松崎　和則 福島県 文化スポーツ局文化振興課 主任主査

（全国組織）

氏　名 所　属 役　職

1 小岩　秀太郎 公益社団法人 全日本郷土芸能協会 事務局次長

2 砂田　和道
相愛大学
くらしに音楽プロジェクト

准教授
事務局長

3 寺岡　美智子 公益社団法人 企業メセナ協議会
プログラム・
オフィサー

資料1- ❹

2.平成25年度の事業概要
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　また、長期に亘る復興推進活動を担保していくことを目的に、コンソーシア

ムが活動する上で必要な財源の確保の手段、仕組等についての会議も実施した。

会議の概要は下記に示す通りである。

▼財政基盤確立等検討会議　開催概要

（a）日　　　時　　平成 25 年 12 月 17 日（火）

（b）会　　　場　　中小企業会館　事務室

（c）出　席　者　　伊藤美歩氏及び事務局

▼会議内での検討内容

（a）震災後の寄付、芸術分野への主だった寄付の動き

（b）中間支援組織としての財政基盤確立のための必要要素

（c）ファンドレイジングの定義と取組を始める前に行うべき準備

（d）ファンドレイジングの具体的な取組について

3）本年度実施の個別事業

復興推進に係わる個別事業としては、本年は下記の４事業を実施した。

事業 1　被災地とのネットワークづくり ……… 2 章

▼支援 / 受援活動の拠点となるコンソーシアム東北事務所（仙台）の設置

と運営

▼被災地各地で支援 / 受援活動を繋ぐエグゼクティヴ・コーディネーター

の配置

事業 2　支援と受援の協働に向けての検討会の実施 ……… 3 章

▼支援・受援ネットワーク会議の開催

（平成 25 年 10 月 18 日（金）郡山市民文化センター）

▼プロジェクト検討会の開催

郷土芸能プロジェクト検討会

（平成 26 年 1 月 29 日（水）仙台市市民活動サポートセンター）

文化施設連携会議

（平成 26 年 1 月 30 日（木）岩手県民会館）

事業 3　マッチング事業 ……… 4 章

▼マッチングのためのアンケート実施

▼支援側・受援側からの個別相談対応

第1章　事業概要
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▼文化芸術による復興推進に係わる事業 / イベントへの共催、後援、協力、

参画等

事業 4　復興推進に係わる情報発信 ……… 5 章

▼ウェブサイト /Twitter の運営継続

▼ Facebook の開始

▼メールマガジンの定期化

2.平成25年度の事業概要
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　文化芸術による復興推進の主役は、被災した地域から湧き上がる必要がある。

この問題意識の下に、平成 25 年度は、コンソーシアムの活動をより現地主導に

していくため、コンソーシアム東北事務所の開設とエグゼクティヴ・コーディネー

ターの設置の 2 つを実施している。この章では、この２つについて、その実績の

報告を行う。

1. コンソーシアム東北事務所の設置

　平成 25 年 7 月 1 日より、仙台にコンソーシアムの東北事務所を設置した（本

事業での設置期限は平成 26 年 3 月 31 日まで）。この東北事務所は、公益財団法

人仙台フィルハーモニー管弦楽団と市民有志により設立された『一般財団法人 音

楽の力による復興センター・東北』の代表理事である大澤隆夫氏に依頼し、同団

体を受け皿として開設したものである。同団体は、震災直後の平成 23 年 3 月 26

日に仙台フィルが第一回復興コンサートを実施するにあたって任意団体として設

立されたもので、その後、平成 24 年 9 月に一般財団法人化。平成 26 年には公益

財団法人への転換が予定されている。

　『音楽の力による復興センター・東北』では、これまでに、仙台フィルを中心

としたプロの演奏家による多数の復興コンサートの開催、日本オーケストラ連盟

やサントリー芸術財団などと協力しての復興支援を希望する国内外の音楽家の現

地コーディネート、震災・文化・復興・地域・音楽をめぐる提言や対話の場とし

て講演やシンポジウムの開催、仙台市の地下鉄路線を結ぶ各劇場で安価で気軽な

クラシック音楽の提供を行う「仙台クラシックフェスティバル（せんくら）」の

実施と被災された方々の招待、統合化され廃校となる被災地の学校の校歌を地域

の貴重な記憶として残すための校歌の CD 化（心のランドマーク計画）、文化庁芸

術家派遣事業の実行委員としての派遣事業展開など多彩な文化芸術による復興推

進活動を分厚く展開しており、多くのノウハウを蓄積し、被災地のすみずみに至

る人的ネットワークを構築している。今回、東北事務所を『音楽の力による復興

センター・東北』の大澤代表理事に依頼することにより、同団体の持つこうした

ノウハウやネットワークをコンソーシアム事業に活かしていくことがねらいであ

る。

　具体的には運営委員会や事務局会議への出席に加え、後述するエグゼクティヴ・

コーディネーターの活動支援、支援・受援ネットワーク会議やプロジェクト会議

の実施支援、マッチング事業の実施支援などで東北事務所の設立が大きなバック

アップとなっている。

被災地とのネットワークづくり

第2章　被災地とのネットワークづくり

第2章
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　東北事務所の主な活動記録は下記の通りである。

● エグゼクティヴ・コーディネーター及び宮城県民会館と打合せ 25.7.30

● 被災地をテーマにした演劇事業の調査（仙台市青年文化センター）25.8.21

● 復興支援員選任（仙台文学館）仮設交流サロン・コンサート取材 25.8.22

● 被災者向けイベント会場（宮城野区文化センター）取材 25.8.23

● 宮城県主催「新しい公共」発表会、他団体・NPO 法人の被災地支援状況把

握 & 情報交換 25.8.29

● 巨大壁画作者・加川広重氏と会談 25.9.3

● 被災地からの演劇発表（詩人・和合亮一氏）取材（宮城野区文化センター）

25.9.7

● 陸前高田市での復興コンサート視察と情

報収集 25.9.16

● 石巻市小山実稚恵コンサート視察・情報

収集 25.9.18

● 石ノ森萬画館（石巻市内）の現状視察・

確認調査 25.9.19

● 東北こども博で情報収集 25.10.12

● 支援・受援ネットワーク会議出席 25.10.18

● 被災地民俗芸能等伝承保存の実情調査―

「れきみん秋まつり 2013」（仙台市歴史民

俗資料館）取材 25.10.26

● 女川中学校状況調査 25.11.4

● 福島県臨床心理士会主催「音楽は心のビ

タミン」視察活動報告取材 25.11.10

● 加川広重「巨大絵画が繋ぐ東北と神戸

2014」実行委員会参加 25.11.12

● アートミーツケア学会「ホスピタリティ

とアート」に参加 25.11.16

● 女川中学校「いのちの石碑」除幕式取材

25.11.23

● 福島県復興推進員と情報交換 25.12.10

● 輝望の丘クリスマスコンサート（女川町

包括支援センター）取材 25.12.13

● エルシステマジャパン主催「クリスマス

コンサート 2013 in 相馬」（相馬市民会館）

取材 25.12.23

広島交響楽団のメンバーによる

陸前高田復興コンサート

岩手県陸前高田市米崎 普門寺

音楽工房 104（とよ）による東

北こども博 2013 でのコンサー

ト

宮城県柴田町船岡 仙台大学キャ

ンパス

女川中学校生徒による「いのち

の石碑」除幕式

宮城県女川町 女川中学校

「輝望の丘クリスマスコンサー

ト〜心を潤すオーボエの響き

〜」

宮城県女川町包括支援センター

1.コンソーシアム東北事務所の設置
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● 加川広重「巨大絵画が繋ぐ東北と神戸 2014」

　コンサート取材 26.1.5
● 郷土芸能プロジェクト検討会 26.1.29

● 文化施設連携会議 26.1.30

● 札幌交響楽団メンバーによる被災地支援

　コンサート（石巻市）取材 26.2.21

● 「みやぎぶんか 3 ねんめ会議」 取材 26.3.2

● アウトリーチ・ラボ取材 26.3.12 〜 13

絵画展「加川広重 巨大絵画が繋

ぐ東北と神戸 2014」オープニ

ングコンサート

兵庫県神戸市 デザイン・クリエ

イティブセンター神戸 KIITO

札幌交響楽団メンバーによる被

災地支援コンサート

宮城県石巻市 石巻中央公民館

一般財団法人音楽の力による復

興センター・東北のホームペー

ジ

第2章　被災地とのネットワークづくり
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平成 25年度文化芸術による復興推進コンソーシアム
東北事務所設置要綱

平成 25 年 7 月 1 日

文化芸術による復興推進コンソーシアム

（目的）

第 1 条　文化芸術による復興推進コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）は、東北

3 県の領域を視野に文化芸術に関する現地のニーズ等を把握し、このニーズとコンソーシアムの

賛同団体、関連団体等の活動や助成等による支援につなげるために、現地において活動実績のあ

る団体の協力を得て、東北事務所（以下「事務所」という。）を設置する。

（業務）

第 2 条　事務所は次の業務を行う。

（1）　被災地各地域のニーズに適合した文化芸術活動の普及

（2）　普及を行うための人的ネットワークづくりと連絡調整

（3）　被災地ニーズの把握及びコンソーシアム事務局への情報提供等

（4）　その他コンソーシアムの活動に資する事項

（組織）

第 3 条　事務所の運営は、次により行う。

（1）　事務所に所長を置く。所長は事務所を代表し、事務所の活動を統括する。

（2）　所長は、予算の範囲内で、雇用員等を置くことができる。なお、雇用員の採用等につ

いてはコンソーシアム事務局と協議する。

（3）　事務所は、エグゼクティヴ ･ コーディネーター及び文化芸術による復興推進員等と連

携しながら、業務を遂行する。

（経費及び経理）

第 4 条　事務所の業務遂行に必要な経費は、予算の範囲内で執行できる。なお、その執行にあたっ

ては、文化庁及び公益社団法人全国公立文化施設協会の規定等に準ずるものとする。

（設置期間）

第 5 条　設置期間は、設置の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。

東北事務所設置要綱資料2-❶

1.コンソーシアム東北事務所の設置
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―道半ばにして、来年度にかける想い―

文化芸術による復興推進コンソーシアム東北事務所／一般財団法人音楽の力による復興センター・東北 代表理事
大澤 隆夫

東北事務所の取組レポート

密接な連携を保ちつつ、被災地・被災者と音楽を

結ぶお世話役として活動を続けている。なお、過

日宮城県の認定を受け平成 26 年 4 月からは公益

財団法人として活動することになっている。

　試行錯誤を重ねつつ、これまで 350 回を超える

コンサートを開催してきた。音楽という限られた

分野ではあるが、いくつかの知見、あるいは仮説

を得ることができた。コンソーシアムの業務を引

き受けるにあたっては、こうした知見等を他分野

にどう生かすかも大きな柱になると考えている。

　そこで、得てきた知見等のいくつかを紹介して

みたい。

1. 被災地・被災者と直接出会う

　被災者は必ずしも音楽ファンではない。しかし、

遠方であってもわざわざ出向き、顔をみせ、その

場で演奏する。そこで演奏者側の「寄り添う心」

がまず実感されるのである。また、避難所でも仮

設住宅の集会所でも多くの方が集まるとは限らな

い。しかし、被災や復興の状況がまだら模様のな

かにあっては、小さなグループが共有する感覚に

寄り添うことこそが妥当と思われる。焦点を絞る

ことが重要、多くの方に共通する「答え」はいま

だ見えない場合も多い。

2. 安定して継続的な中継組織をつくる

　被災地と音楽を結ぶ私たちの業務は、利益は生

まないものの、音楽市場におけるマネジメント業

務と同様なプロフェッショナルな業務であり、熟

練にはそれなりの経験、時間が必要となる。復興

の進展に伴い、移り変わる要望に応えるためにも

同じく熟練が必要とされる。また、支援者からみ

て遠くて広い被災地という地理的な視点からは中

継組織が不可欠となる。

　平成 25 年 7 月に依頼を受け、音楽の力による

復興センター・東北は、文化芸術による復興推進

コンソーシアムの東北事務所をお引き受けし、現

在に至っている。まず、私ども音楽の力による復

興センター・東北のプロフィールを簡単に紹介し

たい。

　東日本大震災から 2 週間後の 3 月 26 日に第一

回復興コンサートを開催するにあたって、活動へ

の協力・支援を呼びかけるには、仙台フィル事務

局とは異なる仕組が必要との認識から、急きょ任

意団体として設立した。当初は仙台フィル事務局

がボランティアで事務方を担当していたが、活動

への高い評価や継続への期待に応えるべく、平成

23 年 9 月に一般財団法人化し、仙台フィルとの

第2章　被災地とのネットワークづくり

札幌交響楽団メンバーによる被災地支援コンサート

（平成25 年度石巻中央公民館利用団体連絡協議会研修会として）
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フィルや地元の音楽家に留まらず、多くの支援者

にとって開放的なプラットホームでありたい、と

考えている。

　こうした知見に加えて、コンソーシアムが文化

芸術による復興事業に期待する①中長期的な取組

と成り得る②地理的にも広範で③各分野における

被災地支援という新しい社会的役割の構築等を念

頭に 7 月以降の業務にあたっている。重点項目と

しては以下の通りである。

1）音楽と他分野のコラボ

　神戸で開催された多彩なプログラムの加川広

重「巨大絵画が繋ぐ東北と神戸 2014」に仙台フィ

ルヴァイオリン奏者を派遣。また、従来仙台で

の当該イベントには仙台フィルメンバーの室内

楽で参加してきた。遠隔地において祈りや支援

に取り組む多くの文化団体とのコラボについて

も試行を重ねたい。

2）都市部における民俗芸能イベントについて

　急速に過疎化が進む沿岸部被災地の民俗芸

能における支援のあり方を検討・試行してい

3. コーディネーターが被災者の心の動きに柔軟

に対応する

　大震災当初の一方的に「音楽を聴く」、から現

在では「歌いたい、共演したい」、という要望も

多く寄せられ始めた。あるいは交流のきっかけと

したい、等々音楽への要望は時々刻々変化してい

る。当然だが「届ける音楽はこうあるべき」とい

う決めつけはリスキーな考えである。コーディ

ネーターが当該被災者と相談し、コンサートのあ

り方からプログラムを練り上げる。

4. 継続のため有償ボランティア制を採用する

　復興センターでは、参加する演奏家に交通費の

ほかに、わずかだが活動費をお支払いしている。

志の強い方だけではなく、普通の方による継続的

な支援を可能にし、多くの音楽家に参加していた

だくためには、有償ボランティア制は妥当と考え

ている。

5. 支援者・受援者とのネットワークをつくる

　かつてない震災後にどのような支援がなされる

べきか、支援側も受援側も手慣れた方がいるわけ

ではない。全く経験のない方からの依頼もすくな

くない。しかし、そうした想いを引き受けて、整

理し事務化する、という時点からの協力関係が

あってこそ信頼が生まれ、ネットワークに繋がっ

ていく。

6. 他の支援者のための開放的なプラットホーム

を提供する

　復興センターでは、ウィーン・フィルの被災地

支援、統廃合される小中学校の校歌の CD 化をは

じめ他の支援者の要請を受けて、場、連絡、ノウ

ハウの提供を行っている。復興センターは仙台

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバーによる献奏

宮城県名取市閖上　日和山頂上

1.コンソーシアム東北事務所の設置



26

高校生となり、復興の担い手に加わり始めて

いる。長期にわたる復興を支えるには、次世代、

次々世代がどのような文化力を持つべきか、

も含めて総合的な検討が必要となっている。

5）被災者みずからの表現活動について

　先日、仙台市内で被災者自身が自らの体験を

語る「朗読のつどい　あの日、あの時、私の記

憶」が開催された。仙台市内沿岸部のある地域

の婦人防火クラブ、町内会長、消防士、学校長、

生徒が震災時の体験を朗読するなかで、互いの

たいへんさを思いやり、やがて前を向いて被災

者が立ち上がろうとする姿は感動的であった。

また、リスタートにとって、「あの時」を改め

て確認し合う作業が不可欠との深い印象を受

けた。復興センターでも被災者がホールに客を

呼んで「花は咲く」を歌うコンサートを多くの

関係者と協力して４月に開催する。立ち上がる

ための表現活動を支援していきたい。

＊　　　＊

　被災者の心に寄り添い励まし続けること、さら

に伝承文学があるように大震災の記憶を構成し、

きたい。仙台市中心部で開催されている人口

が多い仙台市内での民族芸能行事（れきみん

秋祭り）等を事例に分厚いサポート層の構築

を試みる。

3）文化施設間の連携

　特に沿岸部被災地においてはホールをはじ

め、文化施設の毀損が甚だしい。また、指定管

理者制度によって事業企画能力の減少も指摘

されている。沿岸部被災地の諸文化施設が再稼

働する際も含めて、広範囲な地域の施設連携に

よって事業企画、運営のノウハウの相互習得な

どの実現を図る。

4）子どもたち自身の文化力

　相馬市で取り組まれているエルシステマの

ように、被災地における児童生徒への対応は、

子どもたちの「心のケア」からやがて「感性

を育てる」といった意味合いに移っていくよ

うに思われる。また、大震災後 3 年が経過し、

被災当時中学生だった被災地の子どもたちも

「いのちの石碑」除幕式での「花は咲く」献奏

宮城県牡鹿郡女川町　女川町立女川中学校

仙台フィルとうたう「花は咲く」合唱団プロジェクト（練習の様子）

仙台市宮城野区　福田町南一丁目仮設住宅集会所

第2章　被災地とのネットワークづくり
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後世に伝えること。これらが文化芸術に課せられ

た新たな社会的役割であることが、明らかになっ

てきている。しかし、被災地・被災者と文化芸術

を結ぶルートの開発や仕組づくりは、道半ばであ

ることも事実。そしてその構築に与えられた時間

はそう多くはない。いくつかの分野で総合的な仕

組のモデルとなる実例を創り上げることを東北事

務所の当面の業務と想定している。

1.コンソーシアム東北事務所の設置
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2. エグゼクティヴ・コーディネーターの配置

　平成 25 年 6 月 1 日より、渡辺一雄氏に、被災地の情報収集・人的なネットワー

クづくり・支援 / 受援のマッチングの支援や助言などを目的としたエグゼクティ

ヴ・コーディネーターの役割を委嘱、具体的な活動に入ってもらった（本事業で

の委嘱期限は平成 26 年 3 月 31 日まで）。

　これに基づき、渡辺氏のほうで、7 月より業務を開始。運営委員会、事務局会

議への出席、東北事務所所長との打ち合わせ、支援・受援ネットワーク会議、プ

ロジェクト会議への参加に加え、積極的に被災各地での文化芸術による復興推進

に係わる情報収集、取材、ネットワークづくりを実施した。

　主な活動は下記に示す通りである。

● 陸前高田市での復興コンサート視察と情報収集 25.9.16

● 復興のための文化行政視察等 25.9.17

● 郡山会議に向けた東北事務所長との会議 25.9.18

● 石巻市小山実稚恵コンサート視察・情報収集 25.9.18

● 石ノ森萬画館（石巻市内）の現状視察・確認調査 25.9.19

● ふれあい復興コンサート視察 25.9.20

● アリオスと郡山会議に向けた事前打合せ 25.10.1

● 福島県下児童生徒のメンタルケア状況と芸術教育（神奈川大学）MEXT 調

査 25.10.3

● 東北事務所下半期活動方針協議 25.10.25

● 被災地民俗芸能等伝承保存の実情調査―「れきみん秋まつり 2013」（仙台市

歴史民俗資料館）視察 25.10.26

● 福島県臨床心理士会主催「音楽は心のビタミン」視察活動報告取材 25.11.10

● 児童生徒の心のケア対応施策調査（福島県教委・文化センター）25.11.26

● 心のケア対策と芸術文化事業の連携調査（福島県文化スポーツ局）25.11.27

● 賛同団体邦楽による復興支援派遣随行（講師との打合せ）25.12.2

● 邦楽演奏、尺八指導による心の復興支援（石巻市立住吉中学校・市教委）

25.12.2

● 邦楽演奏、尺八指導による心の復興支援（石巻市立桃生中学校）25.12.2

● 黒塚フォーラム出席（福島市）26.1.11 〜 12

● ふくしまっ子総合文化祭他参加 26.2.9

● 「みやぎぶんか 3 ねんめ会議」取材 26.3.2

● かたりつぎ（東北大学災害科学国際研究所等主催）取材 26.3.5

● 平成 26 年度コンソーシアム活動意見交換等（仙台市）26.3.6

第2章　被災地とのネットワークづくり
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● 宮沢賢治記念館・遠野まごころネット―活動状況調査・意見交換 26.3.24

● 平成 25 年度郷土芸能支援活動概要等調査（釜石市・花巻市）26.3.25

● 次年度活動と東北事務所との連携に関する意見交換等（盛岡市等）26.3.26

　エグゼクティヴ・コーディネーター活動の最終的な目的は、支援・受援者の具

体的なマッチングの実現にある。本年度の活動は、そうした具体成果をあげてい

くにあたって、どのような課題があるのかを浮き彫りにしていくものでもあった。

具体的には、被災地で様々な活動もしくはその萌芽の取材ができたもののマッチ

ングの候補としての絞り込みには至らなかったこと、復興推進員との間で明確な

目標共有がなく、具体的な動きに繋がりにくかったこと等が挙げられる。

　一方、東北事務所との連携で「音楽の力による復興センター・東北」を中心と

した分厚い現地情報が得られたことや、支援・受援ネットワーク会議及びその後

に続くプロジェクト会議を中核とした活動の中で今後の活動の方向性が見いだせ

たことは大きな成果であった。今後は、コーディネーターが地域における受援 /

支援のハブとして極めて重要であるという意識の下、そういったコーディネー

ターとその活動拠点の整備の重要性及びコアとして東北事務所を維持・拡大して

いくという共通イメージを持ち、長期的な展開を行っていくことが求められよう。

2.エグゼクティヴ・コーディネーターの配置
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エグゼクティヴ・コーディネーター設置要綱資料2-❷

平成 25年度文化芸術による復興推進コンソーシアム
エグゼクティヴ・コーディネーター設置要領

平成 25 年 6 月 1 日

文化芸術による復興推進コンソーシアム決定

（目的）

第 1 条　文化芸術による復興推進コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）は、東北

3 県の領域を視野に現地の情報を収集しコンソーシアムの賛同団体、関連団体等の活動や助成等

との具体的な支援につなげるために設置する東北事務所等と東京のコンソーシアム事務局の連絡

調整にあたる職としてエグゼクティヴ・コーディネーターを設置する。

（職務）

第 2 条　エグゼクティヴ・コーディネーターは、コンソーシアムの活動に対して、その識見と

経験を生かして、次の事項に関する業務を行う。

（1）　コンソーシアムの活動等に必要な情報収集・調査及び連絡調整

（2）　コンソーシアム事務局への定期的報告

（3）　コンソーシアム主催の会議等への出席

（4）　必要に応じたレポート等の作成

（5）　その他、コンソーシアム事務局長が指示すること

（管理監督者等）

第 3 条　エグゼクティヴ・コーディネーターの管理監督者は事務局長とし、東北事務所所長と

協働して業務遂行にあたるものとする。

（業務計画）

第 4 条　業務執行計画を予め作成し、コンソーシアム事務局に提出すること。

（任期）

第 5 条　エグゼクティヴ・コーディネーターの任期は、承諾の日から平成 26 年 3 月 31 日まで

とする。

（謝金等）

第 6 条　諸謝金及び旅費は、予算の範囲内で文化庁の規定に準じた額を支給する。

エグゼクティヴ・コーディネーターは原則として月 1 回、活動報告のため事務局へ出勤する。

第2章　被災地とのネットワークづくり
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～平成25年度の活動評価に基づく今後の課題について～

文化芸術による復興推進コンソーシアム　エグゼクティヴ・コーディネーター
渡辺 一雄

業務概要報告書

　以下その内容をテーマ別に整理してみよ

う。

＜伝統的民俗芸能関連＞

○福島県では同県の文化審議会委員懸田氏

と文化振興課の県内記録保存、発表の機

会の提供に向けた（ふるさと祭り）事業

の安定的実施（保存会再建）のための取

組が持続的になされている。一方、宮城

県ではまちづくり支援と緊密に連携しな

がら新たな現代舞踊との融合による創作

活動支援への枠組みつくりについて関心

が高まっている。

○（独法）防災科学技術研究所が開発中の

防災マップ上の民俗芸能保存マッピング

情報の包蔵（文字情報レベル）に関する

東京文化財研究所等との研究開発は、平

成 26 年度に正念場を迎える。

　取分け「動画」検索を可能とする実効

性の高い完成品に向けた取組が専門家の

間で主唱されてきた。そのための作業に

必要となる人手と財源の裏打ちにより蓄

積された民間保存記録のコレクションの

組み込み（アーカイブ化）の見通しが、

焦眉の課題といえる。

○民俗芸能の保存活用＋創作ダンスによる

芸術的価値の付加による新たな取組とが

融合し、まちづくり（復興）に資する新

たな芸術的価値の創造（発進）、再建復興

に繋がる文化観光の可能性を追求する新

たな流れにも注目したい。

　以上のポイントに着目し、これへの財源・

専門家の確保、芸術団体の支援の引出し・

　平成 25 年 6 月 1 日付で委嘱を受けた「文化

芸術による復興推進コンソーシアム Executive 

Coordinator（以下「E ／ C」という。）」の業務

活動について、所感をまじえその評価結果を踏ま

えた今後の活動課題を要約してみたい。

1. 委嘱内容

　E ／ C は、被災地東北 3 県を視野に「現地の

情報を収集しコンソーシアムの賛同団体、関連団

体等の活動や助成等との具体的なマッチングに繋

げるために設置する東北事務所等と東京のコン

ソーシアム事務局の連絡調整等にあたる。」とさ

れた。（ゴシック筆者）

2. 活動評価と課題

（1）支援者とのマッチングを念頭に被災地 3

県を対象に収集した受援者側のニーズ（情

報）とこれへの情報発信（双方向の機能）は、

目標との比較でどれほどの結果（達成率）

を残したか。

　被災地 3 県を見渡した場合、総じて①伝

統的民俗芸能（無形文化遺産）、②子ども

の心のケア、③創造的芸術文化活動の被災

地からの発信の各分野においていくつかの

萌芽的取組（シーズ）或いは震災前から継

続して行われている関連活動が認められた。

しかし、コンソーシアムによる直接支援が

期待されるマッチング候補として、絞り込

める程度には達していないと思われた。

　この点 E ／ C は関係者の問題意識、事業

の具体化の方向性についての現場の考え方

を概括的にヒアリングするに留まり、直ち

にマッチングに繋がる情報収集までには至

らなかった。

レポート

2.エグゼクティヴ・コーディネーターの配置
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出など、文化芸術面からの運営実施の作業

協力等コンソーシアムの役割を今後明らか

にし適切に対応することが求められるだろ

う。

（2）東北事務所とコンソーシアム事務局との

連絡調整は、目標との比較でどのようなも

のであったか。

　東北事務所を拠点とする E ／ C の活動は、

主として宮城県を舞台とした音楽の力によ

る復興支援の活動及びこれに随伴する情報

の収集であった。その様子は出張報告（業

務調整報告）としてその都度コンソーシア

ムに提供した。

　しかし、連絡調整の上で重要な具体的な

マッチング候補の熟度が低いことは前記し

た通りであり、連絡調整の設定目標自体が

定まらないままに推移した。

　なお、マッチングの相方である支援者候

補が集積する東京近辺の動きが一部を除き

顕著ではなく、支援・受援双方向での調整

とはならなかった。この点は次年度に積み

残した課題というべきであろう。

（3）復興推進員との連絡調整は、目標との比

較においてどのようなものであったか。

　復興推進員との情報共有・連絡調整は、

東北事務所を活動拠点とする直接的支援の

地理的・物理的制約や広範な芸術文化活動

のカテゴリー・特質の実情に鑑み、本来こ

れらを補完するものでなくてはならない。

　しかし、“れきみん秋祭り”、“かさねがさ

ねの想い”、“黒塚”企画会議などを通じて

幾人かの「復興推進員」から実情報告を受

調整の役割は次年度のコンソーシアム（Ｅ

／Ｃ）の新たな課題としたい。

＜子どもの心のケア関連＞

○被災後３年目に入り不登校や引きこもり

の問題が幼児期から顕在化しているとい

う専門医等の指摘に始まり、有効に対処

し得る音楽による心の癒し効果（音楽療

法的手法と芸術鑑賞の適切な機会の提供）

に関する検証が求められている。

　しかし、現実にはそのための方法につい

ての体系的な考え方・システム不在のまま

に文化芸術（NPO 団体等）による試行錯誤

の支援活動が重ねられている。

　こうした中で国や芸術団体等による優れ

た舞台芸術等の派遣のシステムの改善工夫

に向けて、例えば 「震災後の子どもの心に

届く効果的な芸術文化活動の検証と指針の

策定」（仮称）に関する準備調査を専門医、

MEXT、教委、学校、NPO の協力による実

践的研究開発を経て良質な派遣枠組みのよ

うなものの構築を急ぎたい。

＜被災地からの創造的文化活動（メッセー

ジ）の発進関連＞

○「かさねがさねの想い・巨大画（加川広重）」

は、記録から記憶への橋渡し企画として

被災地からのメッセージ発信の格好のプ

ロジェクト（萌芽期）と注目されている。

　平成 27 年 3 月に仙台市で開催される「国

連防災会議」ではそのサイドイベントとし

て巨大画をバックにした創作イベントの演

第2章　被災地とのネットワークづくり
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拠点の強化、支援分野別・地域別コーディ

ネーター養成という重点的な使命を帯びた

ハブとしての東北事務所を共通のイメージ

として共有」することを実質化する取組、

平成 26 年度の重点課題を確認し、その中で

E ／ C の機能強化をとらえていきたい。

ける機会を得たものの、郡山会議における

彼等からの実情報告や問題提起を除けば、E

／ C の連絡調整レベルに機が熟したものを

認めるだけの手ごたえは乏しかった。

　また、当初から E ／ C 自身にも活動目標

として計画的に復興推進員と連絡調整をす

るまでの問題意識は乏しく、その役割の現

実的な位置付けについてのイメージ不足と

合わさって、遺憾ながら十分な成果を残す

ことができなかった。

　従って、その責任の所在の議論とは別に

コンソーシアムの貴重なツールである被災

者と繋ぐ人的ネットワークの要＝復興推進

員の活動が活性化する環境（条件）が何か

について、またその際の E ／ C の役割を平

成 26 年度支援プロジェクト形成の過程でこ

の点を実践的に明らかにし、E ／ C 活動の

活性化を模索したい。

（4）総括

　コンソーシアムの本年度の活動のあり方

は、有識者及び復興推進員によるモニタリ

ングから得た知見、実体験に基づく調査研

究を踏まえ文化芸術による復興支援のあり

方、特に支援システムの開発に重点がおか

れた昨年度とは異なり、目に見える個別の

支援プロジェクト形成（マッチング）をも

視野に入れた支援活動のフォーメーション

に繋がる、実効性のある活動目標を掲げて

行うことした。

　上記（1）〜（3）の活動評価と合わせ考慮し、

要すれば文化施設の連携をテーマとした文

化施設連携会議（平成 26 年 1 月 30 日盛岡

にて開催）が提起した「プロジェクト支援

2.エグゼクティヴ・コーディネーターの配置
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　文化芸術による復興が円滑に推進されていくためには、支援をする側と支援を

受け取る側、双方が対等の立場で協働しあっていく必要がある。この対等な関係

の重要性を明らかにするため、「受援」という新しい用語を使用している。支援

という言葉だけでは隠れてしまう、あるいは支援を「受ける」という一方向の矢

印を、能動性をもち、支援側と共に活動していくもう一方の主体としていつも考

え続け、こうした受援力を強化していきたい。これが受援に込められた想いであ

る。

　本事業では、上記の認識の下、「支援←→受援」という双方向の関係の下に文

化芸術による復興推進を考えていくための会議を 2 種開催した。ひとつが現地の

団体・機関と支援団体・機関が協働という目的意識の下に語り合う「支援・受援ネッ

トワーク会議」、もうひとつが、そこで出てきた具体的な事業のテーマをフォロー

アップし、より深めていくためのプロジェクト検討会議である。本章では、この

2 つの活動について、その内容を報告する。

1. 支援・受援ネットワーク会議

　コンソーシアムでは、被災地の活動団体と支援団体等の関係強化や具体的な提

案を実現に繋げることを目標に、関係者が一堂に会し意見交換を行う「支援・受

援ネットワーク会議」を平成 25 年 10 月 18 日に開催した。

　支援・受援ネットワーク会議の開催概要は下記に示す通りである。

支援と受援の協働に向けての
検討会の実施

第3章

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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資料3-❶ 支援・受援ネットワーク会議　開催概要

文化芸術による復興推進コンソーシアム

支援・受援ネットワーク会議　開催概要

1　主旨

　東日本大震災から２年半が経過し、今後の中長期にわたる復興の道程において、人々の心を

支え、被災地域の活性化に貢献する文化芸術の役割は、これまでにも増して大きくなっていく

ことが想定されます。そのため、当コンソーシアムでは、被災地の活動団体と支援団体等の関

係強化や具体的な提案を実現に繋げることを目標に、関係者が一堂に会し取組の充実・発展に

向けて意見交換を行う「支援・受援ネットワーク会議」を開催します。

2　日時：平成 25 年 10 月 18 日（金）13：00 〜 18:00
3　場所：福島県郡山市民文化センター

4　主催等

・主催：文化芸術による復興推進コンソーシアム、文化庁

・協力：運営委員会選出団体（公益社団法人企業メセナ協議会、公益社団法人全国公立文化

施設協会、全国美術館会議、東京藝術大学、一般社団法人日本音楽著作権協会、独立行政

法人日本芸術文化振興会、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、公益財団法人日本博

物館協会）

5　会議構成

＜会議の進め方＞

　これまで当コンソーシアムの東北事務所や復興推進員が取り組んできた内容について、関係

者から実績、課題、今後の展望を報告していただき、取組の充実や発展に向けて出席者の間で

議論します。

○オリエンテーション

（挨拶、開催趣旨説明、主な参加者、発言者紹介、進め方説明）

○セッション

◆各団体活動提案・意見交換

テーマ 1　復興と伝統芸能の力（コーディネーター：志賀野桂一 氏）

　民俗芸能は人々の絆となるだけでなく、地域再生の要、観光の目玉、経済効果の発揮など

多くの可能性を秘めていることが認識されつつあります。そこで、民俗芸能の宝庫である被

災地における「民俗芸能の保存、継承、発展」について考えます。

【報告 1】報告者（全日本郷土芸能協会：小岩秀太郎 氏・八巻寿文 氏・阿部武司 氏）

　被災地域の大部分を領地としていた伊達藩の郷土芸能には、鹿踊や田植踊、法印神楽など

見応えがあるものも多く、活発に活動している団体も多くあります。こうした被災地の郷土

1.支援・受援ネットワーク会議
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資料3-❶

芸能や祭をどのように全国に発信することができるのか、また、元々町内会等で発足した祭

で組織基盤が脆弱なものをどのように続けることができるのかについて検討します。

【報告 2】報告者（全日本郷土芸能協会：小岩秀太郎 氏）

　全日本郷土芸能協会では、「無形文化遺産情報ネットワーク」の一員として民俗芸能分布

マップを公開し、無形文化遺産の被災状況や復興状況をウェブサイトを通じて視覚化し、支

援者を繋ぐ試みをしています。こうした民俗芸能の文化財保存団体のみのネットワークでは

なく、分野の垣根を越えたネットワークの必要性、被災地以外の地域における活動の展開な

どについて考えます。

テーマ 2　子どもの未来のために（コーディネーター：渡辺一雄 氏）

　子どもたちが健全に成長することは、すべての人々の共通の願いです。被災地の子どもた

ちの健全な成長にとって芸術家や文化施設の有する資源の活用が効果的であることはわかっ

てきましたが、それらの活動を継続・拡大していくための仕組づくりについて検討します。

【報告 1】　報告者（福島県文化センター：岩崎道弘 氏）

　被災地の学校等へ芸術家等を派遣して文化芸術活動を行うプログラムについて、どのよう

な枠組みや支援協力体制があればより多くの学校へアートを届けることができるのかについ

て意見交換をします。

【報告 2】報告者（いわき芸術文化交流館アリオス：大石時雄 氏）

　文化施設でのアウトリーチ活動をもとに、今後のプロジェクトづくりについて検討します。

テーマ 3　被災地からの創造発信（コーディネーター：大澤隆夫 氏）

　被災地においては、大震災の記憶を継承する文化活動がいくつも生まれつつあります。被災

地から発信しようとしているこれらの取組に対して、どう関わりが持てるかという視点に立ち、

被災地からの発信を全国に広げていくための支援のあり方や関わり方について検討します。

【報告 1】報告者（福島発信ダンスプロジェクトより　福島県立博物館：川延安直 氏）

　謡曲や昔話で広く知られているみちのく安達ヶ原の鬼婆の伝説・伝承を素材に、福島県内

の大学・博物館・文化会館が連携し、福島県から発信する新たなダンス・演劇の創造を試み

ているところです。県内のネットワークはできつつありますが、全国発信にあたっての連携

の仕組について検討します。

【報告 2】報告者（かさねがさねの想いより　加川広重 氏・島田誠 氏）

　巨大震災画を背景に記憶を継承することを目的として、震災後、神戸や仙台で震災直後の

壁画を作成し、パフォーマンスの土台となる状況をプロデュースしています。今後、広島や

沖縄などにも展開するための方策について検討します。

＊主な内容

・各テーマに則した具体的な取組を提案していただきます。

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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・取組推進にあたっての課題を整理し、どのような関わり方ができるのか検討します。

○総括会議

◆支援団体の取組紹介

・報告：「企業の震災関係支援の現況と今後の展望」　企業メセナ協議会　荻原康子 氏

・企業、助成団体、文化庁の助成事業紹介

日本赤十字社（福島県）、日本芸術文化振興会、朝日新聞文化財団、文化庁　等

◆全体のまとめ（進行：本杉省三 氏）

・提案事業実現のための方策や支援団体の協力、ネットワークづくりに関する意見交換

プログラム案
13:00 ○オリエンテーション（全体司会進行：松本辰明）

主催者挨拶（運営委員長、文化庁）

会議の進め方説明（司会）
13:15 ○セッション　テーマ１　「復興と伝統芸能の力」

（コーディネーター：志賀野桂一 氏）

【報告 1】
14:15 【報告 2】　◆各団体の活動提案・課題整理・発展にむけた意見交換（1 時間）

休憩
14:30 ○セッション　テーマ 2　「子どもの未来のために」

（コーディネーター：渡辺一雄 氏）

【報告 1】
15:30 【報告 2】　◆各団体の活動提案・課題整理・発展にむけた意見交換（1 時間）
15:30 〇セッション　テーマ３　「被災地からの創造発信」

（コーディネーター：大澤隆夫 氏）

【報告 1】
16:30 【報告 2】　◆各団体の活動提案・課題整理・発展にむけた意見交換（1 時間）

休憩
16:45 〇総括会議（総合コーディネーター：本杉省三 氏）

◆各テーマのまとめ

◆支援団体の取組紹介

・報告：「企業の震災関係支援の現況と今後の展望」（15 分）

企業メセナ協議会　荻原康子 氏

・企業・助成団体、文化庁の助成事業紹介と報告を受けてのご意見

（日本芸術文化振興会、各助成団体、企業、文化庁）（各 5 分程度）

◆全体のまとめ

・提案事業の実現のための方策や支援団体の協力、ネットワークづくりに関する意見交換
18:00 会議終了

交流会
19:00 散会

1.支援・受援ネットワーク会議

資料3-❶
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　支援・受援ネットワーク会議のポイントとしては、先に述べた支援側と受援側

の対等な立場での協働ということの他に、長期的な視点で活動を考えるというこ

とがあった。文化芸術による復興推進は、当初、多くのアーティストや団体によ

る被災地の方々への出張公演的な活動が中心に行われていた。厳しい環境の中で

人々の笑顔を取り戻すためのこうした活動は、非常に重要なものであったが、震

災後 3 年を経過した今ではより長い射程での活動こそが求められるようになって

いる。単発の鑑賞機会、参加機会の準備ではなく、震災で疲弊してしまった生活

や地域のコミュニティを再生し、文化芸術が地域ならではのアイデンティティに

効果を発揮するような、つまり点から線に繋がる展開が必要であり、そして地域

の人々が主役として参画しうる活動さらには、その他の地域にまで広がりを見せ

る可能性のある文化芸術活動、つまり線から面に広がる展開が必要になる。

　支援・受援ネットワークを開催するにあたり、コンソーシアムでは、こうした

文化芸術による復興推進のあり方として 3 つのテーマを提示した。ひとつ目が「復

興と伝統芸能の力」、2 つ目が「子どもの未来のために」、3 つ目が「被災地から

の創造発信」である。会議では、このそれぞれのテーマに基づいた報告と自由討

論を行った後に、総括として地域外の支援団体を交えての対話の機会を実施した。

これから未来へと続けていくべき文化芸術による復興推進のあり方を議論し、参

加者の方々と共有した。

1）復興と伝統芸能の力

　伝統芸能は、地域共同体、地域の社会と文化を支え、繋いでいくものとして、

長い時間をかけて育まれ、受け継がれてきた。しかし、未曾有の災害は、その

存立基盤を掘り崩してしまっている。地域の方々、特にご高齢の方にとって、

村の、町の伝統芸能は、人と人を結ぶ最大の機会であり、心のより所でもあった。

この伝統芸能をいかに手厚くサポートしていくか。まずはこのテーマから支援・

受援ネットワーク会議はスタートした。

　まず「郷土芸能の継承や祭りの発展について」（八巻寿文氏・阿部武司氏）と「無

形文化遺産の被災状況や復興状況のネットワークのあり方（小岩秀太郎氏）に

ついての 2 つの報告が行われた。第一の報告では、2004 年以来「街が劇場にな

る日（マチゲキ）」という名称で舞台芸術に携わる立場から東北のお神楽を紹

介し続けている八巻氏による支援の状況報告があり、民俗芸能の映像を撮り続

けてきた阿部氏による震災後の大槌町、山田町、釜石市、大船渡市、陸前高田

市のお祭の状況が報告された。阿部氏によれば、各地のお祭は全国からの支援

により続いてはいるが、自立の道も模索していかなければならない時期に立ち

至りつつあるという。また、八巻氏の報告では、「記録することが記憶となる

までには、伝える意思が伴わなければ、ただ形だけの記録になってしまいます。
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記録には再現が伴わなければいけません。」という言葉が会場の広い共感を生

んだ。

　第二の報告では、一般社団法人儀礼文化学会、公益社団法人全日本郷土芸能

協会、東京文化財研究所、独立行政法人防災科学研究所の共同によりウェブ上

で展開されている無形文化遺産情報ネットワークの報告が行われた。無形文化

遺産情報ネットワークでは、今後、情報・記録のアーカイブ化と現地との対

話、次世代への引き継ぎ、そして地域の芸能を通じての子どもたちが生き生き

と育っていける環境づくりを考えていきたい、という報告があった。また、文

化芸術による復興推進コンソーシアムとの連携の可能性についても提案があっ

た。

　報告の後、コーディネーターの志賀野桂一氏を司会に自由討議が実施され、

「人同士の繋がり」、「隠れていた地域の力」といったキーワードが提示された。

郷土芸能は「かっこいい」ものであり、「隠れていた地域の力」を取り戻すこ

とこそが、地域の誇り、そして再生の力となることが指摘され、討論の締めと

なった。

2）子どもの未来のために

　文化芸術による復興推進とは、その地域の未来を文化の力で取り戻していく

ことである。その未来の主役となるのが、被災の中で暮らし、育っていく子ど

もたちだ。それは地域の未来の可能性そのものを育てていくことでもある。

　このセッションでは「学校でアートを通じたプログラムを行うためのネット

ワークづくり」（佐藤豊氏）と、「文化施設における子どものためのアウトリー

チ活動」（大石時雄氏）の２つの報告が行われた。佐藤氏の報告では、福島県

文化振興財団が平成 23 年度より事務局を務めている文化庁の『次代を担う子

どもの文化芸術体験事業』の実施概況について紹介された。毎年多くの参加希

望校があり、参加をお断りしなければならない状況もあるという。

次代を担う子どもの文化芸術体験事業実施状況

年度 プログラム数 申込数 実施数 実施率 参加人員

23 36 142 校 139 校 97.8% 21,000 人

24 24 204 校 96 校 47.1% 14,000 人

25 306 校 136 校予定 44.3%

　続く大石氏の報告では、「すべてはいわきの子どもたちのために、すべては

未来の子どもたちのために」という、2011 年 11 月の再オープンをするにあた

1.支援・受援ネットワーク会議
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り、支配人である大石氏から職員全員に掛けた号令の紹介からはじまった。被

災地の中でも福島県は原発被害もあり、他の被災地にも増していつ復興がなさ

れるか先が見えない。それならば、未来を子どもたちに、その子どもたちを産

み、育てている親たちに託そう。アリオスはそうした想いの下、全予算の 3 分

の 2 を子どもに振り向けているという。

　コーディネーターの渡辺一雄氏を司会とした自由討議では、「震災孤児や母

子家庭、父子家庭に敢えて絞った事業をコンソーシアム主導で行ってはどうか」

という問いかけを中心に白熱した議論が行われた。地域の自治体、あるいは公

立文化施設では、どうしても行政区域を越えた活動はしにくく、結果、全国的

なうねりになっていかない。それならば、行政区域を越えられるコンソーシア

ムの枠組みを使い、誰もが無視できないテーマでの事業を展開したほうがよい

のではないか。それでこそ、震災後 3 年を経て沈静化しつつある被災地以外の

人々をも動かす情報発信となりうるのではないか。この投げかけは、震災の風

化が懸念される今現在、ひとつの方向性を示唆しているようにも思われる。

3）被災地からの創造発信

　被災は極めて不幸な体験である。一方、その体験がアートや音楽、ダンスと

いった表現に昇華されていった時、その表現の持つ影響力は、時に極めて大き

なものともなっていく。それは被災地の方々にとっての癒やし、あるいは慰霊

ともなりうるだろうし、他の地域に住む人々にとっても忘れ得ない体験をもた

らすものともなる。被災という体験、あるいは記憶の創造発信への転化は、文

化芸術による復興推進にとって決して欠かせない要素である。

　このセッションでは、実際に東日本大震災の体験を作品の創造へと繋げる活

動を行っている方々から 2 つの事例の報告を受けた。最初の報告「かさねがさ

ねの想い」（加川広重氏・島田誠氏）は、巨大画を手がけている加川氏と、阪

神大震災の後、同地で、芸術文化の力で被災地の復興をしていく「アートエイ

ド神戸」という運動を続けて来た島田氏からの同名のイベントの紹介である。

加川氏の巨大画を舞台背景に、東北の被災地で生まれた曲や詩を集め、かつて

の被災地であった神戸で公開する。2 つの被災体験が結び付いたこのイベント

では絵の前で手を合わせる人も多くいたという。

　もうひとつの報告「福島発信ダンスプロジェクト」（川延安直氏）は現在進行

中の創造活動の報告である。安達ヶ原の鬼婆の伝説をモチーフに、様々な方に被

災地である福島県内をみてもらい、そこからダンスを創る。そして、そのダンス

を各地に情報発信し、『伝承』していく。例えば平家物語が文化として伝承され、

そして様々な新たな表現を生み出していったように、福島で 2011 年 3 月 11 日以

降に起きたことを広げ、伝えていきたいという。
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　コーディネーターの大澤隆夫氏を司会とした自由討議では、加川氏の巨大画

の今後の展開を皮切りに、被災地からの創造発信が様々に広がっている状況が

活発に議論された。

4）総括会議

　これまでの被災地での / 被災地からの活動を中心としたセッションを受け、

総括会議では、支援側の活動状況の紹介がなされた。

　各支援団体の報告概要は下記に示す通りである。

公益財団法人 朝日新聞文化財団
【朝日新聞の文化の面での支援活動等を担う団体】

活　動 ①「朝日賞」という人文科学の賞の実施
②毎年の「大阪国際フェスティバル」主催
③芸術活動・文化財保護への助成

助成活動 ①平成 26 年度　文化財保護に 25 件で計 4,000 万円
②平成 23 年〜　被災地特別枠

【平成 25 年は 6 件で 1,090 万円の助成：被災地枠の応
募件数が減】
1）釜石市の虎舞の山車の修復 2 件
2）石巻市の般若経巡行用の用具の整備
3）福島県本宮市の岩角山毘沙門堂・観音堂の改修
4）葛尾村の薬師寺の般若経修復
5）文化財保護支援機構のシンポジウム

独立行政法人 日本芸術文化振興会

助　成 「文化芸術振興補助
金」

現代舞台と伝統芸能
関係、映画と、対象
分野は限定

文化庁からの補助金
の舞台芸術関係につ
いては特定の費目を
助成し、収支が黒字
になっても減額等は
ない。

「芸術文化振興基金」 現代舞台から文化財
まで幅広い

助成活動 「災害復興基金」 基金を募り、ある程度の額になったら、災害
復興支援という形でやっていく
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日本赤十字社 福島県支部

これまで ＊震災当初は主に避難所での救護活動
＊放射線測定器の支援など
＊平成 24 年度〜ソフト面の支援（学校支援事業）

　福島県内は放射線の影響で、屋外で子どもたちが遊べない状況
がある中で昨年度から市町村の体育館を借り、未就学児に遊んで
もらう活動をしている。

学 校 支 援
事業

4 月〜 支援対象：47 校（小学校
24 校、中学校 13 校、高
校 8 校、養護学校 2 校）

（33 校に事業を実施）

対象：地震、津波等で校
舎が壊れ、今も仮校舎で
授業をしている学校

福島県文化センターから
｛演劇：日本児童青少年演劇協会、音楽：日本演奏連盟｝を紹介

公益社団法人 企業メセナ協議会

GBFund（東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド）｛平成 23 年 3 月 23
日に立ち上げ｝

寄付 趣旨に賛同していただける方々：平成 25 年 10 月 9 日現在、1 億
933 万円

事業 被災者、被災地を応援する目的で行われる芸術文化活動、それか
ら被災地の有形、無形の文化資源を再生していく活動に対して助
成。

活動状況 助成した活動件数は 181 件、この夏までに 9128 万ほどの活動支援
金を助成。
＊申請は年に 2 回、選考委員会で選ぶ。現在は 1 回あたり 150 件

ほどが申請。
＊平成 23 年の夏から、お祭や伝統芸能等々への支援件数が増えて

いる。
＊ 1 件あたり 50 万円を上限に、1 回 30 件ほどを採択。
＊平成 24 年 3 月に「百祭復興枠」を立ち上げ、日米交流団体のジャ

パンソサエティから百祭復興に限定し、2 年間で 25 万ドルの寄
付を受け入れ。
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企業による復興支援の事例を紹介

＊朝日新聞文化財団……特別枠設置
＊ロームミュージックファンデーション……オーケストラ支援
＊ヤマト運輸……クロネコファミリーコンサート等
＊三菱商事……東日本大震災復興支援基金
＊日本 NPO センター……市民社会創造ファンド
＊住友商事……東日本ユースチャレンジ
＊サントリー地域文化財団……サントリー地域文化賞ウィーン・フィル＆サン

トリー音楽復興基金
＊日本生命とニッセイ文化振興財団……被災地での演劇とコンサート（子ども

を無料招待）、日生劇場での震災がテーマのミュージカル上演
＊トヨタ自動車……「ココロハコブプロジェクト」（南三陸の子ども向けワー

クショップ）、トヨタコミュニティコンサート
＊ソフトバンク……東日本大震災復興支援財団
＊フェリシモ……「とうほく IPPO（いっぽ）プロジェクト」
＊企業 6 社（味の素、花王、損保ジャパン、電通、東芝、ベネッセ）コンソー

シアム……みちのく復興支援事業

　コーディネーターの本杉省三氏を司会とした自由討議では、震災から時間が

経つ中で、支援側と受援側がうまく結び付いているところとそうでないところ

の格差が広がっていること、また、継続していくための課題の議論と、具体的

なマッチングやコーディネートをコンソーシアムとしてやっていくことの重要

性が議論された。
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資料3-❷

文化芸術による復興推進コンソーシアム
「支援・受援ネットワーク会議」記録（要旨）

平成 25 年 10 月 18 日 ( 金 )13:00 〜 18:30
郡山市民文化センター　5 階集会室

〇オリエンテーション　開会の挨拶

本杉省三　運営委員長

　本日はお忙しい中、多くの方々にお集まりいただ

きまして有難うございます。

　設立当時、文化芸術による復興推進コンソーシア

ムでは、「つどう」「つなぐ」「つたえる」「しらべる」

「つづける」という 5 つのキーワードを活動の柱とし

ました。

　本日は、それぞれ立場の違う皆様方にお集まりいただき、お話を伺い、意見交換を行う中

で文化芸術を通した新しい活動や支援の形がひとつひとつ見えてくるのではないかと期待し

ております。おそらく当コンソーシアムがこれまで社会に強くアピールすることができなかっ

た「しらべる」以外の 4 つのキーワードの部分で、少しずつ活動ができるようになっている

という期待を込めて有意義な時間にできればと思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。

北風幸一　文化庁文化活動振興室室長

　今回の支援・受援ネットワーク会議の開催にあた

りまして一言ご挨拶を申し上げます。

　これまで、東日本大震災からの復興について、非

常に多くの方々が、様々な立場から文化芸術の力を

活用した復興支援に携わってこられました。一方で、

支援活動を続けていくための経費が確保できない、

どこにどのようなニーズがあるのかがわからない、ニーズが変化しているということが伝わっ

てこない、全国に被災地のことをもっとよく伝えたいけれども、それを伝えるための有効な

実現方法がわからないといった課題があると伺っております。

　この「支援・受援ネットワーク会議」は、こうした課題を踏まえて、被災地の方々を中心

に提案されたテーマについて議論や情報交換をする場として設定されました。この会議を通

じて、様々な課題に対する解決方法を見いだすために、意見交換や情報交換をしていただき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

支援・受援ネットワーク会議　記録要旨
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資料3-❷

〇テーマ1「復興と伝統芸能の力」

【イントロダクション】　志賀野桂一 氏

　「復興と伝統芸能の力」とチラシに書いてあります

が、「民俗芸能」「郷土芸能」「無形文化遺産」という

言い方もあり、用語を統一的に使うことは難しいの

ですが、私は「郷土芸能」という言い方をしており

ます。

　生活と一体となっている郷土芸能は全国各地にあ

り、芸能の道具や場所だけで復興ができるわけではありません。つまり東北の祭や芸能の再

興は、生活の全体に係わることであるということです。

　祭や神楽、芸能は生活の節目、節目で、祈りや豊作祈願という形で培われてきました。プ

ロの方はとても少なくて、皆、兼業的に別の仕事を持っております。また、田植え踊り、お

神楽、剣舞、獅子舞、虎舞……等々、様々な郷土芸能の所作は、下半身の所作、大地、地を

這う所作が中心となっています。

　日本では芸術と芸能を区分していますが、横文字で言うと、どちらも ART です。これは宗

教観の違いだと私は思っています。芸術という形でカテゴライズされるのは、個人の卓越性、

それを追求するところにあります。一方で芸能とは集団、あるいはコミュニティのためにあ

るというところから出発しています。

　芸能とは、神様への奉納が多いのですが、橋爪大三郎さんの説で、カミは「迦微」という

字を書いたと言われています。日本の神様というのは、「八百万の神」で自然崇拝です。仏教

が入ってきてからは、神仏集合となりました。言葉的に言えば「山
さんせんそうもくしつ

川草木悉有
う

仏
ぶっしょう

性」、あるい

は「山
さんせん

川草
そうもく

木悉
しっかい

皆成
じょうぶつ

仏」ですけれども、神様が山だとか、川だとか、海だとか、自然に宿っ

ているという考え方です。祭の精神構造というところで言えば、幾多の災厄、災害、今回の

津波も含めて、そういったものを乗り越えてきており、それが東北の力強い芸能や祭の様式

となっています。

　次に、神楽について少しひもときたいと思います。神楽は権現様（そのときに現れる神様）

を楽しませるための奉納芸として始まりました。それを村人やコミュニティの人たち、見物

客が見るという構造で行われています。芸能の構造は、演じ手と観衆との間で交わされる魂

の交歓行為なのではないかと思います。

　最後に、新しい支援の形ということで、今回は「受援」という新しいフレーズが出ており

ますが、芸能を直接届ける支援がこれまでの形であるとすれば、これからは、もう少し受け

手側、受援者側で考える支援ということが必要となるのではないかと思います。その中で、

この「習いにいくぜ！」は、JCDN というコンテンポラリーダンスのネットワークをされて

いる佐東範一さんが提唱して、その地域、地域に行って、盆踊りや、そこの芸能を習うとい
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うことを通じて支援することを実行されているグループです。これはまさに精神を掘り起こ

す支援と言え、伝統芸能を発展させるもうひとつの新しい契機になるのではないかと考えて、

これを紹介してイントロダクションといたします。

【報告 1】郷土芸能の継承や祭りの発展について

八巻寿文 氏　私は、2004 年に「街が劇場になる日（マチゲキ）」という芸術祭を企画しました。

その際に東北オリジナルの舞台芸術を調べて、お神楽に出会いました。街中で 2 日間にわたっ

て８つのお神楽の紹介を行いました。それから毎年続けています。

　東北、特に旧仙台藩のお神楽の特徴としては、山伏系の山岳信仰の法印さんからの伝承、

組み立て式の舞台という 2 つが挙げられます。

　そこで私は、舞台芸術に携わる立場と視点から、オリジナルの移動形式の神楽舞台をつく

り、どこにでも持ち運んで、公演ができるようにしました。法印神楽の中には大乗荘厳飾り

やアクロバット的な舞などが楽しめる演目がとても多く、なるべく派手な演目を街中で行い、

続きはぜひ現地で観光してくださいと、原形に忠実なお神楽を街で紹介するということを行っ

てきました。

　震災以降の雄勝法印神楽についてお話しします。雄勝法印神楽は、浜神楽と呼ばれ 15 の浜

に 7 つの神楽舞台があります。現地の人が舞台を組み立てて、そこに神楽組をお招きして奉

納するスタイルです。先の震災で全ての舞台が流されてしまいました。震災直後の 4 月頃に

10-BOX の移動式の神楽舞台を 10 月の奉納時期に貸してほしいと相談があり、雄勝神楽の専

用の移動舞台を製作しました。予算のあてはありませんでしたが、東建設という仙台にある

数寄屋造りの職人の工場で製材から加工まで協力していただきました。他の地域への遠征も

可能にするため、劇場の舞台の上に神楽舞台が乗せられるように、足を 2 段階低くできるよ

うに設計しました。その移動舞台は、鎌倉宮、国立劇場、出雲大社まで呼ばれました。

　私は、お神楽を別の言い方で、無形文化という言い方をします。例えば能とお神楽を比べ

たときに能は家元があって興業に分類され、お神楽は奉納に分類されます。行政で言えば能

は文化行政、お神楽は教育委員会になります。しかし、私は研究者でも愛好家でもなく舞台

芸術プロデューサーとして、無形文化＝舞台芸術と捉えています。

　お神楽の支援の中で私が足りないと思う視点は、リハビリ的な支援、自分で立って歩ける

ように支援をすることです。介護保険制度のように数値化するのは難しいでしょうが、まず

分類できる可能性はあると思います。私は雄勝神楽には電動車椅子をプレゼントしたのかも

しれないと、結果的に分析しています。

　最後に、沿岸部は文化まで破壊されたわけではありません。人は住んでいなくても、ふる

さとへの想いがあれば、そこに文化は残っています。記録することが記憶となるまでには、

伝える意思が伴わなければ、ただ形だけの記録になってしまいます。記録には再現が伴わな

ければいけません。また、元の日常を再現すると共に新しい環境と価値観も育まなくてはな
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りません。

　雄勝神楽については、復興がかなり進んだと思われているかもしれませんが、また一方で

仙台市内の生出森八幡神社付属神楽というお神楽は、神殿に上がる石段が崩れてしまったた

めに、舞台は無傷なのにお神楽の再開ができません。

　今年の「マチゲキ（れきみん秋祭り）」では、これまでお話しした「生出森八幡神社付属神楽」

「雄勝法印神楽」そして「早池峰の岳神楽」などをお呼びしてご披露します。

阿部武司 氏　私は、民俗芸能の記録映像を撮ることを生業としています。その関係で東北の

沿岸部には 20 〜 30 年通い続けており、その間に東日本大震災がありました。先ほど報告にあっ

た雄勝法印神楽も、震災から祭が再開されるまで、34 分ぐらいの映像記録にしました。映像

を撮って、公開し、祭の当事者に映像を差し上げています。

　これまで祭を見てきた中で、今は大きな局面にきていると思っています。震災直後、数ヵ

月して、祭などの郷土芸能が上演される機会が増え、大きな支援組織が広範囲にわたり支援

しました。2 年以上が経過し祭の環境は整ってきましたが、沿岸部そのものの生活基盤が大き

く失われているため、祭はできるが廃墟の中の祭、それもいつまでできるのかわからないと

いう状況です。

　大槌町の祭をみても、今年は嵩上げ工事が遅れたために、これまでと同じような場所で祭

を行いましたが、嵩上げ工事が始まると、旧町内、市街で祭ができなくなり、彼らが思い焦

がれている祭の形態が一時的に損なわれるというのがこれからの展開です。そういったとき

にどのような支援ができるのか考える必要があると思います。

　私は大槌町、山田町、釜石市、大船渡市、陸前高田市のお祭をずっと取材してきて、深く

交流していますが、陸前高田市も同じ状況にあります。今年のお祭が旧市街地の道路の範囲

でできる最後のお祭でした。陸前高田市のお祭は七夕祭と言い、美しく飾った山車に太鼓を

乗せて、勇壮に引っ張って歩くというお祭です。それが旧 12 町内で行われていましたが、お

祭を行っている町内会はほとんど解散しています。町内会は解散したけれども、お祭をやり

たいという人たちが祭組だけを残してお祭を続けています。これまでの 3 年間、やはり多く

の人的支援、物質的支援、金銭的支援があってお祭ができましたが、来年はこれまでのお祭

の形態が整わないということで、本当に悩んでいます。

　これまでお祭には、様々な支援団体が入ってサポートしてきました。これからもそういう

形は続くと思いますが、東日本大震災から 2 年半以上経過し、3 回のお祭を経験してきた今日

に至って、受援側はそろそろ自立の道も考え始めています。ある芸能団体さんは支援を受け

られたおかげで完全に復活したという報告をしてくれました。そして、これまで支援してく

れたグループに対して、これを復興資金として使って下さいと支援をお返ししたという団体

さんもあります。

　民俗芸能団体は、早く自立をして自分たちの活動を続けたいという思い、いつまでも支援
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を受ける側では嫌だという思いがどこかにあると思います。自立を促していくことが今一番

大事なことなのだと思います。祭を行うことへの形態を保全していくことが大きな支援の対

象になると思います。

最後になりますが、金銭的な支援というのも必要ですが、文化芸術の側面から支援できる

のは、やはり我々が彼らと交流すること、それが一番なのではないかと考えています。被災

地支援も大切ですが、被災地を忘れないという姿勢も我々が一番簡単にできる大事なことだ

と思っています。

【報告 2】無形文化遺産の被災状況や復興状況のネットワークのあり方　小岩秀太郎 氏

　まず、無形文化遺産という言葉ですが、基本的には郷土芸能、民俗芸能と同じような括り

として使っています。あとは祭礼、行事、民俗技術等を無形文化遺産と括って私どもでは使っ

ています。無形文化遺産は、そこに住んでいる人々の暮らしに係わるものなので、なかなか

形として見えてきにくいものでした。私は、支援情報、被災情報、復興状況等を整理し、地

図化や可視化することによって皆さんに伝えていこうと考えました。

　組織形成は、一般社団法人儀礼文化学会、公益社団法人全日本郷土芸能協会、東京文化財

研究所、独立行政法人防災科学研究所が共同で、これまでやってきた被災状況のまとめや防

災関連でネットワークの蓄積など研究協定を結んで分担しました。

　無形文化遺産情報ネットワーク（映像資料より）は、ウェブ上で見ることができますが、

青いところが 2 年半たって何らかの形で再開し始めたところ、福島県のほうになると真っ赤

ですけれども、これはまだまだ情報がなく、どうなっているのかわからないところです。

　例えば、一番下にある浪江町の苅宿鹿舞は、いまだに神社に保管した用具を取ってこられず、

用具の除染もできておらず、人も集まる機会がなく、どうしてよいかわからないという状況で、

そのような状況もなるべくこの地図上に出すようにしています。また、今の復興状況、再開

に向けての動きを PDF で一覧化してウェブ上に掲載しています。

　情報の視覚化によって息の長い支援に繋げたいと考えていますが、全日本郷土芸能協会と

してもこれまでに、支援団体への情報の提供や職人さんの仲介、申請書のアドバイス等を行っ

てきており、それらのノウハウの蓄積も今後、行っていきたいと思っています。

　無形文化遺産の課題としては、一括支援による支援の格差が生じること、情報の格差等が

挙げられます。もっと情報網を広く持っていきたいと考えています。

　また、支援側の資金の減少により継続支援ができなくなっていることも挙げられます。

　福島県では岩手県や宮城県と同じような支援ができないということも挙げられます。

　無形文化遺産情報ネットワークとしては、今後に向けて、3 つの展開を考えています。ひと

つ目は情報・記録のアーカイブ化。2 つ目はネットワーク構築のため現地との対話の重要性。

3 つ目は、構築したものを次の世代へ繋いでいくこと。そして、日本の各地でも多くの子ど

もたちが芸能や祭に携わっているので、子どもたちがどのように生き生きと活動できるのか、
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外側から見守り、内部の人たちが動きやすい状況をつくっていきたいと考えています。

　最終的にコンソーシアムも、情報ネットワークも、考えていることで共通する部分は多く、

それを一本化していきたいとずっと思っているのですが、なかなか連携できていない状況が

あります。ここの連携の可能性についても、きちんと話をしながら歩み寄っていくことがで

きればと思います。

　それには専門的な知識がどのように共有できるか、予算が使えるのかどうかという連携の

可能性をきちんと考えていかなければならないと思っています。コンソーシアムには東北事

務所ができているので、現地と繋がるという意味で、我々のほうでも東北事務所と話し合い

ながら活動していきたいと思っています。

【自由討議】

Q. 郷土芸能が抱えるいくつかの課題に対して踏み込む第一歩として、理想や考えがあれば、

お聞かせください。

A.その場その場で状況が違うので一括りに言えないのですが、子どもが中心となって伝承さ

れているところは、フットワークもよく、受け入れることも、外に出ていくことも活動し

やすい第一歩として考えられると思います。

A. 芸能団体さん同士が心を通じ合わせると結構よいと結果が出ていると思います。あと、先

ほど言ったように、地元に来て一緒に交流していくということが一番の支援になるという

気がいたします。

A. 宮城県石巻にある大室南部神楽が復活した経緯を見てきたのですが、もともと地元では震

災前まで十何年間も神楽をやっていませんでした。震災がきっかけとなり、もう一度人間

の繋がりに目覚めたとき、その地区全体を支援したいという気持ちになりました。

Q.「記録は伝えるということをしないと記憶にならない」というお言葉が非常に印象に残っ

たのですが、各地で皆さんがつくったものを広めていくために、どのようにしたら効果的

に広められるかということを聞かせていただければと思います。

A. 郷土芸能はカッコイイですよ！　見ていて楽しいし、面白いし、カッコイイ！　ライブで

見るのが一番なので、カッコイイと思ってもらえるような、集中して見てもらえるような、

表現環境にだけはこだわった工夫をして紹介するのが一番だと思います。そして、現地に

来てもらうインフォメーションかな。

Q. 最後にこのテーマに対して、それぞれの報告者から一言ずつお願いします。

A. 郷土芸能、祭というものがこれだけ震災後に取り上げられるようになって、地元にはまだ

まだ隠されている文化がたくさんあって、日本にもたくさんの文化があったということを

もう一度見直せる機会になって、それに携わっている人たちをもっと増やしていけるよう

1.支援・受援ネットワーク会議

資料3-❷



52

に周りから見守っていきたいなと感じます。

A. まさに伝統芸能が復興の力になっているとは思うのですが、もともと地域には彼らの力が

あったわけで、それを取り戻すということだと思います。あと、情報発信のことで、私の

YouTube では今 2400 以上の映像が配信されております。今、しゃべったことは、映像と

して全て掲載していますので、そういう情報は、今後も発信していきたいと思っています。

（http://www.youtube.com/user/asaproabe）

A. 誇りを取り戻すという一点だと思います。

〇テーマ2「子どもの未来のために」

【イントロダクション】　渡辺一雄 氏

　テーマ 1 からの流れを受けて、ここでは「子ども」が大きなテーマとなります。

　しかし、子どもというものをどうとらえるかについては、様々な切り口があります。

　このテーマの報告者はいずれも福島県の関係者です。福島県は被災 3 県の中でも原子力発

電所の事故の問題が大きく影を落としており、福島県の子どもをターゲットとした様々な取

組が着実に成果をあげつつある、あるいは将来に可能性を持たせつつあることは、昨年度の

当コンソーシアムの調査研究の過程でも、気が付いておりました。住民の避難や自治体その

ものが移転する中で、同じ三陸沿岸地域でも、岩手県、宮城県とは少し様相を異にした難し

さを抱えています。

　文化芸術を推進する立場から、この問題をどう解決するかについて、少なくとも正面から

どう向き合っていくかについては、昨年の調査研究では分析まで至りませんでした。

　今回は、ひとつは学校を拠点とした推進のあり方、もうひとつは文化施設を拠点とした復

興に対する有効な手だてという観点から、発表をお願いしたいと思います。

【報告 1】学校でアートを通じたプログラムを行うためのネットワークづくり　佐藤豊 氏

　私ども財団法人福島県文化振興財団は、平成 23 年度から文化庁の「次代を担う子どもの文

化芸術体験事業」東日本大震災復興支援対応ということで、実行委員会の事務局を務めてお

ります。この事業は、音楽や演劇、身体表現など様々なプログラムがあり、幼稚園や保育園、

小学校、中学校、高校、公民館事業などの子どもたちに、アートを通じた様々な体験の中か

ら創造力やコミュニケーションの力を学んでいただく事業です。

　平成 23 年度は、プログラム 36 種類を用意し、142 校からお申込みがあって日程が合わない

3 校を除き、 139 校（実質率 97.8％）、参加人数で 2 万 1,000 人の子どもたちがアートを通じた

プログラムを体験することができました。平成 24 年度については、プログラムを 24 種類に

見直し、204 校からの申込がありました。2 月〜 9 月まで休館のため事業ができなかった事情

もあり、96 校（実施率 47.1％）のお申込を受け入れ、1 万 4,000 人の子どもたちにアートを通
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じたプログラムを体験していただきましたが、半数以上の学校に対しお断りをしました。資

料の写真については、仙台フィルハーモニー交響楽団からご紹介いただいたアーティストの

演奏風景です。この演奏会は本当に面白くて、演奏家が「鑑賞する場所はどこでもいいよ」

と言うと、子どもたちはピアノの下や体育館の隅っこなど、いろいろなところに行って、音

楽を鑑賞していました。今年度は、応募件数で 306 校、実施件数が 136 校を予定しており（実

質率 44.3％）、170 件ほどはお断りせざるを得ないという状況です。

　今後については、事業継続のために課題を 4 点挙げさせていただきます。文化庁の事業の

終期、それから復興支援事業としての継続の可能性、この事業の財源確保の問題、そして出

演協力の継続性についても、今後の課題となります。

【報告 2】文化施設における子どものためのアウトリーチ活動　大石時雄 氏

　「すべてはいわきの子どもたちのために、すべては未来の子どもたちのために」

　これは、2011 年の 11 月に震災後の完全再オープンをするにあたり、支配人である私から職

員全員に掛けた号令です。ご存じのように、被災地の中でも福島県は原子力発電所事故の放

射能問題があり、子どもたちの成育環境、子育て環境がとても悪化しているという現状から、

できるだけ子どもたちとお父さんやお母さんのために、アリオス職員の知恵や時間、アーティ

ストとの人脈等、我々が持っているものを使うことにしました。

　何をなし遂げれば復興なのかという定義によりますが、福島県の場合は原発の被害が進行

している中、もしかしたら復興はしないかもしれない、するにしても考えられないほどの時

間がかかるだろうと思い、それならば、未来を担う子どもたち、子どもたちを産み、育んで

いる親たちのために投資することによって未来を託そうと思い、我々が持っている事業予算

等のリソースの 3 分の 2 は、子どもたちのために使うことにしました。

　いわき市の面積は東京 23 区の約 2 倍あり、とにかく広いです。そのことから、いわき市民

の多くが普段の暮らしの中で私どもの施設を利用することはないだろうと、最初から地理的

に想定していました。そして、来ていただけないのであれば、こちらから出掛けていって演

奏家と音楽を地域に届けるという事業を、自主事業の大きな柱として始めました。

　東日本大震災が 3 月 11 日に起こり、4 月から始まる新しい年度の政策経費、事業予算など

は凍結されましたが、とにかく学校の児童生徒には一日も早く日常に戻っていただきたいと

いう市長、行政、教育長の思いがあり、いわき芸術文化交流館のアウトリーチ活動の予算のみ、

臨時の市議会を待たずに、市長専決処分ということで予算の凍結を解除していただきました。

そして、5 月までの 2 ヵ月間、企画制作課の職員が学校に出向き、学校や児童生徒の様子など

を伺うと同時に、アウトリーチが可能なのか、必要なのかという要望を賜って、そのニーズ

に合わせたスケジュールを調整して、6 月から事業を始めました。

　本日は、提案がひとつあります。それは東日本大震災によって親などを亡くした、いわゆ

る震災孤児、それからいろいろな理由から母子家庭、父子家庭になってしまった親子に音楽
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を届けるという事業を考えてみたいと思っています。子どもたちの人生においての最大のセー

フティネットである親というバックボーンをなくした子どもたちに対して、何とかできない

かということが、この提案した事業の趣旨です。

　普段から学校へのアウトリーチをしている中で、課題が 2 つあります。ひとつは行政域を

越えた活動はできないということです。2 つ目は公平性という理由により、例えば 1 組の親子

のために 150 万円の事業費を使うことは許されないという雰囲気があることです。けれども、

文化芸術による復興推進コンソーシアムの事業であれば、国の支援もあり、多くの皆様方が

参加しているので、いわき市単独ではできないことを可能にすると思います。

　とにかく大震災でつらい思いをしている子どもたちに届けたいのは、音楽そのものという

文化芸術ではなくて、文化芸術を手から手に届けることによって、「私たちはあなたを決して

置き去りにはしない」というメッセージです。

【自由討議】

Q. 報告２について、気持ちはわかるが親御さんをなくされた子どもや片親の子どもだけに公

共施設を提供するという提案は極端すぎると思います。公共施設の中には様々な人が入り、

触れ合うことで繋がりが出てくるものだと思っています。

A. おっしゃるとおりです。ですが、音楽を届ける相手がわずか 2 人であっても、届ける側が

大勢であればその届ける側に、ひとつのコミュニティができ上がります。例えば地元の高

校生たちに事業を手伝ってもらい、公共施設が高校生たちと日常の関係をつくり、そういっ

た工夫を行っていく中で、最終的には高校生たちが主体的に支援に向かっていけるように

なる。そういう工夫が必要だと思います。

A. この場で敢えて挑発的な提案をされたのは、いわき市で地域以外の方々と新たなコミュニ

ティを形成できるかどうかも含めて、リアルな問題が出てきているからだと推測します。

そういった危機的な状況に、「私たちは忘れない、置き去りにしない」というメッセージ

を出すことが重要だったのだと私は理解しております。

A. 災害弱者に対しての教育的な支援ということに焦点を絞り、どういう解決の糸口があるの

か、そろそろ考えていかなくてはいけない時期だと思います。

A. テーマ２において、2 つの報告を伺いながら、芸術団体側からの問題を報告します。支援

に伺う芸術団体、芸術家に対しての公演料やギャランティも十分ではありません。ボラン

ティアでやっているところも非常に多く、支援の気持ちはあっても疲弊していくという問

題を抱えています。通常の公演の合間、芸術活動の合間を縫って、どうしたら有効な支援

ができるかということを、必死に考えようとしています。何とかそこの関係をもう少し、

財政的な視点も含めて考えていただきたいです。

A. 先ほどの報告の中で、行政域を越えた活動はなかなかできにくいという指摘に興味を感じ

ました。それぞれの立場で支援や活動をしている場面が見られますが、行政や施設、財団、
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地元の合唱連盟、吹奏楽連盟、様々な芸術の活動をしている組織と手を取り合って、一体

となって子どもたちを支援していくような形が今後見えてくると、また復興の意味合いが、

大変よい形となるのではないかと思いました。

Q. 報告２の提案については、公立文化施設が音頭を取って行うのか、国レベルやコンソーシ

アムという枠組みの中で共通テーマとして具体的な協議の場を設けるべきなのか、どうい

う手順で行うかについての構想をお聞かせください。

A. いわき市は高齢化、少子化が進んでいく状況の中で、2008 年アリオスをオープンさせまし

た。高齢者に対しては市民芸術文化活動支援を柱に、子どもたちと親に対しては子育て支

援と教育支援、この 3 つを施設運営と自主事業の主要な目的にしました。

　東日本大震災が起きたことにより、いわき市文化協会は、会員が減り、衣装や道具が流

され、活動が縮小していきました。それに対して公立文化施設として、これまで活動して

こられたポリシーを踏みにじることなく、活動の場を増やすことを提供しました。施設と

舞台技術を提供し、文化協会とアリオスの共同企画として「文化復興祭」という事業を立

ち上げました。

　つまり、少子化、高齢化、財政の縮小、人口減少と抱えている社会的課題に対し、文化

施設と文化芸術は何ができるのかを考えて、施設のオープン時から運営してきたわけです。

　しかし、我々がそういう活動を粛々と行っても、それはいわき市の中の活動であり、全

国の大きなうねりとはなりません。

　コンソーシアムに対して何が言いたいかというと、具体的に被災地を文化から復興する

ということで皆さんが全力でやっても、取り上げられる際には、「文化からの復興」とい

う一言で括られてしまい、具体的に震災復興に対応し、何の成果をあげているのかがなか

なか見えてきません。それならば、極端であざといかもしれないけれども、災害弱者に対

して、我々文化芸術と文化施設に係わる人間がこういうことをやっていると、目に見える

形で広報していけば、行政域を越えた、いわきを越えた被災地全体に対する文化芸術の力

ということを示していける。それが結局、多面的、多重的に広がっていけば、ひとつの大

きなうねりとなって文化芸術と文化施設の必要性を認識してもらえると、少し甘い理想で

すが、そういった意味で提案しました。

【まとめ】　渡辺一雄 氏

　福島県文化センターからの文化庁関連事業の報告では、ニーズに対して十分に支援が供給

されていないという問題点が挙げられました。また、今回は議題となりませんでしたが、子

どもたちの健康管理をはじめとした非常にきめ細かなケースへの対応というのが求められて

いると、違ったサイドから聞こえています。総括会議の中で、そのあたりの問題も取り上げ

ていただきたいのですが、PTSD の問題も含めて震災後 2 年から 5 年にかけて心の問題の症
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例を訴えるケースが増えてきます。教育現場とのきめ細かな連携も視野に入れて、我々の取

組を今後の中長期的なスパンの中で検討していく必要があるのではないでしょうか。

　いずれにせよ、子どもはキーワードであり、子どもをどうとらえるか、子どもと文化芸術

を通じてどう向き合えるかについては非常に重要な問題であるという点、概括的ではありま

すが、共通理解がある程度得られたところで締めくくりたいと思います。

〇テーマ3「被災地からの創造発信」

【イントロダクション】　大澤隆夫 氏

　音楽の力による復興センターは仙台フィルと市民有志でつくられ、震災から 2 週間後の 3

月 26 日に 1 回目のコンサートを、仙台駅近くのお寺にあるバレエスタジオで始めました。こ

れまでのコンサート回数は 320 回を超え、9 万人を超える方にご来場いただいています。当

初は音楽を届けるという場面が多かったのですが、最近では一緒に声を出して歌うというこ

とが始まっており、ご高齢の方の合唱団を組織して仙台フィルと歌うイベントも企画中です。

歌いだすということには、かなり大きな意味があると感じています。

　「被災地からの創造発信」ということでは、被災後、3 県で 20 近い演劇が制作され、上演さ

れています。そういった演劇者、芸術家、芸術団体の中から、今回は 2 チームの方にパネラー

をお願いしました。ひとつは、すでに 2 回目のイベントを終え、来年早々には神戸でも行わ

れる「巨大画」と他分野のパフォーマンスを行っている加川広重さんと島田誠さん。もうひ

とつは福島発信ダンスプロジェクトの川延安直さんです。こういった創造が記憶や祈りに繋

がったり、ある意味での意思表示として使われていったりするのだろうという思いや、それ

を受け取る人たちはどう見ているのだろうか、という思いもあります。

【報告 1】かさねがさねの想い（映像上映含む）

加川広重 氏　私は宮城県で震災を体験しました。室内から屋根が壊れて屋外が見える、陸の

上に船が上がるといった、いろいろな関係の崩壊に直面して精神的な喪失感を感じ、それを

表現できないかと思いました。私は巨大画という表現を 10 年ほど前から続けており、震災後

は 2 作、表現しています。基本的に仙台で発表していましたが、被災地で生まれた詩や曲な

どを一堂に集め、僕の絵を舞台背景にして、もっと総合的に震災というものを表現できない

かと開催したのが「かさねがさねの想い」というイベントです。

　東北以外での開催もしてほしいとよく言われますが、私個人の主催のため、別の場所での

開催には運搬資金や会場面等が問題になります。そんな中でギャラリー島田のオーナーの島

田さんが偶然来場され、神戸での開催を画策、今年 3 月に神戸での展示が実現しました。神

戸では、仙台以上に反響が大きく驚きました。同じ被災地ということもあるでしょうが、東

北に行きたいがなかなか行けないという方、絵の前で手を合わせる人……。現地のアーティ
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ストの出演でパフォーマンスが行われましたが、神戸の観客の思いを代弁しているようで、

感覚的に東北と繋がったという感覚を得ました。

島田誠 氏　私は阪神・淡路大震災の後、芸術文化の力で被災地の復興をしていく「アートエ

イド神戸」という運動を 5 年間続け、卒業しようと考えていた矢先に 3.11 が起こりました。

現在は「アーツエイド東北」に係わりながら、東北の「志縁」を続けています。支援という

言葉を、私は「支援」ではなく、心の縁で繋がっていく「志縁」を使っています。

　去年の 8 月に加川さんの絵と出会い、衝撃を受け、神戸で展示をしたいと申し出ました。

会場探しに奔走し、KIITO（デザイン・クリエイティブセンター神戸）という市の施設で展

示できました。

　私自身は神戸でギャラリー島田を経営する傍ら、長年、市民メセナとしての芸術文化支援

を行っています。これは 1992 年から公益信託でスタートし、一般財団法人になり、現在は公

益財団法人神戸文化支援基金として、兵庫県下における芸術活動の支援をしているものです。

来年 1 月には加川さんの震災後 2 作目の「南三陸の黄金」を同会場で展示し、それをひとつ

の舞台にした様々なことを計画しています。資金集めは頭が痛いところで、何とか市民が支

える形でやり遂げたいと考えています。

【報告 2】福島発信ダンスプロジェクト　川延安直 氏

　福島発信ダンスプロジェクトは、はま・なか・あいづ文化連携プロジェクトという文化庁

からの支援で行っている事業の一部です。先ほど大石さんから、「福島の場合はもしかしたら

復興はないのかもしれない」という言葉がありました。本当にそうかもしれません。

　このプロジェクトは、安達ヶ原の鬼婆の伝説をテーマに考えています。この伝説をかいつ

まんで説明しますと、平安時代、京都の高貴な方の家に乳母がおり、乳母が面倒を見ていた

女の子が病気になってしまう。陰陽師にみてもらったところ、胎児の生肝をこの子に食わせ

れば治ると言われる。乳母は生肝を求めて旅に出、行き着いたのがみちのくの安達ヶ原。機

会を何年も待っているうちに鬼婆になってしまう。やっと機会がめぐってきた。妊婦を殺め

て腹を割き、子どもの生肝を取り、その後で殺めた女のお守りを見たら、自分が育てていた

女の子に自分があげたものだった――という説話です。この中にいくつかキーワードがある

と思います。「都」と「みちのく」、「乳母」という職業と「生肝」です。

　これは非常に凄惨な話ですが、昔からいろいろな説話や芸能に取り入れられています。も

ちろん、今これをやるということは、福島で 2011 年 3 月 11 日以降に起きたことをテーマに

するということになります。今進めている手順は、まず福島県内をいろいろな方に見ていた

だく。それをダンスの制作に結びつけ、全国に発信していく。そして、一番のねらいは、そ

れを伝承していってもらうということです。また、視察、制作、発信をしながら、それぞれ

の家庭でも福島を学んでほしいと思っています。
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　伝承していくにあたっては、高いクオリティが必要になるでしょう。能楽という芸能は、

型で様々な亡霊や伝説のエッセンスを残していく機能を果たしています。文芸では「平家物語」

が、平家と源氏の抗争の中での悲劇を今に伝え、そこからいろいろな物語を派生させ、能楽

にもなっています。こういうスタイルが、長いスパンで未来に伝えるときに有効な方法なの

ではないか。そのときに伝わったものは、恐らく福島というものではなく、この国で起こっ

たことを伝える、という形になっているでしょう。

　具体的には、まだ現地の視察段階です。この後、来月に担当者会議を開催し、1 月にはシ

ンポジウムを予定しています。シンポジウムでは、まず、ひとつの出来事が物語、文芸とし

て定着していく過程をおさらいします。また、震災以降、被災地で幽霊を見たというような

話も出ているので、そういうものをめぐる人の心の動きも学び、能楽の研究者から、怪談や

説話が文芸として定着していく過程を学ぶ時間も設けたいです。その後、ダンサーや美術家

に入っていただき、具体的な方向性を導き出していく予定です。実際の公演まではまだ 1 〜 2

年かかるでしょうが、文化庁さんの協力を引き続きいただきたいし、専門家の方々に知恵の

部分でお力添えをいただければと思います。

【自由討議】

Q. 報告１について、イベントの仕組と反響などをお聞かせください。

A. 私は阪神淡路大震災のときに生まれたアートはだいたい知っていますが、加川さんの巨大

画は特別だと思います。それぐらいの衝撃を受けましたし、メディアでも繰り返し取り上

げていました。ただ展示して素晴らしいというところに留まらず、出会うことによって、

そこから新しいものが生まれてくる作品だと思います。また、ダンサーやミュージシャン

が事前にその絵とゆっくり出会い、即興的にすごい表現が生まれる、そういう力を持って

いる絵でもあります。加川さんが被災地の作家で、もともと巨大画を描いていた方で、被

災の現場から受けたインスピレーションと画家としての使命感、そういったことが合体し

て、ある意味で、そのときの自分の能力を超えたかもしれない作品が生まれている、とい

うことかもしれません。

　県外で展示するだけではなく、そこで組み合わされるもので、東北と魂が繋がっていく。

その絵を見ることで、あなたはどうするか、私はどうするのかと、自分たちの生き方まで

問われる。それぐらいの力を感じました。今後は神戸以外での発信を考えています。

Q. 報告２について、これから試行錯誤の時期が来るというお話ですが、このような支援がほ

しい、ということがありましたら、具体的にお聞かせください。

A. 事業自体は 2 本立てで考えています。まず構想をしっかり温めて、内容を濃いものにして

いくこと、そして、実際に公演、巡回をするということです。後者については大変なスキ

ルやネットワークが必要であり、その両面で皆さんのご協力をお願いしたいと思います。
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また、実際に公演という形に結びつけるためにどのような点をクリアしていけばよいか、

多くの方たちからお知恵を拝借して、経費の問題も含め、先手を打って進めていければと

思っています。

A. 災害を忘れさせないためにも、こういう絵画を伝導し、公立文化施設で音楽とコラボする

のは重要だと感じました。我々も今後、兵庫県と連携しながら進めようとしています。また、

県民会館との連動も考えていきたいです。

Q. 私たちも震災直後からチャリティコンサート等を開催し、3 年で 300 万円ほど義援金を送

らせていただいています。今日は九州で私たちはどんな活動をつくっていけばよいのだろ

うかを考えるために参加しました。10 月の県民文化祭では、市民の方々に、震災後を生き

抜こうとしている人たちの様子を伝えようと、東日本の写真をずっと撮られている小山一

芳さんの写真展を開催しました。遠方にいる私たちはなかなか東北には行けませんが、そ

こでそのことを伝えていくのはできるかもしれません。一方で、それはエゴではないかと

いう自問もあります。文化芸術による義援金がなぜ文化芸術に使われていないのだろうか、

という率直な疑問も抱きました。

　福岡でも 2005 年に西方沖地震がありました。私は当時アーティストで、そこで 3 年間、

表現や演劇のワークショップをしていました。今出ている話を、様々な視点を含めて、筑

後市で伝えていけないだろうか、それが福岡県や九州全体に伝わっていくような、そうい

う立場の施設になっていけたらよいな、と思っています。

A.志を橋渡しするネットワークのような中間的な組織があることが、全国の文化関係者にとっ

ても必要なのではないか、少なくとも、志の仕組はつくれたほうがよいのではないかと思

いました。

A. 報告 1 のイベント開催を仙台でも考えています。「南三陸の黄金」という加川さんの作品。

防災庁舎だけが残り、あとは全部更地になっています。今、佐藤町長さんは防災庁舎を壊す

と言っています。そうすると、実際に残るのはこの絵だけになるかもしれません。その意味

では、本当に記念碑的な絵なのではないでしょうか。毎年、竹下景子さんが神戸の応援で語

り継ぎのイベントをしていましたが、3 年前からは仙台でその事業を引き継いでいます。災

害科学研究所という 3 県の被災地の話を聞いて集めている団体があり、そのアーカイブが

1500 編になりました。今年はそこから 7 編を選んで語っていただくのですが、その背景に

加川さんの絵を使わせていただき、オーボエ奏者とピアニストの共演によるコラボレーショ

ンを計画しています。こういった絵は、パフォーマーにすごい影響を与えていると思います。

舞台芸術はもとより観客が半分つくるという部分があるそうですが、これはまさにもうひと

つのコラボレーションで、新しい芸術環境が生まれているとさえ言えるのではないでしょう

か。演奏者も、普通の演奏とは違ったものになってきます。大災害ではありますが、それを

契機にとんでもないところに芸術的な何かも生まれてしまう、ということを感じています。
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Q. 加川さんの絵の持つ力が、新たな化学反応や触媒も引き起しながら、それぞれの地域で文

化状況というのを引き起こしているというお話ですね。加川さんも、島田さんも、この絵

をいろいろなところで展示し、その前でそれぞれの地域の芸術家の皆さんがパフォーマン

スし、それが様々な形に発展していくことを考えておられます。それを受け入れるのは、

やはりホールなのでしょうか。

A. これだけの巨大画を鑑賞できる場を用意する、その場でまた起こるようなことも含めた場

所を探す、というのはなかなか難しいことです。今打診しているのは沖縄です。沖縄県立

美術館は、指定管理者として費用の問題その他で躊躇されましたが、場的には可能だとい

うことです。広島も美術館の関係者に打診しています。

皆様方のホールでもぜひ考えていただきたいのですが、文化庁の皆様方には、この絵を

ぜひ国連に持っていってほしいと思います。日本の震災が生んだ芸術として、それだけの

インパクト、共感性のある作品です。作品は 24 分割できるので、輸送はそう困難ではなく、

予算化も可能だと思います。文化庁、あるいはこのコンソーシアムの目玉プロジェクトと

して、海外展をお考えいただきたいです。

【まとめ】　大澤隆夫 氏

　震災の契機に、新しい文化の創造が様々に生まれています。その中で、ある種、でき上がっ

ている部分があるプロジェクト、そしてこれから展開されるプロジェクトをご紹介しながら、

今後こういったものをどう進めていくのか、また支援と志のネットワークについて、皆様と

一緒に考える時間をいただきました。ありがとうございました。

〇総括会議

【イントロダクション】　本杉省三 氏

　これまでの話の中で 4 つほど考えるところがありました。ひとつ目は「習いに行くぜ」と

いう姿勢の有りよう。現地に行き、地域の人たちと一緒になってやろうという精神。これは

常に気をつけなければならないことだと思いました。2 つ目は、文化活動の有りようをもう一

度考えないといけないということ。文化活動は、報道機関等で取り上げられる機会もそれほ

ど多くありません。もう少し注目度を高めるために、どういうことに着目してやっていくの

かということは、私たちコンソーシアムの考えるべき問題でもあるかもしれません。3 つ目は、

未来に向けた活動をしていこうということ。子どもたちの活動に携わっている方たちは非常

に前向きで、社会の未来像を描きながら話されていました。4 つ目がコンソーシアムとの連携。

それこそが必要だろうと思います。
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【支援団体の取組紹介】

公益財団法人 朝日新聞文化財団　高橋純一 氏

　朝日新聞文化財団は、朝日新聞の文化・芸術・学術の面での支援活動等を担う団体です。

大別して「朝日賞」という人文科学の賞の実施、毎年の「大阪国際フェスティバル」主催、

芸術活動・文化財保護への助成の 3 部門で活動しています。

　助成活動に関しては、来年度分として、文化財保護に 25 件で計 4,000 万円の助成を決

定しました。一昨年からは被災地特別枠も設け、今回は 6 件で 1,090 万円の助成となり

ます（釜石市の虎舞の山車の修復 2 件、石巻市の般若経巡行用の用具の整備、福島県本

宮市の岩角山毘沙門堂・観音堂の改修、葛尾村の薬師寺の般若経修復、文化財保存支援

機構のシンポジウム「今、文化財が社会にできることⅡ」）。今年は被災地枠の応募件数

が減り、ニーズも減ったのかと思っていましたが、今日のセッションを聞き、地域が大

変な状況にあることで申請に至っていないという事情もあるのかもしれないと感じまし

た。

　シンポジウム「今、文化財が社会にできること」は、東京に拠点をおく文化財保存支

援機構が実施するものです。この団体は、現在全村避難中の飯館村から相談を受けたそ

うです。飯館村では村指定の民俗文化財である三匹獅子舞を継承していこうと、避難先

から皆が集まって月 1 回稽古をしている。ところが村に戻れず、披露する場がありません。

その悩みを聞いて、シンポジウムで獅子舞を披露していただくことにしたそうです。ま

さにこれは、地域が大きな曲がり角にあり、支援にはネットワークがますます重要になっ

ていることを象徴する事例だと思います。

　また、文化芸術による復興支援活動と報道のかかわりについてですが、私どもは助成

させていただく案件について全国の取材のネットワークに伝え、記事にしてもらう役割

も持っています。先のシンポジウムの例では、飯館村での活動に対して東京で開催され

るシンポジウムが場を提供し、点と線が結ばれたことでストーリーが生まれています。

ネットワークで繋がり、その先に発信するためのコーディネートがあると私どもも支援

しやすいし、記事で伝えやすくなります。その辺り、コンソーシアムがさらに踏み込ん

だ形で、支援を求めているところにアイディアを出していただけるとよいと思います。
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独立行政法人 日本芸術文化振興会　吉野孝行 氏

　芸術文化振興基金 1990 年に設立しました。助成については「文化芸術振興補助金」と「芸

術文化振興基金」があり、前者は文化庁で直轄して行っていた事業を、2009 年度から当

振興会で実施することになったものです。

　「芸術文化振興基金」の対象分野は現代舞台から文化財まで幅広く、今年度当初は 745

件の事業に対して12億1,250万円という予算措置をとっています。「文化芸術振興補助金」

は現代舞台と伝統芸能関係、映画と、対象分野は限定されますが、343 件の助成対象活

動に対して 33 億 2,400 万円。映画祭と映画制作は年 2 回募集があり、9 月に決定が出た

2 回目のものは、52 件で約 4 億円。芸術文化振興基金と文化庁からの予算を含め、全体

では 50 億円程度の助成をさせていただいています。

　私どもの新しい取組について紹介します。もともと助成を行う際には外部の先生方に

審査をお願いしていましたが、審査体制を強化する必要があるということで、最近、プ

ログラムディレクター（PD）やプログラムオフィサー（PO）という職員を置いています。

音楽と舞踊で PD、PO を 4 名ずつ、演劇分野では 7 名、伝統芸能、大衆芸能で 3 名。全

体で 18 名です。

　PD、PO の具体的な仕事は、外部の専門家による審査の前に団体から提出される申請

書の内容を確認し、専門委員会で情報提供をする。書面で記載し切れない部分を補足す

る役割を担っています。審査後は、助成する団体との意見交換の場を設けます。専門の

職員が入ることで、このような場が持てるようになりました。さらに、助成を行った活

動自体を実際に確認する公演調査。専門職員を擁したことで、ずいぶん回れるようにな

りました。助成後には事後評価も行い、成果を見ていく中でも一定の役割を果たします。

こうした取組は、第三次基本方針の中の、諸外国のアーツカウンシルに相当する新たな

仕組を導入するという方針に対応したものです。従来、芸術文化振興基金は赤字助成で

したが、文化庁からの補助金の舞台芸術関係については特定の費目を助成し、収支が黒

字になっても減額等はありません。いろいろな課題はありますが、日本版アーツカウン

シルの導入に向けて尽力をしてまいりたいと思います。

　この基金とは別に、災害復興基金という寄付を始めています。もうしばらく基金を募り、

ある程度の額になったら、災害復興支援という形でやっていきたいと思います。
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日本赤十字社 福島県支部　小林俊之 氏

　日本赤十字社福島県支部では東日本大震災以降、復興支援事業を行っており、震災当

初は主に避難所での医療救護活動や炊き出しなどを実施しました。少し落ち着いてから

は仮設住宅の方への家電セット寄贈や自治体へのスクールバスや食品用放射線測定器な

どの寄贈も行いました。

　平成 24 年度からは徐々にソフト面での支援が開始され、今年度から本格的に学校支

援を始めることになりました。県内では原発事故による放射線の影響で、屋外で子ども

たちが遊べない状況にあります。そのような中で、昨年度から県内の体育館（公共施設）

等をお借りし、未就学児を対象に遊び場を提供する事業（赤十字すまいるぱーく）を行っ

ています。

　同様に就学児の支援についても検討に入り、今年度は、地震・津波での被害や原発事

故での避難により仮校舎で授業を行っている県内 47 校（小学校 24、中学校 13、高校 8、

養護学校 2）に対して管轄の各教育委員会を通じてニーズ調査を実施しました。その結果、

支援を希望した 33 校（小学校 15、中学校 8、高校 8、養護学校 2）が対象となりました。

具体的な要望として芸術鑑賞（演劇、音楽など）が多かったことから、学校支援に関す

るノウハウをお持ちの福島県文化センター様に相談し、演劇は日本児童青少年演劇協会、

音楽は日本演奏連盟を紹介していただきました。それぞれ、学校側の要望に応じたプロ

グラムを提供いただき、支援事業を展開しています。

　なお、今回の事業は海外から日赤に寄せられた救援金を財源としております。（国内の

義援金は被災された方に全額配分されます。）

　先週（10 月 9 日）は、南相馬市の真野小学校で演劇（劇団 野ばら）を観賞いただきました。

真野小学校は沿岸部に近く、校舎が津波の被害を受け使用できなくなりました。現在は

市内（真野小から 1 〜 2 キロ）の鹿島小学校の校舎を間借りして授業を行っています。

また、同校の校庭には放射線の影響で避難している市内の小高中学校が仮設校舎を建設

して活動しています。そのため、鹿島小学校は 3 校で共用し、また、体育館も同様のた

め、今回の演劇は会場をさくらホール（市の施設）に移して行いました。500 名収容のホー

ルでしたが、真野小学校の児童（約 50 人）で広々と使わせてもらい、皆さんには日頃の

ストレスを忘れて楽しんでいただきました。

　日本赤十字社福島県支部では予算が確保できれば、この事業を来年度も続けていきた

いと考えています。
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公益社団法人 企業メセナ協議会　荻原康子 氏

　企業メセナにおける震災復興支援の現況をお話しします。私どもは 2011 年 3 月 23 日

に GBFund（東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド）を立ち上げました。被

災者、被災地を応援する目的で行われる芸術文化活動、被災地の有形、無形の文化資源

を再生していく活動に対して助成します。ただ、私どもは社団法人で、自らがお金を持っ

ているわけではありません。趣旨に賛同していただける方々から広く寄付を募ってきま

した。今年 5 月末で、当初の目標である 1 億円を超えて、10 月 9 日現在では 1 億 933 万円。

助成した活動件数は 181 件、この夏までに 9,128 万円ほどの活動支援金を助成しています。

申請は年に 2 回受け付け、選考委員会で選びます。現在は 1 回あたり 150 件ほどの申請

が来ています。1 件あたり 50 万円を上限に、1 回 30 件ほどを採択していますが、採択先

を発表すると、それに寄付をしたいという方もいらっしゃるので、寄付先指定という形

で寄付をしていただく仕組も取り入れています。

　このファンドを立ち上げた際、反応が早かったのは個人の方です。アーティストでも

マルタ・アルゲリッチさんや小曽根真さんからは、CD の売上を GBFund に寄付いただ

いています。八尾市文化振興事業団や愛知県文化振興事業団、新潟県文化振興財団など

は文化施設でチャリティ企画をして、何度も GBFund に寄付をしてくださっています。

GBFund ＝伝統芸能と思われがちですが、2011 年の夏から、お祭や伝統芸能を行いたい

という要望が多く寄せられて、2012 年 3 月には「百祭復興」枠を GBFund の中に設けま

した。日米交流団体のジャパンソサエティからも百祭復興に限定して、2 年間で 25 万ド

ルの寄付をいただけたのも背景にあります。

　震災直後は、避難所や仮設住宅へのアートのお届けが多く、ワークショップなどで被

災された方々の心身のケアをするなど、外から来る形だったと思います。それが徐々に、

ご自身が何かを表現したいとか、お祭で地域の誇りを取り戻していこうという活動や、

震災の記憶を風化させない表現活動に取り組むアーティストも増え、当事者の表現が増

えてきたと感じています。それに伴い、これからどう活動を持続していくのか、コミュ

ニティをどう文化で再興していくのかを考える活動に目が向くようになってきました。

中でも地元に根ざしたお祭や伝統芸能は地域のアイデンティティやコミュニティの基盤

で、力を入れていきたいところです。

　次に、企業と財団による復興支援の動向ですが、最初は義援金の拠出、物質の提供、

その後はチャリティ企画や募金箱の設置、社員ボランティアの奨励、社員からの寄付募

集などがありました。メセナに関して言うと、財団やメセナプログラムに取り組む企業

がその枠組みの中で復興支援を取り入れていく形が見られます。朝日新聞文化財団の特

別枠設置や、ロームミュージックファンデーションのオーケストラを通じて被災地を勇

気付ける活動がそうです。また、文化施設のない地域に音楽を届けるヤマト運輸のクロ

ネコファミリーコンサート等、アウトリーチの手法を活かして被災地で活動する例もあ

ります。

　復興支援を目的とした財団を立ち上げる企業も出てきました。三菱商事の東日本大震

災復興支援基金、住友商事の東日本ユースチャレンジ、企業が資金を拠出して日本 NPO
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センターが運営する各市民社会創造ファンドなどです。寄付付き商品の開発や、東北で

起業する人たちを応援する取組、また、複数の企業が連携するコンソーシアムも出てき

ています。サントリー地域文化財団がサントリー地域文化賞の中で東北地域の方々の活

動を表彰したり、ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興基金などもあります。日本生

命とニッセイ文化振興財団は被災地での演劇とコンサートを開催し、子どもたちを無料

招待したほか、宮城でつくられた震災がテーマのミュージカルの日生劇場での上演も行っ

ています。

　トヨタ自動車の「ココロハコブプロジェクト」は、南三陸の子どもたちが 1 年間どん

な気持ちで過ごしてきたかを自身の言葉で歌にしていくワークショップを実施し、2012

年 3 月の追悼の会で歌いました。もともと次世代育成がトヨタの社会貢献のテーマで、

各地の NPO と進める次世代育成のアートプログラムを持っています。ほかにトヨタコ

ミュニティコンサートという、アマチュアオーケストラの支援もしていて、これらを組

み合わせた活動でした。つまりこれまでやっていたプログラムを併用して被災地支援を

実現しているわけです。他にも、日本毛織は毛糸を被災地の方々に届け、編んだものを

販売して経済的支援に繋げる事例もあります。また、メセナとは離れますが、ソフトバ

ンクが東日本大震災復興支援財団をつくり、次世代育成のためにプロジェクトを申し出

た方々をサポートしています。ここに文化を絡めた申請をするのもひとつの方法だと思

います。

　神戸に本社を置くフェリシモは、通信販売の商品に寄付をのせる仕組を持っています。

阪神淡路大震災のご経験もあるからでしょうが、即座に東北支援を打ち出して、毎月、

商品購入者による 100 円義援金を始め、現在１億 9,700 万円。それを「とうほく IPPO（いっ

ぽ）プロジェクト」として被災地の女性を応援するお金に充当しています。東北の物産

や食品の購入でも支援できる仕組をつくっています。

　企業 6 社（味の素、花王、損保ジャパン、電通、東芝、ベネッセ）によるコンソーシ

アムでは、みちのく復興支援事業として、現地のリーダーを育てていく事業や復興支援

の事例づくりに取り組んでいます。以上が大まかな状況です。

　また協議会では、毎年、企業と企業財団のメセナ活動についての調査もしていますが、

2011 年は震災復興のためのプロジェクトに取り組んだ企業が多かったです。財団は定款

によって活動が制限されるものですが、内閣府の公益認定等委員会が被災地支援に取り

組むよう奨励したこともあり、フレキシブルに対応してきています。2012 年の調査では、

企業による被災地支援の件数は下がっていますが、東京や神戸の会社による被災 3 県で

の地域活性と次世代育成が伸び、恒常的な活動になってきていることがわかります。

1.支援・受援ネットワーク会議
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【自由討議】

○私どもは普段は子どもたちに楽しんでもらえるような演目を東京の劇場でつくっています。

震災後は、それを学校の体育館等で上演できる規模に変え、現地にお届けする活動をして

います。今年で 3 年目、全部で 22 ヵ所を訪問しています。

　テーマ 2 でも話がありましたが、子どもたちのストレス障害に関する調査によると、震

災直後ではなく、4 〜 5 年目にピークが来ています。震災の恐怖によるストレスは時間と

共に軽減しますが、後から生じるストレス、例えば、仮設住宅の狭い空間に閉じ込められ

た生活、住み慣れた土地を離れるストレスなどのほうが深刻だそうです。こういう活動は、

これからも続けていく必要があると感じています。

　一方で、復興の度合いが地域や学校、状況によって異なり、差が生じてきているので、

より必要とされているところに伺う必要性はあると感じています。ニーズはどんどん変わっ

ていきますが、それが東京ではなかなかつかめません。対策が必要であるにもかかわらず、

策が講じ切れていない学校をどう見つけていくかが、今の一番の悩みです。今回お越しの

皆さん、その対象にあたる学校の情報をお持ちであれば、ぜひ教えてください。その中で、

活動をより有効なものにしていけたらと思います。

○それぞれの団体の活動をお聞きして感じますのは、多様多角的な支援が現地とどのように

結ばれているかです。やはり、格差の問題が出てきていると感じます。広い家に住んでい

た家族が仮設で顔を突き合わせて閉じこもったり、自営業だったが、初めて人に使われる

経験をして非常に戸惑ったりという、そういう問題も出てきています。一方で、津波のト

ラウマで風呂にも入れなくなった子どもたちが、子ども向けのプログラムなどを経て、風

呂に入れるようになったというような、希望のある話もあります。福島においては、県外

に避難できる人もいればできない人もいて、そこでの亀裂や、家族が県外と県内に引き裂

かれるようなこともあります。

　そのように多様な状況の中で、どう文化芸術で貢献できるのかというと、やはりやれる

ところから、身近な関係を持ったところで、その人とやるしかないというところが結論です。

しかし、この 3 年で支援のプラットフォームが充実したかというと、むしろ撤退モードに

入っていると感じます。そこをどう繋いでいくか、コンソーシアムにはそこが求められて

いると思います。その点において、先ほどのメセナ協議会さんのお話にはいろいろなヒン

トがあると思ってお聞きしていました。

○去年とコンソーシアムの役割が顕著に違ってきていることは、ある程度事柄を絞って、よ

り有効に対応しなければいけないということです。一般論が議題となった昨年とは異なり、

きちんと成果を出していくことが求められます。成果への評価は難しいですが。テーマ 3

で語られたように、困難な中から新しい芸術的価値を持った文化的なアクションが生まれ

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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得るということが、明確な形で出てきているのかな、とも思いました。

　もうひとつ、行政の仕組をどのように有効にワークさせるのか。本当に必要なところに優

良な芸術文化の価値を持ったものを提供する、その仕組づくりをどうしたらよいのかは、ま

すます見えなくなってきています。コンソーシアムとして今後どうフォローアップしていく

のかという問題意識は、私も非常に深刻に受けとめています。基本的には情報提供、調整、コー

ディネーションを基軸にコンソーシアムのコンセプトをつくりましたが、その辺はなお課題

がありそうです。

　コンソーシアムの構成メンバーは日常的な活動に中心軸を置いておられ、コンソーシア

ムという枠組みの中でどう役に立つのかという点について、前進していく必要があります。

　また、継続性や拡充という点においてのファンディング（資金調達）についても、残さ

れた問題でしょう。ささやかな期待と共に、コンソーシアムにどんどん課題をつけていた

だきたいところです。ちょっと変わりつつあるなという期待感も片方に生まれたのは、昨

年と比較しての特徴だと思います。

○確かに私たちのスタッフが仮設住宅に行くと、仮設を出る人がいれば、みなし仮設から仮

設に移ってくる人もいます。仮設の集約化も始まり、状況は目まぐるしく変わっています。

共通の答えはそう簡単には出ないということを前提にしながら、本日、何かをすれば次の

ステップに行けるのではないかという、あるリアルな感触を感じました。ネットワークに

ついても、情報の連絡ということだけではなく、何かの行動を起こすためにはどういうネッ

トワークをつくろうか、極めてリアルな話だったと思っています。次のステップへの気持

ちが大変前向きなものになりました。

Q. セッション 1 で出た成功例について、もう少し具体的に教えていただけませんか。

A. 岩手の沿岸の民俗芸能は様々なところから支援を受け、日本の各地で今まで考えられないほど

の公演を続けています。そういう方たちは元気です。芸能そのものが彼らの心の支えになって

います。

　子どもの話が出ましたが、お祭こそ、子どもに希望を持たせるすごい力になっています。

例えば虎舞に大人が 50 人来ると、子どもも 50 人くっついていて、一体化して祭をやって

いる。祭そのものが子どもたちの心の開放を図っている。しかし、帰る家は仮設住宅であっ

たりするわけで、日常的に子どもをどうフォローするのかが一番大事なところだと思いま

す。祭だけではなく、多様な文化、音楽、芸術、文学、様々なジャンルのものに子どもの

ときから接するように、教育の現場も含めてやっていかなければいけないのではないかと

思います。子どもの成長なくして被災地の復興はありません。

A. 私も実演家として被災地に 60 回ぐらい行っていますが、いくつか成功していると実感でき

るところがあります。先ほど、支援をしていただいていて復興できたから、今度はその人た

1.支援・受援ネットワーク会議
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ちにまたこれを支援金として使ってくれよというお話がありましたが、それには現地の人た

ちとの繋がりしかありません。現地の人たちと話し合って絆を深めていくしかない。行政や

企業の方たちの支援でも、そういうものがないと一過性のものになってしまうと思います。

○確かに、去年と比べて動きが具体的になってきていると思います。最後のセッションの具

体例は、今後、どういうことがコンソーシアムとして協力できるかという形のひとつとして、

とてもよい事例でした。プロジェクトベースでできるところからやっていくというのは皆

さんの共通認識としてあると思うので、できることを考えながら、できる部分で協力して

いきたいと思いました。

○果たして芸術文化の活動に、どれだけ有益性があるのかということも考える必要があると

思います。伝統芸能は現地の方たちが行っている活動で、それをどう支援し、活性化して

いくかということで光が見えます。一方で、西洋から来ている芸術文化を活用して支援を

するとき、その効果が本当に出てきているのか、やはり活動の定性評価をしていかなけれ

ば可視化されず、成果を見せないと社会から評価を得て支援に繋がらないと思います。ア

メリカのトモダチ基金や、わが国でも民間企業の支援に関してはプログラムがはっきりし

ていて、評価基準も決まっています。そのプログラムなら支援しようと社会から思われる

部分が、現状の芸術文化からは見えてこないと感じます。芸術文化の社会が言語化されて

いない、説明責任ができないという課題もありますが、定性評価は行っていく必要があり、

そのための制度設計をする段階に移らなければいけないのではないでしょうか。

【まとめ】

　このような事業を続け、拡充していくためには、実際に支援を受けた人、その活動に携わっ

ている方が、この事業はよかった、こんな制度があった、受けてよかったと思えるというよ

うな声を、できればより多くの方に伝えていただきたいと感じたところです。そのような声

が届けば、必ずこういった活動は広がり、強まっていくと考えます。（文化庁 北風室長）

　支援を受けている方、実際に活動してい

らっしゃる方、支援を出しているほうの方、

仕組に関与している人、そうした人が複数集

まってお話しする機会は今まで少なかった

ので、こういう機会が持てたことは非常に有

意義だったと感じております。どうもありが

とうございました。（本杉運営委員長）

支援・受援ネットワーク会議の様子
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2. プロジェクト検討会

　支援・受援ネットワークの議論をその場限りのものとしないため、そこで出て

きた各種の方向性の中から①郷土芸能プロジェクト検討会、②文化施設の連携、

③無形文化遺産情報ネットワークとの連携、④子どものためのプロジェクト、⑤

巨大水彩画展示・調査、⑥福島発信ダンスプロジェクトの 6 項目について取り上

げ、具体的なアクションに繋げるための深掘りを図っていくこととした。特に①

〜③については、関係者を集めたフォローアップとしての会議を開催し、コンソー

シアムとして何ができるのか検討を行った（④〜⑥については、関連団体主催の

研究大会等への参加で情報収集を図るに留めた）。

　各プロジェクト会議の実施概要は以下に示す通りである。

1）郷土芸能プロジェクト検討会の開催

（a）主旨・目的：「支援・受援ネットワーク会議」の中で提示された郷土芸

能の取組に対し、自立に向けた交流や新たな展開のあり

方をどのような形で生み出すことができるのかを検討す

る。検討会の出席者からどのような方向性がありうるか

を「企画シート」として収集。そこからの議論を行った。

（b）日　　　時：平成 26 年 1 月 29 日（水）14：00 〜 16：00

（c）場　　　所：仙台市市民活動サポートセンター 4 階　研修室 5

（d）出　席　者：18 名

2）文化施設連携会議の開催

（a）主旨・目的：「支援・受援ネットワーク会議」の中で指摘された東日本

大震災を契機としての各文化施設の地域コミュニティに

おける重要性の再認識をより深掘りし、少子高齢化など

の地域課題に対する文化施設の対応のあり方を検討。

　復興推進員のうち、文化施設の運営に携わる者が集ま

り、会議に先立ってアンケートを実施。その結果から「被

災地における文化施設の運営面での課題解決のためには、

どのような連携が考えられるか」「文化芸術の被災地支援

活動における連携をどのように進めていくか」の議論を

行った。

（b）日　　　時：平成 26 年 1 月 30 日（木）10：00 〜 12：00

（c）場　　　所：岩手県民会館　第 4 会議室

（d）出　席　者：16 名

2.プロジェクト検討会
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郷土芸能プロジェクト検討会　記録要旨

文化芸術による復興推進コンソーシアム

郷土芸能プロジェクト検討会　記録要旨

平成 26 年 1 月 29 日（水）

仙台市市民活動サポートセンター 4 階　研修室 5

会議の目的

「支援・受援ネットワーク会議」の中で提示された郷土芸能の取組に対し、自立に向けた交流

や新たな展開のあり方をどのような形で生み出すことができるのかを協議する。このため、会議

の出席者から「企画提案シート」を提出していただき、それを基に様々な活動主体が連携して進

めることができる取組を見出す資料とした。

会議出席者

氏名 所属

久保田　裕道 独立行政法人 国立文化財機構

東京文化財研究所 無形文化遺産部 主任研究員

小岩　秀太郎 公益社団法人 全日本郷土芸能協会 事務局次長

寺岡　美智子 公益社団法人 企業メセナ協議会 プログラム・オフィサー

八巻　寿文 公益財団法人 仙台市市民文化事業団

せんだい演劇工房 10-BOX 工房長

阿部　武司 東北文化財映像研究所 代表

松崎　和則 福島県文化スポーツ局文化振興課 主任主査

吉岡　恭平 仙台市 教育局文化財課 課長

佐々木　健 大槌町教育委員会 生涯学習課 課長

志賀野　桂一 東北文化学園大学 教授

小松　弥生 独立行政法人 国立美術館 理事兼事務局長

土屋　啓一 文化庁 文化部芸術文化課 文化活動振興室 専門職

大澤　隆夫 文化芸術による復興推進コンソーシアム 東北事務所　所長

渡辺　一雄 文化芸術による復興推進コンソーシアム エグゼクティヴ・コーディネーター

松本　辰明 文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局長

その他、事務局 4 名出席

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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企画提案シートに共通する事項

・被災地への民俗芸能の手厚い支援について様々な要素が取り上げられていること

支援の要素

下記の提案シートをまとめると支援の要素は以下のように見えてきた。

・情報の提供

・技術や道具にあたる資金の支援

・民俗芸能と芸術文化の融合する取組の提案

・観光資源等の意味合いも含めたサポーターの確保

企画提案シートの中身について

A ・支援を得て復活した郷土芸能でも、高台移転等で、震災前と同じ形でやっていくこと

が難しく、震災前の暮らしの記憶が薄れていく危惧がある。そうした中で、各地の暮

らしの記録を行い、継承していく。

・郷土芸能の支援情報を発信していく中で、専門的な内容だけでは一般の人に馴染みのな

いものになってしまう課題がある。より効果的に一般の郷土芸能ファンの人たちと交流

ができるような「ファンサイト」をつくり、郷土芸能の魅力に特化した内容を展開する。

・地区の集団移転等で、新しい場所に移転した際に、今の祭がどう位置付けられるのか

移転の計画の中にも反映させてもらう契機をつくる。

・郷土芸能の魅力をさらに伝えることができるような場として、ひとつのモデルケース

を活用し、後方支援や記録を手伝うことによって、アピールしていく。

・「無形文化遺産情報ネットワーク」のアーカイブ作成に伴い、郷土芸能の映像を公開で

きるようにして、共有できる場をつくる。

B ・民俗芸能は、基本的には文化財という分野で捉えられていることが多く、財政支援も

「文化財」＝保存・保護の目的が多い。しかし、本来民俗芸能は、地域に住む人たちが、

その時々の暮らしに際して祈りや願いが行事化したものであり、芸術文化的な方向か

ら見方や活動をつくっていく。

・食や職、技術を追体験してみることによる研究や発表。

C ・「無形文化遺産情報ネットワーク」ウェブサイトとの連携

例えば、企業メセナ協議会が「百祭復興」の中で助成させていただいた活動に対し、

より専門的な情報を加えて、寄付者の方に見ていただく。

・支援者ヒアリング、支援者を中心としたウェブサイトページ作成

・記録を記憶に残すために「郷土芸能を見にいく会」等のプランニングや実施

2.プロジェクト検討会
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Ｄ ・既に行っている「れきみん秋祭り」では、舞台芸術振興の立場から郷土芸能をライブ

で、しかも原型に忠実に紹介している。それをもっと幅広く告知する等、コンソーシ

アムを通して広げていく。

・普代村の中学校のお神楽は、毎年仙台に来てワークショップと公演を行っている。よ

り多くの観客の中で演じていただきたいので、もっと幅広く告知する等、コンソーシ

アムを通して広げていく。

・民話の伝承について現地が主体となって再起をかけるお手伝いを行う企画。

・「世界一の長生き学校」プロジェクト。福島を拠点に高齢者が社会に益をもたらす社会

貢献村の環境を整備し、福祉モデル社会をつくるようなアイディア。

Ｅ ・郷土芸能は、必ずしもコミュニティで維持されているわけではなく、本当に好きな人

たちがやっているから維持されている。そういう人たちと地域を結びつける支援の方

向があってよい。そこで、もっと身近に民俗芸能を感じてもらうために、ワークショッ

プ等を通じて、鑑賞者や参加者にも体験してもらい、一緒に楽しむ場を設ける。

Ｆ ・福島県では、800 を超える民俗芸能団体があるが、特に原発事故で避難をされている

地域等では、ふるさとを離れて保存会会員も離散している状況である。民俗芸能は、

そこに住む人々のアイデンティティを形成し、郷土への愛着を育んできたばかりでな

く、コミュニティ維持の核としての機能を果たしてきた。そこで、県として発表の機

会をつくり、ワークショップ等のコーナーを設け、福島市内で郷土芸能を通じた交流

の場を来年度の事業として計画している。

Ｇ ・企画の目的として、5 つが挙げられる。

ひとつ目は、子どもたちに地域文化への関心と参加を促進するような取組。

２つ目に住民の文化・衣・食の再発見と伝承活動の促進ができる取組。

３つ目に集落単位での伝統（郷土）文化の伝承支援。

４つ目に高齢者や熟年者の協力による世代間交流を促しコミュニティを再生する取組。

５つ目に新しい伝統芸能の価値創造を図る。

そこで、外から光を当てるような、例えば、東北伝統芸能連絡協議会を立ち上げ、全

国地芝居サミットやフェスティバルの開催など世界的に発信性のある取組を目指して

はどうか。

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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郷土芸能を取巻く状況

・伝統的な手法を使いながらも創造的な部分が少しずつ取り入れられながら行ってきている。

・民俗芸能というのは、民俗の場でやられるから民俗なのであり、舞台に上げたら「ふるさ

との芸能（郷土芸能）」になる。神楽だと四方をかためることが基本だが、舞台では正面を

メインに据えるなど彼らの巧みな技で、見せ方を工夫している。

・復興計画のまちづくりの中で高台移転等により、集落の崩壊ということが進んでしまうと、

地域の名称が伝統芸能の団体の中にしか残らなくなってしまう。町のことをまったく知ら

ない人間が区画整理を自分たちのノウハウだけで行っていると、まちの歴史も文化も関係

なくなってしまう。

・忘れないため、忘れられないために、民俗芸能、文化活動の範囲を、できることは小さく

ても広く捉えないと、位置付けというものがしっかりしてこない。

【いくつかのカテゴリーに分けた問題点・課題】

【上記の問題点・課題から出てきた意見】

情報

・寄付者が主役となるページをつくり、その他の情報にも継続的にアクセスしてもらえる

ように環境をつくるという情報の集約と発信の仕方は、寄付者にとってだけでなくて、

受援者が支援者を支援するという関係、これはぜひ積極的にやっていかなければいけな

い。この場合は、相手が見えるし、目的もはっきりしているので、これはぜひ必要だと

思う。

・どう連携していく かという具体的な内容については、誰が情報を更新して、どこの（誰の）

情報を載せてという、更新していくということだと思う。更新作業というのが何よりネッ

クとなるため、どうすれば更新しやすくなるのか、分担を考えなければなと思う。

・ぜひ何かそういうことを今後も検討できる小委員会ができるとよい。

情報

・基本情報が少ない

・専門家からサポーターまで

・格差

・アーカイブ

・支援向けの情報

・地域文化との組み合わせ

・リニューアル

・舞台物と信仰行事

・コアとなる人たちへ

・若手の育成、担い手交流

・コミュニティとの関係

・文化芸術との出入り

・体験・交流・参加

・支援者を獲得できるよう

な仕組づくり

・負担論

発表の機会 サポーター

2.プロジェクト検討会

資料3-❸



74

発表の機会・サポーター

・サポーターや文化芸術との関係については、検討会等のチームをつくって、発表の機会

や各ご担当の方と相談をかさねれば見えてくるのではないか。

・今回、議論が深まったものについては、今年の秋まで待つということでは時機を逸して

しまうので、民間で進められる取組についてもお願いしたい。しかし、文化庁の補助事

業というのも、もちろん活用する時期は、来年度以降はあるので、それも一応心の片隅

には置きながら検討を進めてほしい。

その他

・次にどう膨らませていくかという観点から、補助事業を取ってくる目的を設定した上で

事業を組み立てていくことも検討したほうがよいと思う。

・情報を収集するにあたって、個人情報保護の問題等もあって、地元の民俗文化財担当の

専門家等が様々な人的コネクションを使って対応しているという状況もある。情報と事

業は、別に議論する場があってもよいのではないかと考える。

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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文化施設連携会議　記録要旨

文化芸術による復興推進コンソーシアム

文化施設連携会議　記録要旨

平成 26 年 1 月 30 日（木）

岩手県民会館　第 4 会議室

会議の目的

　「支援・受援ネットワーク会議」の中では、東日本大震災を通じて、各文化施設は地域のコミュ

ニティと連携することが重要であり、少子高齢化等の地域課題に向けて様々な工夫をしていくこ

とが求められているということが、改めて認識された。

　そこで、当コンソーシアムの復興推進員の文化施設の運営に携わる者が集まり、何をどのよう

に連携していくかが協議された。会議の出席者に事前にアンケートをいただき、「被災地におけ

る文化施設の運営面での課題解決のためには、どのような連携が考えられるか」（雪組）、「文化

芸術の被災地支援活動における連携をどのように進めていくか」（桜組）の 2 つのグループに分

かれてディスカッションを行い、次のステップに繋がることを目標とする。

会議出席者

氏名 所属 グループ

本波　敏 公益財団法人 岩手県文化振興事業団
岩手県民会館

主任 桜組

牛崎　敏哉 宮沢賢治記念館 副館長 桜組

赤間　亜生 公益財団法人 仙台市市民文化事業団
仙台文学館 学芸室長

雪組

八巻　寿文 公益財団法人 仙台市市民文化事業団
せんだい演劇工房 10-BOX 工房長

雪組

水戸　雅彦 えずこホール 所長 雪組

赤坂　茂夫 公益財団法人 宮城県文化振興財団
東京エレクトロンホール宮城

企画事業課長 雪組

川延　安直 福島県立博物館 専門学芸員 桜組

大石　時雄 いわき市 市民協働部
いわき芸術交流館アリオス

桜組

桜井　俊幸 魚沼市小出郷文化会館 館長 桜組

土屋　啓一 文化庁 文化部芸術文化課文化活動振興室 専門職 桜組

大澤　隆夫 文化芸術による復興推進コンソーシアム 東北事務所 所長 雪組

渡辺　一雄 文化芸術による復興推進コンソーシアム エグゼクティヴ・コーディ
ネーター

桜組

松本　辰明 文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局長 雪組

その他、事務局 3 名出席
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アンケートの整理

文化施設アンケート整理表

現在抱える主な課題 課題に対する取組の提案

・業務が日常化する中で、被災直後に

認識していた課題意識の希薄化

・災害の有無にかかわらない日常的な連携

・日常からの文化施設間の人事交流や研修会の開催等

・多くの支援のマッチングへの対応にあたり情報交換を行う場

の必要性

・人材の不足

・県内や東北地区内の文化施設間の情

報交換の場の確保ができなかった

・復旧の目途が立たない文化施設のある自治体との連携

・東北地域で劇場職員のための人材バンク等

・施設周辺の地域と連携して事業担当者の人材を育成する

・外部とのネットワークを緊密にし、お互いの告知広報に協力

し、情報を共有する

・非常時における劇場において、指定

管理関係が破たんし、実務において、

明確な指示体制ができなかった

・災害を想定した各館対応計画書の作成と連携

・これまでの各館においての復興支援のソフト面での対応につ

いて情報の共有化 → アーカイブ化に向けて準備

・震災直後にみられた復興支援であり

ながら自己宣伝の強い活動

・震災直後、支援団体や個人から 多く

の支援が入り、対応に限界があった

ことについて

・緊急情報の速報ネットワーク体制の構築発信基地の準備室を

設置し、災害時のアクションに文化施設の協力活動体制が立

ち上がれる段階をプランニングする

・子どもたちの文化芸術教育を学校と

民間に頼ってきたこれまでの見直し

・学校と文化施設の連携の不足

・学校に参画するシステムやカリキュラムづくり

・東北地方の公立文化施設のネットワーク会議を定例化し、各

県でいくつかのモデル事業の実施と検証を行う

その他、事業面等に対する連携の提案

・宮城ネットワークミュージカルを立ち上げ、被災者の心の復興を図る

・災害をふまえた全国公文協や都道府県公文協での災害対応策への検討会の設置

・中学生の伝統芸能継承の発表の場の確保

・被災地の伝統芸能団体を支援するための文化施設間での文化団体派遣や同種団体交流

・宮沢賢治関連の体感ができる企画

・観光ついでに滞在して、学習ができる素朴な創造村

・被災地を会場に東北ゆかりのある文学作品の朗読会の開催、演劇や音楽とのコラボレーション

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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【雪組の協議内容見】

「被災地における文化施設の運営面での課題解決のためには、どのような連携が考えられるか」

・ネットワークからアクションへ

　震災を経て、潜在的に感じていた不足部分（アウトリーチが足りない、連携が足りない、

あるいは新しい企画を起こすための人材が足りない等）が課題として顕著化した。

　課題が見えたら、その課題にむけて、コンテンツを持っている所と「協働」する。

　課題を解決できなくても、異なるコンテンツと共に課題に立ち向かう行為が「協働」である。

・外部の人材をどのように導入し、協働するべきか

　協働の相手は、学校・企業・福祉施設・消防署など、既に課題を持っている所からやってくる。

課題を何にしましょうかという会議を行うのではなく、いきなりアクションに向かう。

　文学館の場合は、劇場と組んで展示室の中に小さなステージをつくって、朗読会や演劇を

行っている。ただ、職員の人事異動などで継続していくことが難しい場合もある。

　双方の施設同士のニーズが合致した時に、中間を担う所が必要となる。施設とニーズとの

間に足場をかける人がいることによって、繋がることができる。

・お世話役の必要性

　「音楽の力による復興センター・東北」も多くのコンサートを行ったが、アーティストと

来てほしい側の繋ぎを行ってきた。来てほしいという人の中には、マネジメントの経験がな

い人もいて、お世話役の支援についても行った。

　仙台のまちで成功している幾つかのイベントを見ても、実行委員会というお世話役の集ま

りがしっかりしている。

　その地域のことやアートのことがわからずにやっている人に対しても対応できる、落とし

どころを見つけられる発想力や押しの強さを持った人が必要。

・劇場としての制度的な課題

　指定管理者制度の中で、単なる鑑賞型の事業から県民に対しての復興支援や人材育成、地

域の大学との連携等、新たな方向に変化しはじめている。少ない人員体制の中で合理的に、

あらゆるものに取り組んでいくための手法が知りたい。

　システムで繋がることができるのであれば、その前提となる施設の設置条例等を先おさえ

し、活用していくなど、工夫を見つけることで融通をきかせてみてはどうか。

　受け入れる体制があるから人は声をかけてくる。開いた施設であれば、様々な人が頼って、

情報も入ってくる。すると、何をやるべきか見えてくるし、どんどん外に出ていくこともで

きる。
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・コンソーシアムの取組として何ができるのか

　コーディネーターの育成については、学校とのタイアップやジャンルに捕われない幾つか

の組織、あるいは文化施設とのタイアップの方策を探ることもできる。

　本日集まった施設の中で、通常業務と利用を圧迫しない程度のプランを公募し、取組を行

う。その中で、組織の得意分野を発信し、使ってもらう人にも知ってもらう契機になるとよい。

文化施設に捕われず、医療や福祉など全く違う分野の皆さんに享受してもらうやり方もある。

　文化施設が普段から連携し、地域住民の心の支援に繋がることを行っていければ、今後ど

ういうことが起こっても対応できる形がとれるし、これが日本全国のモデルケースになれば

よい。

【桜組の協議内容】

「文化芸術の被災地支援活動における連携をどのように進めていくか」

　どのような支援や連携が考えられるか、アンケートを基にポストイットに記載し、ディスカッ

ションを行った。

・主な提案内容

　博物館・美術館・文化会館・文学館等、それぞれ設置目的が違う文化施設では、ただ作品

を巡回するのではなく、定期的な会議の場をつくり、専門領域を超えた視点から事業を探る。

　教育カリキュラムに合致できる取組の検証。

　人材不足を乗り越えるためのネットワークづくり。

　宮沢賢治と郷土芸能といった賢治の世界を子どもたちに味わってもらう取組。

　いろいろな情報を共有する機会を設けること。

　事業を構想できる人を育てること。

　発表の場を増やす取組。

　文化施設間での非常時マニュアルの整備。地域で活かせるマニュアルとなるような、共同

体が残っていない所のマニュアルは、それぞれ違うものになるため、モデルケースをつくり、

各施設で地域にあったものに検証していくことが必要である。

 

・各文化施設の地域内連携の個別事情の違いについて

　学校教育と文化芸術振興のミッションとでは、役割が分かれているため連携が取りにくい。

　文化施設も博物館もそれぞれ持っている予算と人員で最大限のことをやっているが、トー

タルで俯瞰すると全ての学校を網羅していない。単独で戦う時代ではないので、何とか継続

的に話し合いを行い、連携を試みている。

　県の文化会館・美術館・博物館・資料センターは、基となる財団が同じ組織なので、年に

1 度のペースで合同イベントを行っている。

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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　県立という立場から市町村の施設から後方支援に付いていただく形で、何公演か事業を

行った。しかし、その地域の人が本当に望んでいる企画ができているのか検証されていない

まま進んでいるのが現状で、例えば若い売れっ子のアーティストが無料で公演を行っても、

行くのはほとんど内陸の人だったという事もあった。

　市の教育委員会から宮沢賢治の副読本を小学４年生のときに全員に配り、高学年になると

宮沢賢治の作品と出会う。また、宮沢賢治の誕生日に全ての小中学校に講師が行って、宮沢

賢治のお話や歌や朗読を聞かせることを何年か続けたが、現在は学校の希望によって出向い

ている。

・義援金については、どのように受付けたか。

　会館で基金をつくり、文化振興事業に生かしている。

　市直営のため、文化施設ではなく管轄する市にお金が入る仕組になっている。

　希望者に事業をコーディネートし、そこで使っていただくようにした。

　県からの復興基金については、文化芸術より優先されるものがあり、まだ降りてきていない。

【全体討議】

　各組でどのような議論がされて、具体的な取組として、どのような事が挙がったか進行役から

報告があった。

（桜組）

・専門領域を超えた企画の連携

・教育現場と連携し、子どもたちへ文化芸術を活かした教育の普及

・宮沢賢治を中心とする連携

・発表の場を増やす取組

・情報を共有化するためのマニュアルづくり

・事業の企画ができる人材の育成

　中越沖地震の時に復興基金を活用し事業展開をした経験から、交通整理をするコーディ

ネーターやプロデューサーを備えて今後進めていく必要があると思われる。まずは、情報

を共有するための場づくりを継続的につくっていただきたい。

（雪組）

・指定管理者制度の体制の中で、有期雇用の問題やプロパーが少ない等、様々な問題点がある。

・震災を契機に様々な課題が見えてきたのだから、これらの課題の中から次の事業に踏み出

してはどうか。
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・「ネットワークからアクションへ」ネットワークで問題になったことをどうやって次のア

クションに繋げていくのかということこそが重要である。

　大澤さんがコンソーシアムの東北の事務所を担っているので、例えば、そこをひとつの

事務局にして、今まで出てきたアートマネジメント人材が少ない、コーディネーターがい

ないといった課題に対し、人材を育成するようなハブとなって何がしかの事業を立ち上げ

る、あるいはコンソーシアムがそこでいろいろな提言をしていくような動きをつくっては

どうか。

上記をふまえて意見交換

・コンソーシアムの東北事務所をある種ハブ的機能に持っていき、岩手県や福島県も含めて

人材育成や子どもに重点を置いた具体的な取組を継続的に行い、ひとつの成果として出

せるのではないかと思う。

・県からの復興基金の中に、文化に特化したような仕組は東北 3 県にないのかという質問に

対して、県で集約している寄付金に関しては、そこから文化に分かれているものは現在

ないとの意見が出された。しかし、3 県での事業連携については、現在県立の文化施設間

でも探っている最中であるとの説明があった。

・基金は地方自治法に規定があり議会議決事項のため、復興庁における基金造成に関する一

定の審議は行われていると思うが、なかなか大掛かりな話になると思う。

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施

資料3-❹

文化施設連携会議の様子



812.プロジェクト検討会

3）無形文化遺産情報ネットワーク等との連携

（a）主旨・目的：「支援・受援ネットワーク会議」で報告があった無形文化

遺産情報ネットワークとコンソーシアムがどのように協力

を奨められるか、報告者である小岩氏を招いて２回にわ

たって調整・検討の会議を行った。

（b）第 1 回会議開催概要

日　　　時：平成 25 年 12 月 11 日（水）

場　　　所：中小企業会館　4 階会議室

委　　　員：小岩秀太郎氏（公益社団法人全日本郷土芸能協会）（復興

推進員）、久保田裕道氏（独立行政法人国立文化財機構 /

東京文化財研究所 無形文化遺産部）、今石みぎわ氏（独立

行政法人国立文化財機構 / 東京文化財研究所 無形文化遺

産部）、松本辰明（文化芸術による復興推進コンソーシア

ム）

（c）第 2 回会議開催概要

日　　　時：平成 26 年 3 月 10 日（月）

場　　　所：中小企業会館　4 階会議室

委　　　員：小岩秀太郎氏（公益社団法人全日本郷土芸能協会）（復興

推進員）、寺岡美智子氏（公益社団法人企業メセナ協議）（復

興推進員）、久保田裕道氏（独立行政法人国立文化財機構

/ 東京文化財研究所 無形文化遺産部）、大澤隆夫（文化芸

術による復興推進コンソーシアム）、渡辺一雄（文化芸術

による復興推進コンソーシアム）、松本辰明（文化芸術に

よる復興推進コンソーシアム）
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に多種多様の芸能や祭り、また手わざといった無形

文化遺産が伝えられていた。これらは、地域の風土

や住民意識や知恵のもとに生まれ育まれてきたも

のであり、地域生活に必要不可欠な要素であったが、

沿岸被災地ではその多くが甚大な被害を受けた。し

かし、震災直後から「芸能を演じて供養をしたい」「祭

りで住民を励ましたい」などの理由で一刻も早い支

援を求める声が聞こえ始める。無形文化遺産の復興

は、被災地域の復興において不可欠の要素であり一

刻も早い支援が求められた。

　支援に先立ち、公益社団法人全日本郷土芸能協

会ならびに一般社団法人儀礼文化学会は、岩手・

宮城・福島三県の沿岸被災地の民俗芸能及び祭礼

行事を中心に『郷土芸能・祭り・行事一覧表』を

共同で作成し、現地関係者とメーリングリストで

共有して状況の把握と周知、支援団体への情報提

供を行った。これら情報を通して、被災地におけ

る無形文化遺産の意義が理解されるにつれ情報の

有用性が高まったことで、関係者間のみで共有さ

れていた一覧表を、個々に収集されていた各県や

自治体の情報等も一本化して整理し直し、公開す

ることに決定した。これら情報は、公益性と汎用

性、かつ今後の災害に備えて信頼のおける東京文

化財研究所に置くことになった。また、防災科学

技術研究所の全面的協力のもと、被災した無形文

化遺産の各情報を示した地図を公開している。上

記一覧表とあわせて視覚に訴えかける地図を公開

することにより被災や復興の現状を広く一般に周

知すると共に、これまで支援や注目など情報が行

き届かなかった地域についての情報も新たに収集

し、発信していきたいと考えている。また、これ

ら地域の文化の豊かさを魅力ある発信によって

知っていただき、支援者やファンをつくっていく

ことで、文化継承の一助となることを願っている。

無形文化遺産情報ネットワーク〈協働団体 公益社団法人全日本郷土芸能協会〉
小岩 秀太郎

無形文化遺産情報ネットワークの活動と今後の展開

無形文化遺産情報ネットワーク設立の経緯

　無形文化遺産情報ネットワークは、平成 25 年

3 月に開催された第１回無形文化遺産情報ネット

ワーク協議会をもって正式に立ち上げられた。

　東日本大震災の被災地域の無形文化遺産につい

ては、震災直後から所在情報・被災情報共に判らず、

調べようにもネットワークがなかった。この試み

は、被災地と後方支援あるいは後方支援同士を結ぶ

緩やかなネットワークとして活用され、その中で情

報やノウハウを共有していきたいと願ったもので

ある。行政や民間団体、伝承関係者、研究者、宗教

者、愛好者など、それぞれが持つ情報やネットワー

クは限られているが、それらを繋げることでより広

域的で目の細かいネットワークの構築を図ること

ができると考えたからである。また文化継承は全国

的に非常に難しい状況にあり、このネットワークを

ひとつの基礎に、将来的に全国的な展開を見据え、

一般社団法人儀礼文化学会、独立行政法人国立文化

財機構東京文化財研究所、独立行政法人防災科学技

術研究所、公益社団法人全日本郷土芸能協会が協働

で、無形文化遺産の復興・継承支援の事業を推進す

るために設立したものである。

　東北地方は「民俗芸能の宝庫」と言われ、集落毎

レポート

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施

岩手県釜石市や大槌町で開催されている「奈奈子祭」は芸能と地域

住民、外部の人らが交流できる新しい形の祭だ。
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課題と展望

　平成 25 年 3 月に開催された第 1 回協議会は、

文化庁はじめ研究者、企業、支援団体や宗教者ま

で硬軟取り混ぜた場となり、無形文化遺産の分野

で初めての試みとなるネットワーク構築の第一歩

となったと自負している。ここに集まった組織や

担当者の個々人はいずれも、東日本大震災に対し

てそれぞれの思い入れと人脈を持って活動し一定

の成果を収めてきた。公務というよりも、個人的

な活動による情報収集や周知は確かに迅速だった

が、それは大きな弱みでもある。震災より３年が

経とうとする今、個人の活動も限界が見えてきて

おり、いかに組織の中で仕組化し社会周知してい

けるかを考え実践していく時期に来ていよう。

　また、これまで無形文化遺産情報ネットワーク

では、民俗芸能をはじめ、祭礼・行事の情報を収

集・整理した一覧表を作成し、最も情報の多かっ

た民俗芸能から順次地図での公開を行ってきた。

しかしながら、これら情報がウェブ上で閲覧され、

支援や状況把握における積極的な利用に果たして

繋がっているかというと、まだまだ周知不足であ

り、大きなインパクトとなりえていない感がある。

このネットワークは緩やかなネットワークである

からこそ組織化されていないことで、作業体制や

資金が不安定であり、それが情報更新と発信の遅

さに繋がっていたり、また支援を受けた団体や支

援した側の声や思いを拾い上げていくようなフォ

ローアップが各支援団体でまちまちであり、情報

も散逸しがちであることから、支援団体への寄付

金などは減少の一途を辿っている。

　まず、現地からの情報を寄せてもらえる「情報

まどぐち」などの受け皿を整え、その時々のニー

ズをきちんと掴み、インパクトがあり、継続的な

アクセスに繋がる情報発信をしていかなければな

らない。そのためにはさらにわかりやすいウェブ

づくりや SNS 等を使った発信、被災地の現地ネッ

トワークを巻き込んだ活動に繋げていかなければ

ならないと考える。

文化芸術による復興推進コンソーシアムとの連携

　こうした課題を受けて、同じくネットワーク組

織である「文化芸術による復興推進コンソーシア

ム」との連携を強化していけないか検討したい。

　コンソーシアムは文化庁が中心となり、行政機

関・芸術家・芸術団体・文化施設・助成団体・企業・

芸術系大学・文化ボランティアなどが連携し、「芸

術文化活動」によって被災地復興に寄与していく

組織であり、情報収集と共に相互支援の仕組につ

いて定期的な研究会を開いている。

　コンソーシアムと無形文化遺産情報ネットワー

クとの連携については、平成 25 年度にコンソー

シアムが開催した「支援・受援ネットワーク会

議」において当ネットワークから提案したもので

ある。これまで民俗芸能をはじめとした無形文化

遺産は「文化財」＝保護・保存の対象として捉え

られ、「芸術文化」分野のような表現活動との連

携はあまりなされてこなかったように思える。し

2.プロジェクト検討会

甚大な被害を受けた宮城県石巻市の大室南部神楽は、様々な支援と

積極的な情報発信によって劇的な復活を遂げた。
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かし、無形文化遺産は、地域に住む人がその時々

の暮らしに際してよりよく生きるための祈りや願

いの表現が定着したものであり、保存や保護に留

まらず、生きた表現活動としての展開やあり方を

求められ始めている。

　そのため第一歩として、お互いの持てる情報を

共有するために、各情報サイトを連携し、情報の

統合やすり合わせを図っていきたい。コンソーシ

アムに近い国（文化庁）の協力のもと体制を整え

仕組づくりを検討していければ、さらに信頼性の

ある情報収集・発信が可能になり、継続的な支援

活動にも繋げられよう。また、コンソーシアムは

メールマガジンや SNS などウェブの定期的な更

新にも力を入れており、当ネットワークの情報力

とあわせて発信していければ外部からの継続的な

アクセスが望まれるのではないだろうか。さらに、

コンソーシアムは平成 25 年度より東北事務所を

開設しており、当ネットワークの現地協力者・団

体と連携することで、被災地のニーズをより濃密

に把握し、中長期的な支援や被災地と寄り添った

活動を行っていきたいと考えている。

岩手県大船渡市の浦浜念仏剣舞も津波被害から復活し、他の芸能と

の交流や後継者育成の取組に力を入れている。

無形文化遺産情報ネットワークのウェブサイト

無形文化遺産情報ネットワークのチラシ

被災地芸能地図

第3章　支援と受援の協働に向けての検討会の実施
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　第 1 章で述べたように、本年度の事業では、支援側と受援側を結びつけ、個別 

の文化芸術による復興推進活動の実施に繋がる成果をあげていくことが求められ

た。

　そこで、支援側 / 受援側の具体的なニーズを把握するためのアンケート調査の

実施、支援団体に対する訪問・ヒアリング、コンソーシアムに寄せられた個別相

談に対する対応と復興推進事業実施へのサポートを行った。

1. 文化芸術による復興推進活動の調査アンケート

　支援側と受援側のマッチングを行う前提として、関係団体がどのような取組を

行い、ニーズや課題を持っているかを把握するため、賛同団体（個人）及び、企業・

助成財団を対象にアンケート調査を平成 25 年 7 〜 9 月に実施した。（P.88 参照）

1）賛同団体（個人）に対するアンケート結果

　賛同団体（個人）に対するアンケートでは、送付 260 件に対し、48 件から回

答があった。うち受援側団体が 21 件、支援側団体が 27 件という結果になった。

受援側（アンケート B「活動への支援を求める方」の回答をみると、まず復興

推進に係わる事業の実施上の課題では「特にない」が 0 件となっており、全て

の団体が何かしらの課題を抱えている状況であった。課題の中で最も多いのは

「活動資金・事業費」の 13 件で、ついで「地域住民への参加の周知等」の 8 件

が続いている。また、コンソーシアムの支援・受援ネットワークへの要望とし

ては、「現地でのコーディネートができる窓口となる人との意見交換」と「資

金的な支援ができる人や団体との意見交換」が共に 10 件で最も多く、実施に

あたっては、資金支援の確保に加え、現地コーディネート能力が大きく必要と

されていることが浮き彫りになった。

　一方、支援側（アンケート C「活動への支援を行う方」では、可能な支援と

して「アーティストの活動をコーディネートできる人材の支援」が 12 件と高く、

受援側でのニーズが高い「金銭的な支援」については 4 件に止まった。金銭的

な支援を行っている 4 件についても、助成枠で県内の震災復興基金などの公募

や独自のやり方で支援先を決定している機関が多く、すぐに受援側の課題や要

望と結びつくには至らないことがわかった。また支援のジャンルとしては、「子

どもを対象とした文化芸術活動」が 17 件と最も多くなっており、ついで「郷

土芸能や祭り等地域の行事への復興」の 10 件が続いている。コンソーシアム

の支援・受援ネットワークへの要望としては、「現地でのコーディネートがで

きる窓口となる人との意見交換」が 13 件で最も多い結果になった。（P.97 参照）

マッチング事業

第4章

第4章　マッチング事業



871.文化芸術による復興推進活動の調査アンケート

2）企業・助成財団に対するアンケート結果

　企業・助成財団に対するアンケートでは、送付 138 件に対し、回収 13 件か

ら回答があった（うち財団が 9 件、企業が 4 件）。

　支援実績として最も多かったのは「募金や助成等の資金面の援助」の 7 件（財

団 5 件、企業 2 件）で、ついで「子どもを対象とした活動への支援」の 5 件（財

団 3 件、企業 2 件）となる。受援側が最も強く求めている資金面での援助を中

心に行っていることが特徴であるが、文化芸術分野以外での生活支援や環境へ

の支援等も含まれるため、今後は連携して継続的な支援が続けられるような関

係づくりが必要である。

　復興推進を行う上での課題としては「被災地での具体的なニーズの把握」が

7 件（財団 6 件、企業 1 件）と最も多く、次に「貴団体の取組や支援内容につ

いて被災地で広く周知できる場や機会の提供」の 5 件（財団 5 件、企業 0 件）

が続いている。この部分についても、文化芸術による復興推進コンソーシアム

として、支援団体の情報の周知や、より密接な関係の構築が必要であることが

伺える。（P.98 参照）
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復興推進活動に関わる皆様へ

平成２５年８月２日
公益社団法人　全国公立文化施設協会

文化芸術による復興推進コンソーシアム事務局
事務局長　松本辰明

文化芸術による復興推進活動調査アンケートへのご協力のお願い

　平素より文化芸術による復興推進コンソーシアムの活動に対し、ご理解とご協力を賜

わり、厚く御礼申し上げます。

　被災地では、これまで文化芸術分野においても行政機関・芸術家・芸術団体・文化施

設等多くの皆様による様々な復興への取組が展開されてきましたが、東日本大震災から

2 年以上が経過し支援活動の減少や支援のニーズに変化がみられるのも事実です。

　当コンソーシアムでは、これまで現地でのヒアリングや調査等を行ってまいりました

が、今後はこうした状況を踏まえ、より実効性のある復興推進活動につなげていくため、

支援を求める被災地の住民・団体等と支援を行う賛同団体等の活動とのマッチングを展

開してまいりたいと考えております。

　その一環として、この 10 月には当コンソーシアム主催により、被災地での活動団体

と支援団体が一堂に会して、支援に関する情報の共有と密接な協力関係の形成を図るこ

とを目的とした「文化芸術による復興推進マッチング会議」（仮称）の開催も検討してお

ります。

　つきましては、復興推進に関わる皆様の活動に役立つ情報を提供するための基本情報

として、文化芸術による復興推進活動アンケート調査を実施させていただくことにいた

しました。

　ご多用のところ恐縮ですが、マッチングがより有効に機能するためにも別添のアンケ

ートにご協力くださいますようお願いいたします。

アンケートの返信先 ： 文化芸術による復興推進コンソーシアム事務局

返信先ＦＡＸ ： ０３−６２７８−７８２１

メール　info@bgfsc.jp

活動調査アンケート（賛同登録団体・個人向け）資料4-❶
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資料4-❶

アンケート調査方法等について

１　回答方法

・別紙アンケート調査用紙へご記入願います。

２　調査対象

・当コンソーシアムに賛同登録されている団体・個人等

３　提出期日

・８月１６日（金）を目途とさせていただきます。

（期日に間に合わない場合でも、作成後ご提出いただければ幸いです。）

４　その他

○このアンケートは、当コンソーシアムが今後マッチングを行う際の基本情報として

使用させていただきます。

〇アンケートの調査用紙には、自由記述と選択部分がございます。

□部分には、☑をご記入ください。

○調査用紙Ａは、全員お答えください。

調査用紙Ｂは、文化芸術による復興推進活動への「支援を求める方」、調査用紙Ｃは、

「支援を行える方」に伺う内容となっております。

両方に該当する場合には、「ＡＢＣ」全てお答えください。

アンケート内容について、支援を求める被災地の住民・団体等の活動と支援を行う

賛同団体等の活動等とのマッチングに資するための活動に、広く公開させていただ

く場合がありますので、予め、公開できる範囲を調査用紙Ａの冒頭の回答欄でご教

示ください。

○ご提出いただいたアンケートについて詳細把握のために、別途ヒアリング等をさせ

ていただく場合がございます。ご協力をお願いいたします。

〇アンケート調査用紙の枠が足りない場合は、随時広げてご記入ください。

〇アンケートの記載についてご不明な点がございましたら「文化芸術による復興推進

コンソーシアム事務局」まで遠慮なくお問い合わせください。（平日10時～17時）

℡：03-6278-7820　　担当：小林
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資料4-❶

【文化芸術による復興推進活動アンケート調査用紙】

（公開範囲）　　　□ ウェブサイト等で広く公開してよい

　　　　　　　　□ マッチングの関係者のみ公開してよい　　　　□ 公開はしないでほしい

　１回答者属性

団体名・個人名

ご担当者名

連
絡
先

電子メールアドレス @

電話

FAX

区分

□活動への支援を求める方　　⇒アンケートＡとＢにお答えください。

□活動への支援を行える方　　⇒アンケートＡとＣにお答えください。

□両方　　　　　　　　　　　⇒全てお答えください。

主な活動分野
　□個人（アーティスト）　　□個人（文化ボランティア）

　□個人（アーティスト以外）

　□芸術系団体　　　　□企業　　　　　　　□大学 　　　　　　　　□行政機関

　□助成団体　　　　　□文化施設　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　）

活動内容 文化芸術活動のジャンルを以下の中から選んでください。

　□音楽　　□演劇　　　　□オペラ　　□舞踊・ダンス　　□演芸　　□伝統芸能　　□郷土芸能

　□美術　　□まちづくり　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２復興支援のこれまでの活動実績

実施時期　　　　　年　　　月　　　（　～　　　　年　　　　月）

活動名称

活動概要　（詳細をご記入願います）

活動内容の詳細をご記入いただけない場合は、以下の中からご回答願います。（複数回答可）

□　子どもを対象とした活動への支援　　　　　　　□　郷土芸能や祭り等地域の行事への支援

□　地域のアートブログラムへのコーディネート　　□　コンサート等の慰問上演

□　募金や助成等の資金面での援助　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

A
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資料4-❶

　３これから行う復興支援活動予定（活動への支援を求める方）

現在その計画はどの段階ですか？　　□ 構想段階　　　　□ 計画・準備段階　　　□ 実施決定

実施時期　　　　年　　　　月　　　（〜　　　年　　　　　月）

活動名称

活動概要

経費概算

実施にあたり課題はありますか？以下の中から選んでください。（複数回答可）

　□ 特にない　　　　□ 活動資金・事業費（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 人材の確保（アーティスト、コーディネーター等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 地域住民への参加の周知等（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 場所の確保（地域・客席数等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４マッチング会議について

コンソーシアムでは 10月中旬にマッチング会議を東北地方で開催予定です。マッチング会議で実施

を希望する事項がありましたら以下から選んでください。（複数回答可）

　□ 基調講演　　　　　　　　　　　□ 他の団体の取組の紹介

　□ 現地でのコーディネートが出来る窓口となる人との意見交換

　　（ジャンル等具体的にあれば 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 資金的な支援が出来る人や団体との意見交換

　　（ジャンル等具体的にあれば 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 支援が出来るアーティストとの意見交換（ジャンル等具体的にあれば 　　　　　　　　　　）

　□ その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　５その他ご意見があればご記入ください。

B
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資料4-❶

　３これから行う復興支援活動予定（活動への支援を行う方）

現在その計画はどの段階ですか？　　□ 構想段階　　　　□ 計画・準備段階　　　□ 実施決定

募集の時期　　　　年　　　　月　　　（〜　　　年　　　　　月）

決定時期　　　　　年　　　　月　　　（〜　　　年　　　　　月）

支援の時期　　　　年　　　　月　　　（〜　　　年　　　　　月）

募集方法　　　　□公募　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのような支援が可能ですか？（複数回答可）

　□ アーティストの活動をコーディネート出来る人材の支援

　□ 物質的な支援（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 金銭的な支援（ジャンル等具体的にあれば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

どのような活動に対して、支援をお考えですか？（複数回答可）

　□ 子どもを対象とした文化芸術活動　　　　□ 地域のコーディネーターを育成する活動

　□ 郷土芸能や祭り等地域の行事への復興　　□ アーティストへの育成活動

　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４マッチング会議について

コンソーシアムでは10月中旬にマッチング会議を東北地方で開催予定です。マッチング会議で実施を

希望する事項がありましたら以下から選んでください。（複数回答可）

　□ 基調講演　　　　　　　　　　　□ 他の団体の取組の紹介

　□ 現地でのコーディネートが出来る窓口となる人との意見交換

　　（ジャンル等具体的にあれば 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 資金的な支援が出来る人や団体との意見交換

　　（ジャンル等具体的にあれば 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 支援が出来るアーティストとの意見交換（ジャンル等具体的にあれば 　　　　　　　　　　）

　□ その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　５その他ご意見があればご記入ください。

C
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活動調査アンケート（企業・助成財団向け）

1.文化芸術による復興推進活動の調査アンケート

資料4-❷

復興推進活動に関わる皆様へ

平成２５年８月 15 日

文化芸術による復興推進コンソーシアム事務局
（公益社団法人　全国公立文化施設協会）

事務局長　松本辰明

文化芸術による復興推進活動調査アンケートへのご協力のお願い

　平素より文化芸術による復興推進コンソーシアムの活動に対し、ご理解とご協力を賜

わり、厚く御礼申し上げます。

　被災地では、これまで文化芸術分野においても行政機関・芸術家・芸術団体・文化施

設等多くの皆様による様々な復興への取組が展開されてきましたが、東日本大震災から

2 年以上が経過し支援活動の減少や支援のニーズに変化がみられるのも事実です。

　当コンソーシアムでは、これまで現地でのヒアリングや調査等を行ってまいりました

が、今後はこうした状況を踏まえ、より実効性のある復興推進活動につなげていくため、

支援を求める被災地の住民・団体等と支援を行う賛同団体等の活動とのマッチングを展

開してまいりたいと考えております。

　この 10 月には当コンソーシアム主催により、被災地での活動団体と支援団体が一

堂に会して、支援に関する情報の共有と密接な協力関係の形成を図ることを目的とした

「文化芸術による復興推進マッチング会議」（仮称）の開催も検討しております。

　つきましては、復興推進に関わる基本情報として、文化芸術による復興推進活動アン

ケート調査を実施させていただくことにいたしました。

　ご多用のところ恐縮ですが、マッチングがより有効に機能するためにも別添のアンケ

ートにご協力くださいますようお願いいたします。

アンケートの返信先 ： 文化芸術による復興推進コンソーシアム事務局

返信先ＦＡＸ ： ０３−６２７８−７８２１

メール　info@bgfsc.jp
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資料4-❷

アンケート調査方法等について

１　回答方法

・別紙アンケート調査用紙へご記入願います。

・調査用紙の電子データは、当コンソーシアムウェブサイトよりダウンロードいただ

けます。

Word（ＵＲＬ：http://bgfsc.jp/news_pdf/katsudo_chousa08.15up.docx）

PDF （ＵＲＬ：http://bgfsc.jp/news_pdf/katsudo_chousa08.15up.pdf）

２　調査対象

・当コンソーシアムに賛同登録されている団体をはじめ、復興支援に取り組まれてい

る企業・団体等

３　提出期日

・８月 30 日（金）を目途とさせていただきます。

（期日に間に合わない場合でも、作成後ご提出いただければ幸いです。）

４　その他

・このアンケートは、当コンソーシアムが今後マッチングを行う際の基本情報として

使用させていただきます。

・アンケートの調査項目には、自由記述と選択部分がございます。

□部分には、☑をご記入ください。

・アンケート内容について、支援を求める被災地の住民・団体等の活動と支援を行う

団体等の活動等とのマッチング活動に活用させていただくため、公開する場合があ

りますので、予め公開できる範囲を調査用紙の冒頭の回答欄でご教示ください。

アンケート調査用紙 3「これから行う支援活動」以降については、マッチングのテ

ーマに向けた今後の内容について伺っておりますので、可能な範囲でご教示下さい。

・ご提出いただいたアンケートについて詳細把握のために、別途ヒアリング等をさせ

ていただく場合がございます。その際は、ご連絡させていただきますので、よろし

くお願いいたします。

・アンケート調査用紙の枠が足りない場合は、別紙にてご記入ください。

・アンケートの記載についてご不明な点がございましたら「文化芸術による復興推進

コンソーシアム事務局」まで遠慮なくお問い合わせください。（平日 10 時～ 17 時）

【お問合せ先】

℡： 03-6278-7820　E-mail　:　info@bgfsc.jp　　　担当：小林
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資料4-❷

【文化芸術による復興推進活動アンケート調査用紙】

（公開範囲）

　□ 広く公開してよい　　　□ マッチングの関係者のみ公開　　　□ 公開はしないでほしい

　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１．回答者属性

団体名・個人名

ご担当者名

連
絡
先

電子メールアドレス @

電話

FAX

　２．これまでに実施した支援活動の実績

支援活動分野及び支援方法を、以下の中からご回答願います。（複数回答可）

　□ 子どもを対象とした活動への支援　　　　　　　　　□ 郷土芸能や祭り等の再生への支援

　□ 地域の様々なアートブログラムへの支援　　　　　　□ コンサート等の講演活動への支援

　□ 募金や助成等の資金面での援助　　□ 物資等の提供による支援　　□ 芸術家の派遣等の支援

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

詳細について可能な範囲でご記入願います。

（プロジェクト名、実施期間、実施方法、支援額等と活動に関する評価や課題等があれば併せて記述願います。）

＜記載例＞

①　名称『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　・ 期間       　年     　月　     日〜     　年     　月　     日

　・ 実施方法

　・ 支援額

　・ 内容

　・ 評価 ,課題等

②　以下、複数の事業があれば記載枠を広げて記述願います。
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　３．今後の支援活動予定

◆今後の支援活動予定について

□ これまで行ってきた支援活動を継続　　　　　　　　□ 新たな支援を予定している

□ 新規支援の予定はないが、検討はしていきたい　　　□ その他（　　　　　　　　　　　 ）

◆「これまで行った支援活動の継続」と答えた方に伺います。今後、何年度まで継続の予定ですか？

□【　  　】年度までは継続予定　　　　　□ 終了年度は決まっていない

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆「新たな支援を予定している」または「検討している」と答えた方に伺います。

　　どのような支援活動をお考えですか？（複数回答可）

　□ 地域の文化活動を担うアーティストやコーディネーターなどの人材への支援

　□ 子どもを対象とした活動へのプログラムへの支援

　□ 地域主体の参加型・発信型の事業等への支援

　□ 記録・記憶の継承に関する取組への支援

　□ 文化芸術を活用した街づくりなどへの支援

　□ その他 (具体的にご記入下さい )

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆対象とする文化芸術分野について特定している場合はお答えください。

　□ 音楽　□ 演劇　□ 舞踊　□ 地域文化・伝統芸能　□ 演芸　　□ その他（　　　      　）

　４．復興推進を行う上での課題・その他必要な事

　□ 被災地での具体的なニーズの把握

　□ 現在行われている復興推進活動の取組み事例

　□ 被災地域での活動団体や人材等とのコネクション

　　 具体的に（ □行政機関　□文化施設　□民間のＮＰＯ等　□地域住民　□その他（         ））

　□ 貴団体の取組や支援内容について被災地で広く周知できる場や機会の提供

　□ 復興支援活動をしているアーティストやコーディネーター等との意見交換

　　　（テーマ等あれば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　）

　□ 被災地域住民や支援を受ける側との意見交換

　　　（テーマ等あれば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　  　　）

　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　   　）

５．その他、当コンソーシアムに対し、ご意見があればご記入ください。

コンソーシアムでは、10 月中旬にマッチング会議を東北地方で開催する予定です。その中で取り上

げてもらいたいテーマや課題等がありましたら、併せてご記入ください。

資料4-❷
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活動調査アンケート概算〈賛同団体（個人）〉

1.文化芸術による復興推進活動の調査アンケート

資料4-❸

文化芸術による復興推進活動調査アンケート　集計

～ 賛同団体・賛同者向け活動調査アンケート ～

平成 25 年 10 月２日現在

◆全体概算

送付件数　２６０件 支援を求める側　２1 件（記載なし３件含む）

返答数　　　４８件 支援を行える側　２7 件

回答率　　約１８％ 両方　　　　　　１０件　　計４8 件

◆ネットワーク会議にて実施を希望する事項（複数回答あり）

支援を求める側の要望 支援を行える側の要望
・基調講演　………………………………………　７ ・ 基調講演　………………………………………　６

・他の団体取組の紹介　…………………………　６ ・ 他の団体取組の紹介　…………………………　９

・現地でのコーディネートができる ・ 現地でのコーディネートができる窓口

窓口となる人との意見交換　…………………１０ となる人との意見交換　………………………１３

・資金的な支援ができる人や ・ 支援ができる内容が披露できる場が

団体との意見交換　……………………………１０ あればほしい　…………………………………　８

・ 支援ができるアーティストとの意見交換　…　４ ・ 復興支援活動をしているアーティストとの

・その他　…………………………………………　１ 意見交換　………………………………………　９

・その他　…………………………………………　１

◆復興支援活動実施にあたっての課題（複数回答あり）

・特にない　…………………………　０

・活動資金・事業費　………………１３

・人材の確保　………………………　２

・地域住民への参加の周知等　……　８

・場所の確保　………………………　７

・その他　……………………………　１

◆活動への支援は、どのような支援が可能か（複数回答あり）

・アーティストの活動をコーディネートできる人材の支援　……１２

・物質的な支援　………………………………………………………　１

・金銭的な支援　………………………………………………………　４

・その他　………………………………………………………………１４

◆どのような活動に対して、支援を考えているか（複数回答あり）

・子どもを対象とした文化芸術活動　………………………………１７

・地域のコーディネーターを育成する活動　………………………　５

・郷土芸能や祭り等地域の行事への復興　…………………………１０

・アーティストへの育成活動　………………………………………　８

・その他　………………………………………………………………　８
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活動調査アンケート概算〈企業・助成財団〉

第4章　マッチング事業 1.文化芸術による復興推進活動の調査アンケート／2.支援団体に対する情報収集／3.ニーズと対応状況について

資料4-❹

文化芸術による復興推進活動調査アンケート　集計

～ 企業メセナ協議会の会員財団・企業活動調査アンケート ～

平成 25 年 10 月２日現在

◆全体概算

送付件数　１３８件 財団返答数　　９件

返答数　　　１３件 企業返答数　　４件

回答率　　　約９％

◆支援活動分野及び支援方法（複数回答あり）

財団 企業 計

・子どもを対象とした活動への支援　……………………………… 3 2 5

・郷土芸能や祭り等の再生への支援　……………………………… １ 0 1

・地域の様々なアートプログラムへの支援　……………………… 0 1 1

・コンサート等の公演活動への支援　……………………………… 1 1 2

・募金や助成等の資金面の援助　…………………………………… 5 2 7

・物資等の提供による支援　………………………………………… 2 1 3

・芸術家の派遣等の支援　…………………………………………… 1 0 1

・その他　……………………………………………………………… 2 1 3

◆どのような支援活動をお考えですか？（複数回答あり）

財団 企業 計

・地域の文化活動を担うアーティストや

コーディネーターなどの人材への支援　………………………… 0 0 0

・子どもを対象とした活動へのプログラムへの支援　…………… 1 0 1

・地域主体の参加型・発信型の事業等への支援　………………… 1 0 1

・記録・記憶の継承に関する取組への支援　……………………… 0 0 0

・文化芸術を活用した街づくりなどへの支援　…………………… 0 0 0

・その他　……………………………………………………………… 0 2 2

◆復興推進を行う上での課題・その他必要な事（複数回答あり）

財団 企業 計

・被災地での具体的なニーズの把握　……………………………… ６ １ ７

・現在行われている復興推進活動の取組み事例　………………… ２ 0 ２

・被災地域での活動団体や人材等とのコネクション　…………… ３ 1 ４

・貴団体の取組や支援内容について

被災地で広く周知できる場や機会の提供　……………………… 5 ０ ５

・復興支援活動をしているアーティストや

コーディネーター等との意見交換　……………………………… 1 0 1

・被災地域住民や支援を受ける側との意見交換　………………… 2 ０ ２
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　アンケートの結果を見る限り、文化芸術のみに留まらず、様々な切り口を模索

し、文化芸術活動と連携し繋いでいくことが必要であり、支援しているところの

周知や様々なニーズの開示が今後も必要なことが伺える。

2. 支援団体に対する情報収集

　マッチングに繋がる情報収集として、また、第 3 章で述べた支援・受援ネットワー

ク会議の準備のために、下記の企業・財団に対して取材を行った。

（a）公益財団法人東日本復興支援財団 25.8.7

（b）公益財団法人企業メセナ協議会 25.8.12

（c）三菱東京 UFJ 信託芸術文化財団 25.8.12

（d）株式会社ベネッセコーポレーション CSR 25.8.21

（e）公益財団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 25.8.26

（f）公益財団法人朝日新聞文化財団 25.8.30

（g）公益財団法人ソニー音楽財団 25.9.17

（h）NEC CSR・環境推進本部 /CSR・社会貢献室 25.9.18

3. ニーズと対応状況について

　上述のアンケートを経由して集まってきたコンソーシアムへの依頼及び、直接

コンソーシアム関係者や事務局に寄せられた相談に対応し、マッチングを推し進

めることを実施している。平成 25 年度中に寄せられている相談件数は、支援側

で 27 件、受援側で 5 件となっている。うち支援側のニーズとしては「事業がで

きる場所のコーディネート」3 件、「情報提供」8 件（支援先団体の情報、助成金

の情報、共同できる団体の情報など）、「現地での広報」4 件（メルマガへの掲載、

現地団体のウェブサイトへの転載、公立文化施設等でのチラシ配布の設置）など

がある。

　支援側と受援側をコンソーシアムがマッチングし、実際の事業に繋がった主な

具体事例としては、日本たばこ産業株式会社とニッセイ文化振興財団を挙げるこ

とができる。日本たばこ産業株式会社については、文化芸術を通した福島県での

被災地支援を検討していた際、現地ニーズに沿い、かつ同社のコンセプトに合致

する活動を行っている団体の情報をコンソーシアムから提供するなど、現地の

ネットワークを持つ文化芸術による復興推進員を介し、企業側の支援ニーズに適

切に対応した。

　一方のニッセイ文化振興財団は、子どもたちの心のケアを目的とした文化芸術
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支援を積極的に展開しており、（子どもたちのストレスは災害後 4 〜 5 年がピー

クになるという研究もあり、同財団では、今後も対応していきたいと考えている。）

どの地域のどの学校ならそうした事業を効果的に受け入れてくれるか情報把握の

ため、コンソーシアムの「支援・受援ネットワーク会議」に参加した。そこでの

交流を契機に受け入れ先の学校に接触することに成功し、平成 26 年度に巡回予

定の 4 校のうち、3 校がこの繋がりで選定された学校である。その後も、この事

業の周知等にコンソーシアムが活用されているなど継続的な繋がりが生まれてい

る。

　その他のニーズと対応状況についても公立文化施設のネットワークを活用した

事業の場の提供や現地広報（後援、協力クレジット提供を含む）、情報発信事業

を利用した各種情報の提供や関連団体・現地への広報、そして文化芸術による復

興推進員のネットワークを使ったマッチングなど、平成 25 年度の活動では、今

後の雛形が見えてきつつあるということが伺えるだろう。

第4章　マッチング事業
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1. これまでの経緯

　日本たばこ産業株式会社が、東北の文化芸術活動に対し支援を検討中であり、支援に向けて情

報交換を行うための話し合いの機会を持つことにした。そして、文化芸術による復興推進コンソー

シアム（以下「当コンソーシアム」）の趣旨に対しご賛同をいただき、賛同登録をいただく。

　先方が検討している支援対策（案）に対し、当コンソーシアムとして企画をリサーチするため、

復興推進員（福島県）に向けて情報提供のお願いを呼びかけた。

　いただいた情報の中から、企業のコンセプトに合致する福島県の計画に対し、話を進めていく

こととなった。

2. 福島県内をはじめとする支援について

　福島県の企画提案に対し、情報や事業コンセプト等のヒアリングを行うために企業と共にヒア

リングに同行した。その後、福島県に支援を行うための具体的な協議の前段階としての事業計画

やプロジェクト内容についての仲介を行った。

　現在は、両者の間で具体的な協議が進んでいる。

福島芸術計画 × ARTSUPPORTTOHOKU-TOKYO パンフレット

現在は、福島県の喜多方市、西会津町、三島町でプログラムが実行できるよう両者の間で協議が進んでいる。

企業への支援ニーズ対応についての報告資料4-❺
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―日生劇場の取組

公益財団法人ニッセイ文化振興財団　統括部長
島 啓之

子どもたちを笑顔に

　ようやく、以前日生劇場での公演に関与され今

は仙台におられる方や、ご自身も被災され大変な

中、我々の企画に賛同下さり仕事を引き受けて頂

けた仙台フィルの方のご協力を得て、5 月 20 日

に宮城県の亘理町で最初の人形劇公演を行うに至

りました。

　避難所生活が続き余裕が無い状態で、どれだけ

の子どもたちが来てくれるのか不安でした。しか

し、地元の皆さまのご協力もあり会場の児童セン

ターには 200 人を超える子どもたちが集まってく

れました。最初は固い表情が多かったものの、劇

が進むにつれ会場は子どもたちの笑顔であふれま

した。終演後「こんなに大きな子どもたちの笑い

声を聞いたのは久しぶり」とのお話を伺い、来て

よかったと実感しました。

　この活動はその後も毎年継続して行っており、

これまでに

岩手県 宮城県 福島県
平成 23 年 1 ヵ所 5 ヵ所 3 ヵ所

平成 24 年 2 ヵ所 2 ヵ所 2 ヵ所

平成 25 年 1 ヵ所 3 ヵ所 3 ヵ所

の計 22 ヵ所で、クラシックコンサートや人形劇

の無料公演を続けてきました。

　この間、毎年被災地を訪問するたびに復興が進

み、生活されている皆さまの表情が明るくなるの

を目にし、皆さまのバイタリティに敬服すると同

時に、我々の役割もそろそろ終わるのかなと感じ

ることもありました。

　そんな折、目にしたのが兵庫県教育委員会が作

成した「災害を受けた子どもたちの心の理解とケ

ア」と題された冊子でした。阪神・淡路大震災の

翌年から 14 年にわたり小中学生の心の健康の変

化を調査した、大変興味深い報告書でした。そこ

　東日本大震災を受け、我々に何ができるのか何

をすべきなのか、様々な検討を行いました。そこ

で至ったのが、日生劇場が得意としている分野で

被災した皆さまのお役に立ちたい、という結論で

した。

　日生劇場では毎年夏に「ファミリーフェスティ

ヴァル」と題し、親子向けにクラシックコンサー

トや人形劇、日本の伝統芸能、バレエ等の様々な

演目を上演しています。

　日生劇場開場 30 周年にあたる平成５年からス

タートし、これまでに約 30 万人の皆さまに舞台

芸術の楽しさをお伝えしてきました。そこで培っ

た制作や上演のノウハウ、出演者とのパイプを活

かして被災地での上演をすべく、震災後すぐに具

体的な検討を始めました。

　日生劇場での演目を小規模な会場で上演できる

ようにリフォームし、旧知の音楽家や劇団に声を

掛け、演目と出演者は何とか 4 月には固まりまし

た。

　問題は会場探しでした。各地の自治体やホール

に連絡するも、まずは電話が繋がらない。繋がっ

たとしても、とても受入ができる余裕は無い、と

の状況が続きました。

鵜木絵里と仙台フィルによる「アリスのコンサート」

レポート

第4章　マッチング事業
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さまのご協力もいただきこれまで以上に楽しい公

演ができそうです。

　一方、現地ではまだまだ子ども向けのイベント

のニーズが強いにもかかわらず、我々が訪問でき

る数は限られています。そこで、日生劇場が持つ

子ども向け公演の制作・上演ノウハウを現地で子

ども向けの活動をしている皆さまに伝授し、観た

い側と見せたい側が現地で結びついていくお手伝

いもすべく、準備を進めています。

　子どもたちの心のケアが正念場を向えるこの時

期に、日生劇場は引き続き子どもたちを笑顔にす

るお役に立ちたいと考えています。

には、「心の健康につき教育上の配慮が必要な状

態にある子どもの数がピークを向かえるのは、震

災直後ではなく 4 〜 5 年後であった」と書かれて

いました。恐怖によるストレスは時間の経過と共

に軽減するが、「狭い仮設住宅での生活が長期化

する」「地元を離れざるを得なくなったが転校先

で馴染めない」等による後発ストレスは、時間の

経過と共に増大することが指摘されていました。

　実際に我々が訪問する学校の先生からも、「外

見は被災前の状況に戻っているが、環境の変化に

馴染めていない児童も少なくない」「必要な支援

は衣食住等の外面支援から心のケアの内面支援に

移ってきている」「震災後しばらくは多数行われ

ていた子どもの心を和ませるイベントが最近めっ

きり減っている」等のお話を伺いました。

　これまでは各地とも大変な状況があり、我々が

どこに伺ってもそれなりの効果・意義がありまし

た。しかし 3 年が経過し復興の度合いにも地域差

が見られる中、後発ストレスにさいなまれ我々の

活動をより必要となさっている場所を選んで訪問

しないといけない、との思いを強くしました。

　しかし東京にいては現地のきめ細かな情報はな

かなか手に入らず、模索していました。そのよう

な時に参加できたのが「文化芸術による復興推進

コンソーシアム」による「支援・受援ネットワー

ク会議」でした。私にとっては渡りに舟でした。

会議において私の悩みをお話ししたところ、参加

されていた自治体の方から甚大な被害を受け今も

大変な状況が続いている学校についての具体的な

情報を頂けました。

　今年も 6 月に被災 3 県の 4 ヵ所を訪問しますが、

その内 3 ヵ所はこの会議がきっかけで接触ができ

た学校です。いまだ仮設の校舎で設備も整わず公

演を行うのが容易ではない場所ですが、地元の皆

3.ニーズと対応状況について

人形劇団ひとみ座による「ズッコケ3人組」
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団体名 相談日 事業名
内容 ニーズ 対応状況 備考

（公財）日本博物
館協会

4 月 福島県警戒区域の再興を担う博
物館の復興・再生に向けて（提言）

情報提供
賛同団体の紹
介

済 4 月・5 月の運営委員会通信で呼
びかけ文を送付し、5 月 30 日全
国美術館会議が賛同を正式に了承
した。

福島県警戒区域の博物館・文化
財が置かれた厳しい状況に鑑み、
今後、当該地域の復興に重要な
役割を果たす博物館・文化財に
対し、しっかりとした対応を各
方面に訴えるために、提言文を
発表すると共に全力で協力する
ことを決意。提言の内容にご賛
同いただける機関、団体にお声
を掛け、できるだけ輪を広げて
いきたいと考えている。
なお、今回発表した提言文は、
文部科学省、文化庁、福島県を
はじめ、関係区域の自治体に宛
て、文書で提出する。

日本たばこ産業
株式会社

5 月 文化芸術を通した被災地支援を
検討しており、現地ニーズに沿
い、かつ JT のコンセプトに合致
する支援を行っている団体（プ
ロジェクト）の選定。

情報提供
支援を求める
団体の情報提
供

済 6 月上旬に復興推進員を含めた調
査を行い、「現在寄せられている
支援要請リストを送付した。
また、JT からの依頼によりヨー
ロッパの友好都市を結んでいる東
北 3 件市町村リストを作成した。

（ 一 財 ） み や ぎ
びっきの会

5 月 東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 チ ャ リ
ティーコンサート

場 所 の コ ー
ディネート

済 東京で毎年開催しているコンサー
ト会場のコーディネート依頼。コ
ンサートの収益を基金にしたい
為、場所を提供してくれる会場を
探している。
公立文化施設のネットワークを使
い、品川区立総合区民会館と共催
事業で実施の方向で検討中。
会場費の優遇。チケット販売の会
場側の請負等。
コンサート実施は、H26 年 11 月 7
日・8 日で会場をおさえ、8 日が
公演予定。

今 回 の 会 場 の コ ー
ディネートがきっか
けとなって、H26 年
2 月 7 日の全国劇場・
音楽堂等アートマネ
ジメント研修会 2014
に て「 び っ き の 会 」
代表のさとう宗幸氏
の講演とコンサート
を開催した。

公演タイトル「ファ
イナル　震災復興に
架ける想い」

将 来 あ る 子 ど も た ち の た め に
2005 年 よ り チ ャ リ テ ィ・ コ ン
サートによる収益金で、宮城県
内の子どもたちが吹奏楽部で使
用する楽器のリペア支援等をお
こなってきた。
2011.3.11 東 日 本 大 震 災 を 受 け、

「びっきこども基金」を設立。　
代表　さとう宗幸 氏

ドルチェ邦楽合
奏団

8 月 ア
ンケー
トより

邦楽組曲「ほんとうのさいわい
をさがして」

資金援助
上 演 場 所 の
コーディネー
ト
地元合唱団の
確保

（構想段階）
H25 年 8 月東京文化会館大ホール
で初演した邦楽組曲「ほんとうの
さいわいをさがして」の岩手県下
を中心とした地方公演
概算　500 万円～ 1000 万円
アーティスト 8 名・合奏団 60 名・
合唱団 30 名（地元合唱団とコラ
ボ）

宮沢賢治原作「銀河鉄道の夜」
をテーマとした邦楽コンサート
の岩手県開催。

（公財）宮城県文
化振興財団

（東京エレクトロ
ンホール宮城）

8 月 ア
ンケー
トより

震災復興を目的とした県内文化
団体向けの助成制度の新設。

情報の提供 済 平成 25 年 12 月 1 日～ 15 日まで
H26 年度上期の事業について募集
を行う。
コンソーシアムのウェブサイトに
情報を掲載する。

兵庫県立尼崎青
少年創造劇場

8 月 ア
ンケー
トより

阪神・淡路大震災 20 周年事業 /
ひょうご・東北交流公演
兵 庫 県 立 ピ ッ コ ロ 劇 団 フ ァ ミ
リー劇場「飛んで孫悟空」（仮）

情報提供
現地での広報

（2014 年度 8 月実施決定）
資金の援助があると大変有難い。
地域での周知等を希望。コンソー
シアムのお知らせの活用や東北事
務所を活用しての広報等が考えら
れる。

阪神・淡路大震災 20 周年にあた
り、当時支援をいただいたお礼
と東日本大震災復興の願いを込
めて被災地の子どもたちに歌と
踊り、そして笑いのつまった演
劇作品を東北に届ける。

（公財）ニッセイ
文化振興財団

9 月 被災地の学校でのアートプログ
ラム事業実施。

情報提供
ニーズの高い
受入校の選定
について

済 10 月 18 日の「支援・受援ネットワー
ク会議」において、行政機関から
出席している復興推進員に予め依
頼内容を申し送る。福島県から、
東日本大震災により甚大な被害を
受けた福島県内公立小・中学校の
状況 70 校のデータが提供され、岩
手県大槌町からも実施の仲介を引
受けてくれるとの申し出あり。
来年度の事業実施に向け動くこと
ができたとの報告あり（10/22）
現在は、学校の選定が終了し、2/7
の依頼へ繋がる。

支援側

平成 25年度　現在のニーズと対応状況について資料4-❻



1053.ニーズと対応状況について

団体名 相談日 事業名
内容 ニーズ 対応状況 備考

（公社）全日本郷
土芸能協会

10 月 無形文化遺産情報ネットワーク 情報の連携 課題として
①一括支援での格差や情報の格差
②資金不足などによる継続支援の
困難さ
③福島の支援の困難さ
等が挙げられる。
今後
①情報や記録のアーカイブ化
②現地との対話の提供
③今まで行ってきたことへの整
理・検証
を行い、その中でコンソーシアム
との連携も考えていきたい。
12 月 11 日事務局同士での話し合
い。

記録・データの活用
の道をどのように具
体化していくか検討
が続いている。

民俗芸能や祭礼など人の暮らし
に関わるもので形として見えて
きにくいものを可視化・アーカ
イブ化する作業を進めている。

（公財）ソニー音
楽財団

11 月 10 代のためのプレミアム・コン
サート

情報の提供 済「東京都復興支援対策部 都内避難
者支援課」が窓口となり、都内の
避難者へ月 2 回の定期便を発行し
ているので、こちらを活用させて
もらうことが決定した。

2014年2月11日にサントリーホー
ルで開催するニューヨークフィル
の「10 代のためのプレミアムコン
サート」に避難している児童・生
徒を 200 組招待する予定。http://
www.smf.or.jp/30th/premium/01.html
東京都及びサントリーホール近
郊の避難者に情報が届くように
する。

（公社）日本尺八
連盟

11 月 被災地支援　小中学校への尺八
寄贈

企 画 の コ ー
ディネート

済 ウェブサイトのお知らせに情報を
掲載した。

コンソーシアム東北
事務所と渡辺エグゼ
クティヴ・コーディ
ネーターが仲介を担
い、石巻市教委を通
し公立中学校にてそ
れぞれ受入れが決定
し、特別授業が実施
された。

被災地及び、被災地の児童・生
徒が避難している地域で、希望
する学校にビニール管尺八を寄
贈し、演奏活動と併せて指導者
を派遣し実技体験教室を開催す
る。心に響く尺八音楽の鑑賞と
実技指導を通じて心の復興に役
立てる。今年度 600 本の寄贈を
目標に事業の実施を行っている。

東北大学災害科
学国際研究所

12 月 東日本大震災の「語りつぐ記憶」 広報 東北大学「かたりつぎ」のウェブ
サイトへのお知らせ掲載とチラシ
の配布を行った。
岩手県・宮城県・福島県の 5 カ所
の文化施設と東京 2 か所の美術館
に配布した。

おとのきずな実
行委員会

12 月 東日本大震災復興支援チャリティ
コンサート「Sing in Messiah」の
広報

広報 済 ウェブサイトに掲載・メルマガに
情報掲載した。

神永　宰良 12 月 舞踊作品「フクシマ・・・真実
の空・・・」と、福島県いわき
市 の 子 ど も た ち の 作 品「 福 島
NOW ！」の広報

広報 済 ウェブサイトに掲載・メルマガに
情報掲載した。

（公財）ニッセイ
文化振興財団

2 月 被災地の学校でアートプログラ
ムの事業を開催する

情報の提供 済 ニッセイ文化財団がリリース文章
を作成し、マスコミリストの中か
ら、東京のマスコミ 8 社にコン
ソーシアムから情報を提供した。

学校の選定が、コンソーシアム
の「支援・受援ネットワーク会
議」をきっかけとして進んだ。
引き続き、アートプログラムに
ついてマスコミへの広報の依頼
があった。

資料4-❻

支援側
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資料4-❻

団体名 相談日 事業名
内容 ニーズ 対応状況 備考

NPO 法 人 岩 手
アートサポート
センター

5 月 うごく七夕・森前組 情報提供
資金を援助し
てくれる団体

事
業
終
了

「うごく七夕」へ復活参加を考え
ていたが、財団からの助成が不採
択となってしまい、資金が約 300
万円必要である。7 月下旬までに
山車を完成させる必要があるとの
相談が復興推進員よりコンソーシ
アムにあった。
コンソーシアムには事業の独自財
源がないため、コンソーシアムの
ウェブサイトに情報を掲載。結局、
コンソーシアムには、資金援助の
申し出等がなく対応ができなかっ
たが祭自体は開催された模様であ
る。

2013 年 8 月 7 日思い思いに飾り
付けられた七夕山車が華やかさ
を競う「うごく七夕まつり」が
陸前高田で開催。
各まつり組の山車にはお囃子部
隊が乗り、笛や太鼓の音も賑や
かに街を練り歩く。夜の部では、
日が落ちると共に山車の飾りも
変わり、灯が燈されて、幻想的
な巡行が見物できる。

画家
加川広重 氏
ギャラリー島田　
島田誠 氏

10 月 かさねがさねの想い 企 画 の コ ー
ディネート

ネットワーク会議の中で、公演を
希望しているとの報告があった。

絵と重なることによって新たな
アートとなり、新たな文化の状況
を引き起こすきっかけとなるた
め、様々な状況で絵を活用してほ
しい。

コンソーシアムでプ
ロジェクトの推進に
向けて
検討する必要あり。

福島県立博物館 12 月 はま・なか・あいづ文化連携プ
ロジェクト
福島発信ダンスプロジェクト

企 画 の コ ー
ディネート
資金の援助

今後どのようにプロ
ジェクトの実現がで
きるのか検討の必要
あり。「安達ヶ原の鬼婆伝説」の中で、

震災以降に福島県内で起きたこ
とをテーマに絡め、福島県外の
人も福島の人も福島について学
んでほしい。

※公表可能なもののみ掲載

受援側
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受付
NO. 収受日 種別 事業名

【目的】 事業実施期間 主催団体 承認日 備考

1 6 月 24 日 共催・後援
他（　　）

愛知、近代洋画から現代美術へ―移動
美術展 IN 福島

【目的】東日本大震災の文化芸術を通じ
て、生きる勇気、美のたくましさ、崇
高さを体感して頂き精神的分野での復
興支援活動を目的とする。

平成 25 年
7 月 26 日（金）名古屋画廊 6 月 24 日

2 9 月 10 日 共催・後援
他（　　）

GFSC 東北希望のコミュニティープロ
ジェクト　～手をつなごうニッポン頑
張れ！！　岩手大船渡～　“夢さんま祭
り”

【目的】文化芸術を通して地域の活性化
と復興支援を目的とする。

平成 25 年
10 月 13 日（日）大船渡 夢商店街 9 月 12 日

3 9 月 17 日 共催・後援
他（　　）

2013 年度【追い出しんの会】　
―日本大学芸術学部文化倶楽部連盟落
語研究会―

【目的】
東日本大震災の被災地・自然豊かな福
のシマを支えたい！笑顔を届け、福島
の多くの人に少しでも幸せな気持ちに
なってもらいたい。「生きる」という事
を共に見つめ直し、パワーが沸いたら、
そのパワーを復興の力にしてほしいと
いう思いから企画した。

平成 26 年
3 月 15 日（土）

ふ く し ま FM、
特定非営利活動
法人 ふくしま支
援・人と文化ネッ
トワーク

9 月 19 日

広報協力
・メルマガ・ウェブ
サイトのお知らせ
に掲載
・チラシを福島県内
の関係各所に配布
す る べ く 350 枚 を
預 か り、 復 興 推 進
員の文化施設を中
心に配布した。

4 10 月 22 日 共催・後援
他（　　）

奈奈子祭　冬の陣

【目的】
東日本大震災により仮設住宅に離れば
なれになった釜石市鵜住居地区の住民
のコミュニティーを郷土芸能を通じて
再建する目的で始まった。2 月 7 月に
続く今回は、その趣旨を一層発展させ、
初めて釜石を出て大槌町浪板の三陸花
ホテルはまぎくを舞台として地域の
方々はもとより観光客にも参加しても
らうという新しい環境の中で郷土芸能
を通じた三陸沿岸部の持続的な復興を
祈願する。

平成 25 年
12 月 7 日（土）

奈奈子祭実行委
員会

（橋本　裕之）
10 月 24 日

広報協力

メ ル マ ガ・ ウ ェ ブ
サイトのお知らせ
に掲載

5 11 月 11 日 共催・後援
他（　　）

大槌町　吉里吉里中学校 
他　宮古市・大槌町の学校・お寺

「トモダチ作戦 with ミュージック」
【目的】

子ども達への音楽ワークショップで創
造性教育を実践する。また、現地教育
委員会の要望に応え、トモダチ作戦の
伝承をしながら、日米の伝統的音楽文
化を捉えながら双方の融合と新たな創
出を試みていく。

平成 25 年
12 月１日（日）
～ 3 日（火）

くらしに音楽プ
ロジェクト 11 月 15 日

6 11 月 18 日 共催・後援
他（　　）

JATET FORUM 2013-14
【目的】

東日本大震災によって被災地の生活は
根本から崩壊してしまいました。
現在でも文化活動・施設再開の目処が
立っていないところもありますが、よ
うやく定期的活動が始まった、基本的
な構想がまとまってきた、改修への道
筋が見えてきたといったニュースに期
待が集まります。
震災後における核施設の修繕や危機管
理の改善について行った全国的なアン
ケート調査及びヒアリング調査に関す
る報告と改修・震災対策工事を経験さ
れた関係者の方たちからの報告をお聞
きし、劇場ホールにおける防災・安全・
技術並びに今後の劇場・ホール施設・
技術のあり方について考える機会とし
たいと思います。

平成 26 年
1 月 29 日（水）

公益社団法人
劇場演出空間技
術協会

11 月 25 日

7 12 月 4 日 共催・後援
他（　　）

全労済文化フェスティバル 2014
東日本大震災子ども舞台支援事業 3.11
を忘れない

平成 26 年
4 月 5 日（土）・
6 日（日）

東日本大震災子
ども舞台芸術支
援対策室

12 月 5 日

資料4-❼ 平成 25年度　後援名義・協力名義一覧（平成 25年 4月以降掲載）

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯
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　コンソーシアムの活動の最もベースとなっているのは、文化芸術による復興推

進に係わっている人々同士を繋ぎ、情報と意識を共有していただくことである。

このためには、第 2 章〜第 4 章で報告してきた活動に加え、各種の情報通信手段

を通じて日常的な接触・交流を深めていくことが必要となる。

　もうひとつ重要なのが社会への情報の発信である。文化芸術による復興推進は、

受援 / 支援の関係者だけでできるものではない。東日本大震災で大きな被害を受

け、あるいは原発事故の負の影響を受け続けている被災地への支援を継続的に続

けていくためには、企業、個人、行政など、幅広い社会にその意義を理解しても

らい続けなければならない。そのための鍵となるものが情報発信の活動である。

この章では、本事業におけるこうした情報発信の実施状況を報告する。

1. ウェブサイト及び Twitter

　コンソーシアムでは平成 24 年 8 月 15 日より公式ウェブサイトを公開した。サ

イトの運用と合わせて Twitter でも更新状況等の情報発信を続けている。また、

サイトに関しては、平成 26 年 2 月よりメンテナンスを施すと共に検索方法の簡

易化を図るなど、ユーザビリティの向上も行っている。

　サイト及び Twitter で展開してきた主な情報内容は、下記の通りである。

①各種のお知らせの掲載

　支援団体からの助成情報、復興推進イベントの開催のお知らせ、コンソーシ

アム自体の事業の開催のお知らせなど。

②フォーラム

　学識経験者、アーティスト、劇場関係者等によるブログ形式での被災地の状

況や活動、今後の課題などについてのレポート。

　平成 26 年 3 月末までのこれまでの執筆者は、渡辺一雄氏 / 志賀野桂一氏 /

大井優子氏 / 水戸雅彦氏 / 大澤隆夫氏 / 本杉省三氏と事務局。

③レポート

　文化芸術による復興推進に関して各地で行われているプロジェクトの報告、

コンソーシアム事業の報告。コンソーシアムで過去発行した各種報告書の公開。

④お役立ち情報の収集・公開

　文化芸術行政窓口一覧、文化施設一覧、補助金や助成団体等に関する情報、

関連サイトや資料などへのリンク集の公開。

　本事業におけるウェブサイトへのアクセス数は下記の通りとなっている。また

Twitter の Tweet 数は 191、フォロワー数は 98 人である。（平成 26 年 3 月末現在）

復興推進に係わる情報発信
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ウェブサイト TOP 画面

1.ウェブサイト及びTwitter
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Twitter 画面
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1131.ウェブサイト及びTwitter／2.Facebook

Facebook 画面

2.Facebook

　コンソーシアムでは、情報発信 / 交流力を拡大するため、ウェブサイト及び

Twitter に加え、平成 26 年 1 月 16 日より Facebook 上での公式ページの運用を

開始した。現在までの投稿数は 29。（平成 26 年 3 月末現在）

　また、すでに支援・受援関係者からの投稿や「いいね」が多数寄せられており、

一方的な情報発信だけでなく、双方向の交流・情報交換が始まりつつある。
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3. メールマガジンの定期化

　コンソーシアムでは、かねてより、賛同者・賛同団体を対象にメールで参加型

の催しなどのお知らせを必要に応じて行っていた。本年度は、このメール施策を

さらに強化した。平成 25 年 10 月より毎月の定期発行とし、情報の発信をより強

力なものとした。

　定期メールマガジンの主な情報内容は下記の通りである。

①コンソーシアムからのお知らせ

②助成情報

③復興推進イベント、及び支援活動の紹介



1153.メールマガジンの定期化

文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン  [vol.1]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◆◆ Consortium Mail Magazine ◆◆ 　　[vol.1]  2013.10.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
文化芸術による復興推進コンソーシアム　http://www.bgfsc.jp/

----------------------------------------------------------------------------
10 月に入り少し肌寒くなってきましたね。季節の変わり目は体調が崩れがちですが、秋は何と言っても、芸術
イベントが目白押し。私も、元気いっぱいに情報発信するためにも健康に気をつけなければ！と、自分に言い聞
かせる今日この頃です。さて、これまで不定期にてお送りしておりました、コンソーシアム通信がリニューアル
致します !!
これからはメールマガジンとして月に１度、お役に立つ情報を皆さまにお届けしますのでコンソーシアムのウェ
ブサイトに掲載された情報をご活下さい！
----------------------------------------------------------------------------

── [ MENU ] ───────────────────────────────
【1】コンソーシアムからのお知らせ　… 「支援・受援ネットワーク会議」のご案内
【2】助成情報　… 2014 年度助成の募集が続々開始
【3】ピックアップ　… いま注目の復興イベントをご紹介　
──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コンソーシアムからのお知らせ　　http://bgfsc.jp/information/index.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　支援・受援ネットワーク会議のご案内　　　　　　　お申し込みはお早めに！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

東日本大震災から 2 年半が経過し、今後の中長期にわたる復興の道程において、人々の心を支え、被災地域の活
性化に貢献する文化芸術の役割は、これまでにも増して大きくなっていくことが想定されます。
そのため、当コンソーシアムでは、被災地の活動団体と支援団体等の関係強化や具体的な提案を実現に繋げるこ
とを目標に、関係者が一堂に会し取組の充実・発展に向けて意見交換を行う「支援・受援ネットワーク会議」を
開催することに致しました。

【日時】 平成 25 年 10 月 18 日（金）13:00 〜 18:15
　　　　　　　　　　　　　　　 18:15 〜 19:00（交流会 会費制）

【会場】 郡山市民文化センター ５F 集会室
　　　　 （福島県郡山市堤下町 1 番 2 号）

【参加費】入場無料　（会議終了後の交流会は、別途会費 1000 円を予定）
【参加申し込み方法】
　　E メール、もしくは FAX で申し込みを受付ています。
　　詳細は、下記 URL より「チラシ裏面」の参加申込書をご覧ください。

【詳細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=170

皆さまのご出席をお待ちしております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】助成情報　　http://bgfsc.jp/valuable-infomation/detail.php?id=12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■■■ まもなく応募開始・締切の助成 ■■■

★公益社団法人　企業メセナ協議会
【2013 年 10 月 25 日締切】
http://gbfund.jp/guidance.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　全国税理士共栄会文化財団

【2013 年 10 月末日締切】
http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html
----------------------------------------------------------------------------
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★公益財団法人　日本財団
【2013 年 10 月 31 日締切】
http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/common/
----------------------------------------------------------------------------
★独立行政法人　日本芸術文化振興会

【助成分野によって締切が異なるので、リンク先を参照】
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　アサヒグループ芸術文化財団

【応募期間　2013 年 10 月 16 日〜 11 月 1 日】
http://www.asahibeer.co.jp/csr/philanthropy/ab-art/boshu.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　トヨタ財団

【震災枠：2013 年 11 月 15 日締切】
【一般枠：2013 年 11 月 8 日締切】
http://www.toyotafound.or.jp/program/community.html
----------------------------------------------------------------------------
★日本郵政グループ

【2013 年 11 月 15 日締切】
http://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/h250830_01.html
----------------------------------------------------------------------------
★ＪＴ

【2013 年 11 月 20 日締切】
http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/entry/index.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　大阪コミュニティ財団

【2013 年 11 月 29 日締切】
http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　福武財団　

【2013 年 11 月 29 日締切】
http://www.fukutake.or.jp/art/katsudo/josei.shtml
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　朝日新聞文化財団

【2013 年 12 月 13 日締切】
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　東邦銀行教育・文化財団

【応募期間　2013 年 11 月 1 日〜 12 月 30 日】
http://www.tohobank.co.jp/invest/manag/co_04b.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ピックアップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１．[ 文化庁 ] 日本の技体験フェア「ふれてみよう！文化財を守り続けてきた匠の技」

近年、生活環境などが変化する中で、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能の後継者
の養成、原材料の確保が困難になりつつあります。
この体験フェアは、文化財の保存技術の大切さや、伝承者の養成、文化財の修理や原材料、道具などに関する現
状をより多くの方々に理解していただくとともに、未来の伝承者・理解者の養成等に資することを目的に毎年開
催しています。

【開催日】2013 年 10 月 26 日、27 日
【会場】鶴ヶ城体育館（福島県会津若松市）
【情報掲載 URL】 http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=169

----------------------------------------------------------------------------
２．〜手をつなごうニッポン頑張れ！！岩手大船渡〜 “夢さんま祭り”

文化芸術による復興推進コンソーシアムが後援する「〜手をつなごうニッポン頑張れ！！岩手大船渡〜 “夢さん
ま祭り”」が 10 月 13 日に開催されます。大船渡東高校太鼓部による公演や、日韓コラボ「夢さんまキムチ鍋」
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などが楽しめる、地域の活性化と復興支援を目的としたイベントです。
【開催日】2013 年 10 月 13 日（日）
【会　場】岩手県大船渡市　夢商店街
【主　催】大船渡　夢商店街
【共　催】NPO 法人日韓文化交流会、夢グループ　水産部
【後　援】文化芸術による復興推進コンソーシアム
【ホームページ URL】http://www.japankorea.org/modules/tinyd0/index.php?id=553

----------------------------------------------------------------------------
３．小名浜本町通り芸術祭 2013

小名浜に暮らす人たちが、まちなかにはみ出しながら自ら作品をつくり、通りや店舗に作品を展示することで、 
日々の暮らしに埋没した「アート」を浮かび上がらせようというアートプロジェクト。町民手づくりのため、芸
術祭自体は２日間と短いものの、作品制作と着地型観光が一体となったワークショップは４月から半年に渡って
開催中。
暮らし、アート、観光、そしてまちづくりが一体となったオルタナティブな芸術祭です。

【開催日】2013 年 10 月 13 日、10 月 14 日
【会場】いわき市小名浜本町、銀座商店街各店舗及び本町通り
【ホームページ URL】http://www.strikingly.com/ohsaf

----------------------------------------------------------------------------
４．近所にできる小さな美術館をみんなではじめるフォーラム
　　「はじめる美術館　〜十八間蔵から〜」

福島県猪苗代町に開設の準備を進めている「はじまりの美術館」にて、プレオープニングイベント「はじめる美
術館〜十八間蔵から〜」が開催されます。コンソーシアム復興推進員である川延安直氏が携わっている「福島藝
術計画× ASTT」との共催企画として、地域の中で小さな美術館がどのように機能してゆくかを、参加者ととも
に探るプログラムです。

【開催日】2013 年 10 月 20 日
【会　場】しおや蔵２階（福島県耶麻郡猪苗代町字新町 4875-2）
【定　員】４０名（要予約）
【講　師】伊藤達矢氏、山崎亮氏、南嶌宏氏、保坂健二朗氏、森司氏、川延安直氏
【参加費】無料
【詳　細】https://ja-jp.facebook.com/hajimarinohajimari

----------------------------------------------------------------------------
５．仙台クラシックフェスティバル 2013　《開催結果速報》

今年で 8 回目を迎えた仙台クラシックフェスティバルが 10 月 4 日 ( 金 ) から 6 日 ( 日 ) の期間で開催されました。
期間中は地下鉄沿線の 4 施設 10 会場及び地下鉄駅（仙台駅、旭ヶ丘駅）、街なかのオープンスペースなどをステー
ジとしたコンサートが展開され、仙台市内がクラシック音楽であふれる 3 日間となりました。

【ホームページ URL】http://sencla.com/news/senclanews.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」2013 年 10 月号（vol.1）を最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今後、「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」で取り上げて欲しい内容がございましたら、
ぜひお聞かせください。
皆様からお寄せいただいたご質問・ご意見・ご感想などをもとに、より良い内容にしていければと思います。今
後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

▼ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで▼
メール： info@bgfsc.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行人／文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局
　　　　TEL：03 － 6278 － 7820　FAX：03 － 6278 － 7821
　　　　メール：　info@bgfsc.jp
　　　　ホームページ：　http://www.bgfsc.jp/
---------------------------------------------------------------------------
配信停止は下記宛先にメールにてご連絡ください。
メール：　info@bgfsc.jp
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文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン  [vol.2]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◆◆ Consortium Mail Magazine ◆◆ 　　[vol.2]  2013.11.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
文化芸術による復興推進コンソーシアム　http://www.bgfsc.jp/

----------------------------------------------------------------------------
10 月 18 日に福島県郡山市にて支援・受援ネットワーク会議を開催しました。福島県出身の私は「子どもの頃は、
通学路の途中にある畑の白菜に霜が降りるのを見ながら、季節の移ろいを感じていたなぁ」と、東北の肌寒さに
懐かしさを感じていました。風は冷たくても人が温かいのが東北です。会場の郡山市民文化センターの職員の皆
さまをはじめ、今回ご協力いただいた多くの方々と接して、改めてそう感じました。そんな温かい人々が集い、
考える場となった支援・受援ネットワーク会議。参加者からレポート記事が届いています！　是非ご覧ください！
----------------------------------------------------------------------------

── [ MENU ] ───────────────────────────────
【1】コンソーシアムからのお知らせ　… 会議のレポートがブログにて掲載中！
【2】助成情報　… 今すぐチェック！ 多くの助成が締切まであとわずか！
【3】ピックアップ　… いま注目の復興イベントをご紹介　
──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コンソーシアムからのお知らせ　　http://bgfsc.jp/forum/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　支援・受援ネットワーク会議を開催しました　
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
文化芸術による復興推進コンソーシアムは 10 月 18 日に「支援・受援ネットワーク会議」を開催いたしました。
ご参加いただいた皆さま、ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
会議では、被災地の活動団体と支援団体等の関係強化や具体的な提案を実現に繋げることを目標に、約７０名の
関係者が集結し、取組の充実・発展に向けて意見交換が行われました。
現地で文化芸術の力を活用した復興支援をする活動団体、活動団体に対して助成や支援を提供する支援団体、そ
れぞれが持つ課題に対して、解決方法を共に探り、情報交換出来る場となりました。
参加者から、支援・受援ネットワーク会議を終えてのご意見やご感想をコンソーシアムウェブサイト上のブログ
に多数、投稿頂いております。
会議に参加できなかった方も、是非ご覧下さい。
ご意見、コメントお待ちしております！

《　新着ブログ記事　》

◆『地域との縁をつなぐ』
　本杉省三（コンソーシアム運営委員長、日本大学教授）
　http://bgfsc.jp/forum/member/detail.php?id=70
◆『芸術文化の新しいあり方の構築を』
　大澤隆夫
　( コンソーシアム東北事務所長、一般財団法人音楽の力による復興センター・東北 )
　http://bgfsc.jp/forum/member/detail.php?id=68

◆『多くの活動ヒントを得て』
　渡辺一雄（コンソーシアム エグゼクティヴ・コーディネーター）
　http://bgfsc.jp/forum/member/detail.php?id=67

◆『復興と伝統芸能の力』
　志賀野桂一
 （コンソーシアム アドバイザリースタッフ、東北文化学園教授）
　http://www.bgfsc.jp/forum/member/detail.php?id=71

《　新着レポート　》
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◆『支援・受援ネットワーク会議を終えて』
　くらもちひろゆき　（コンソーシアム復興推進員、『架空の劇団』代表）
　http://bgfsc.jp/report/detail.php?id=75

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　コンソーシアム「Twitter」稼働中！！　　　    https://twitter.com/consooffice
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
ウェブサイトの更新情報を随時ツイート中。
フォローお待ちしています！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】助成情報　　http://bgfsc.jp/valuable-infomation/detail.php?id=12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■■■ まもなく応募開始・締切の助成 ■■■

★独立行政法人　日本芸術文化振興会
【助成分野によって締切が異なるので、リンク先を参照】
http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/grant/applicant.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　トヨタ財団

【震災枠：2013 年 11 月 15 日締切】
http://www.toyotafound.or.jp/program/community.html
----------------------------------------------------------------------------
★日本郵政グループ

【2013 年 11 月 15 日締切】
http://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/h250830_01.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　アサヒグループ芸術文化財団

【応募期間　2013 年 10 月 16 日〜 11 月 15 日】
http://www.asahibeer.co.jp/csr/philanthropy/ab-art/boshu.html
----------------------------------------------------------------------------
★ＪＴ

【2013 年 11 月 20 日締切】
http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/entry/index.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　大阪コミュニティ財団

【2013 年 11 月 29 日締切】
http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　福武財団　

【2013 年 11 月 29 日締切】
http://www.fukutake.or.jp/art/katsudo/josei.shtml
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　三菱ＵＦＪ信託地域文化財団　

【2013 年 11 月 30 日締切】
http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　朝日新聞文化財団

【2013 年 12 月 13 日締切】
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　東邦銀行教育・文化財団

【応募期間　2013 年 11 月 1 日〜 12 月 30 日】
http://www.tohobank.co.jp/invest/manag/co_04b.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ピックアップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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１．【文化庁】『地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ』募集開始

地方公共団体が企画する優れた文化芸術の創造発信事業に対して補助することにより、地域の活性化を促すこと
を目的とした事業である「地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ」の募集が開始されました。この事業の区分
の一つとして、『文化芸術による「心の復興」事業』があります。これは、東日本大震災の被災地の道県及び市
町村が企画する舞台芸術の鑑賞等を通じた「心の復興」を図る事業が補助の対象となります。
事業の実施主体（補助金の申請者）は地方公共団体ですが、芸術団体等が地方公共団体から委託を受けて事業を
実施することは可能です。

【実施計画書の提出期限】2013 年 12 月 9 日（月）（消印有効）
【詳細】http://www.bunka.go.jp/geijutsu_bunka/02bunka_geijutsu/h26_index.html

----------------------------------------------------------------------------
２．『習いに行くぜ！東北へ！！』報告会＆公開ミーティング

「習いに行くぜ！東北へ！！」は地震津波の被災地を中心に、郷土芸能の継承や芸能を切り口にした観光資源の
開発を目指します。国内外の方々が実際に東北に足を運び、芸能を習いながら、生活文化も同時に体験するプロ
ジェクトです。被災地に数多く存在するまだ知られていない豊穣な芸能や祭を習うと共に、海外に紹介していき
ます。
並行して、地域の方々と一緒に、その土地や人の魅力を引き出したコミュニティダンスを作り発表。この度、プ
ロジェクトの報告会がせんだいメディアテークにて行われます。

★報告会＆公開ミーティング
【開催日】2013 年 11 月 15 日（金）
【会　場】せんだいメディアテーク 2F 会議室
【詳　細】http://narainiikuze.com/
【お問合せ／お申込先】NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

----------------------------------------------------------------------------
３．『奈奈子祭 〜冬の陣〜』

東日本大震災により壊滅状態になった釜石市で、被災した芸能団体の発表の場を作ることによって、市内各所の
仮設住宅に離ればなれになった地区住民のコミュニティを再建したい。こうした思いから企画され、発声者の名
前をとって 2013 年 2 月から始まった「奈奈子祭」。
第３弾の今回は、初めて釜石市外にて開催。震災で大きな被害を受けて最近ようやく復活した大槌町浪板の三陸花ホテ
ルはまぎくを舞台に、郷土芸能を通した三陸沿岸部の持続的な復興へとつなげていく。

【開催日】2013 年 12 月 7 日 ( 土 ) 14:00 〜 18:00
【会　場】三陸花ホテルはまぎく
【入場料】無料
【主　催】奈奈子祭実行委員会
【後　援】大槌町教育委員会・大槌町郷土芸能保存団体連合会
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=178

----------------------------------------------------------------------------
４．東日本大震災復興支援 早池峰大償神楽公演『鎮魂と祈りの舞』

人々の暮らしの守り神のような存在として、生活に根付いた東北の神楽や民俗芸能。今回、鎌倉にて、岩手県に古
くから伝わる早池峰神楽の公演が開催されます。「早池峰神楽」は昭和 51 年に国指定重要無形文化財に指定され、
2009 年にはユネスコ無形文化遺産登録された日本を代表する神楽です。

【開催日】2013 年 11 月 23 日（土）・11 月 24 日（日）
　　　　 ※ 24 日公演の前売り券は完売致しました。

【会　場】大本山建長寺（神奈川県鎌倉市）
【復興支援鑑賞券】前売券　3,300 円（建長寺拝観料込）
　　　　　　　　 当日券　3,500 円（建長寺拝観料別）
　　　　　　　　 ※被災者・小学生以下無料

【詳　細】http://hayachinekagura-kamakura.jimdo.com/

----------------------------------------------------------------------------
５．公益社団法人日本尺八連盟による支援活動
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全国的な尺八愛好家の組織である、公益社団法人日本尺八連盟は、希望の被災地小中学校に出向き、演奏及び楽
器体験を通して邦楽の楽しさを体感して貰う支援活動を行います。
楽器体験後、尺八を練習してみたい生徒があれば、水道管を素材に製作された尺八を寄贈します。只今、演奏及
び楽器体験の受け入れ先と、尺八の寄贈先を募集中です。

【詳　　　細】
http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=179

【受入れ期限】
受け入れ期間は平成２６年３月までとしますが、尺八の寄贈本数が 300 本に達したところで締め切ります。

【受贈回答宛先】
公益社団法人 日本尺八連盟
〒 604 － 0862
京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町 245-2　烏丸梅田ビル 7 階
TEL：（075）241-1380
FAX：（075）241-1533

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」2013 年 11 月号（vol.2）を最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今後、「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」で取り上げて欲しい内容がございましたら、
ぜひお聞かせください。
皆様からお寄せいただいたご質問・ご意見・ご感想などをもとに、より良い内容にしていければと思います。今
後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

▼ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで▼
メール： info@bgfsc.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行人／文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局
　　　　TEL：03 － 6278 － 7820　FAX：03 － 6278 － 7821
　　　　メール：　info@bgfsc.jp
　　　　ホームページ：　http://www.bgfsc.jp/
---------------------------------------------------------------------------
配信停止は下記宛先にメールにてご連絡ください。
メール：　info@bgfsc.jp
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文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン  [vol.3]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◆◆ Consortium Mail Magazine ◆◆ 　　[vol.3]  2013.12.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
文化芸術による復興推進コンソーシアム　http://www.bgfsc.jp/
----------------------------------------------------------------------------
震災から 1000 日が経った 12 月 4 日、様々なニュースが出ていました。その中でも、特
に私が気になったのは、漫画家・井上きみどりさんの書く『ふくしまノート』（竹書房）についての特集でした。
この作品は、原発問題に揺れる福島県民の実状をありのままに伝えるリポート漫画で、ウェブ上に無料で公開さ
れています。  

【こちらからどうぞ   http://sukupara.jp/plus/mag_detail.php?manga_id=37&story_id=463   】
読み進めるうちに涙が溢れてしまいました。漫画という表現にも、福島の人々の本当の気持ちを伝えるきっかけ
になる力があるのだと気付かされます。まだまだ、被災地には傷ついた方がたくさん居ます。2014 年も引き続き、
文化芸術が復興の力になるよう全力を尽くしてまいります。
----------------------------------------------------------------------------

── [ MENU ] ───────────────────────────────
【1】コンソーシアムからのお知らせ　… 寄付金の報告 / ネットワーク会議記録 ( 要旨 ) 公開
【2】助成情報　… まもなく募集開始・締切の助成情報をチェック
【3】ピックアップ　… いま注目の復興イベントをご紹介　
──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コンソーシアムからのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　文化芸術による復興推進コンソーシアム事務局からのお知らせ
　〜寄付の報告・御礼、ご協力について〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成２５年１１月、サザンクス筑後（公益財団法人筑後市文化振興公社）様より被災地の文化芸術を通した復興
推進活動に役立てていただきたいと、コンソーシアムの事務局である全国公立文化施設協会に寄付金を贈呈いた
だきました。
また、その他岡山市民会館様をはじめとする多数の文化施設・団体・個人の方々からも、震災復興推進のための
寄付金をご検討いただいております。
寄付金につきましては、震災復興関連の活動に役立てて参ります。
この場をお借りして、改めて厚く御礼申し上げます。
この度、みなさまからいただいたご厚意に報いるためにも、関係者・関係団体のみなさまと、より一層連携を密
にしながら被災地の復興推進活動に取り組んで参りたいと考えております。今後とも何卒お力添えをいただきま
すよう、お願いいたします。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　「支援・受援ネットワーク会議」の記録（要旨）を公開しました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
１０月１８日（金）に福島県郡山市で開催された

「支援・受援ネットワーク会議」の記録（要旨）をウェブサイトに掲載しました。
下記 URL からご覧頂けます。

【URL】http://bgfsc.jp/report/detail.php?id=76
支援する側、支援を受ける側、双方の様々な「現場の声」を伺える会議でした。
是非、皆さまの復興推進活動にご活用下さい。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　コンソーシアム「Twitter」稼働中！！　　　    https://twitter.com/consooffice
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
ウェブサイトの更新情報を随時ツイート中。フォローお待ちしています！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】助成情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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■■■ まもなく応募開始・締切の助成 ■■■

★公益財団法人　朝日新聞文化財団 【2013 年 12 月 13 日締切】
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
----------------------------------------------------------------------------
★アーツエイド東北　【2013 年 12 月 14 日締切】
http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=190
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　宮城県文化振興財団　【2013 年 12 月 15 日締切】
http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=184
----------------------------------------------------------------------------
★全日本社会貢献団体機構　【2013 年 12 月 27 日締切】
http://ajosc.org/subsidy/index.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　東邦銀行教育・文化財団　【2013 年 12 月 30 日締切】
http://www.tohobank.co.jp/invest/manag/co_04b.html
----------------------------------------------------------------------------
★仙台市太白区　【2014 年 1 月 31 日締切】
http://www.city.sendai.jp/taihaku/c/1203066_1982.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　明治安田クオリティオブライフ文化財団 【2014 年 1 月 31 日締切】
http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/local/index.html
----------------------------------------------------------------------------
★公益財団法人　文化財保護・芸術研究助成財団 【2014 年 2 月末日締切】
http://www.bunkazai.or.jp/06koubo/shinsai.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ピックアップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１．東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）『第８回 現地会議 in 福島』　

JCN では、被災地・被災者を支援している民間団体等の連携を促し、支援活動を続けるうえで抱える問題や課題
を共に考える場「現地会議」を、被災３県にて定期的に開催しています。第８回にあたる本会は、これまで各地
でおこなわれた現地会議開催地の活動者が集結し、地域ごとの課題の整理し、県内の中間支援組織の関係者と今
後の連携を考えます。

【開催日】2013 年 12 月 13 日（金）13:30 〜 17:00（予定）※開場 13:00
【同日開催】福島オールスター百貨店　― 誰もが主役の復興フェア ―
【会　場】ビッグパレットふくしま　３階　中会議室
【詳　細】http://www.jpn-civil.net/2013/news/2013/12/_in_11.html

----------------------------------------------------------------------------
２.【文化庁】『文化遺産とまち、ひと、復興』東京大会開催

文化庁と一般社団法人気仙沼風待ち復興検討会による共催イベント『文化遺産とまち、ひと、復興』東京大会が
2013 年 12 月 20 日に開催されます。このイベントは、東日本大震災で被災した様々な文化遺産の復興支援の在
り方について、市民、民間企業、行政等、国内外を問わず一堂に会し、現地の声を聞きながら意見交換を行うも
のです。文化遺産の復旧がふるさとの復興に与える効果と、多様な支援の意義について、広く情報発信する場と
なります。

【開催日】2013 年 12 月 20 日（金）
【会　場】文部科学省東館３階講堂
【主　催】文化庁、一般社団法人一般社団法人気仙沼風待ち復興検討会
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=187

----------------------------------------------------------------------------
３．サザンクス筑後『小さなひろばの片隅で』

サザンクス筑後ではミュージカルナンバーアンサンブル公演 Vol.4「小さなひろばの片隅で」の公演を行います。
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サザンクス筑後の事業に関わる市民の皆さんの手によるミュージカルの第４弾。震災のとき、何を感じたのか。
そして、今できることは何なのか。「生きることとは」という壮大なテーマに、市民と共に挑みます。是非、足
をお運びください。

【開催日時】2013 年 12 月 21 日（土）18:30 開演（18:00 開場）
　　　　　 　　 　　　 22 日（日）14:00 開演（13:30 開場）

【会　場】サザンクス筑後　小ホール
【主　催】公益財団法人筑後市文化振興公社
【問い合わせ】サザンクス筑後　TEL 0942-54-1200
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=189

----------------------------------------------------------------------------
４．『JATET フォーラム 2013/14』開催

公益社団法人劇場演出空間技術協会（JATET）は『JATET フォーラム 2013/14　3.11 以降の劇場・ホールを震
災対応調査から考える　─劇場・ホールにおける防災・安全・技術（その 3）─』を開催します。このフォラー
ムでは、震災後における各施設の修繕・改修や危機管理の改善等について行った全国的なアンケート調査及びヒ
アリング調査に関する報告と復旧改修・震災対策工事を経験された関係者の方たちからのご報告をお聞きし、劇
場・ホールにおける防災・安全・技術並びに今後の劇場・ホール施設・技術の在り方について考えます。

【開催日】2014 年 1 月 29 日（水）13：00 〜 17：45
【会　場】座・高円寺 2（座・高円寺　地下 2 階）
【参加費】1,000 円（資料付き）学生無料
【主　催】公益社団法人劇場演出空間技術協会
【共　催】公益社団法人全国公立文化施設協会
【後　援】文化芸術による復興推進コンソーシアム
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=191

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」2013 年 12 月号（vol.3）を最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今後、「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」で取り上げて欲しい内容がございましたら、
ぜひお聞かせください。
皆様からお寄せいただいたご質問・ご意見・ご感想などをもとに、2014 年のメールマガジンもより良い内容に
していければと思います。
それでは、皆さまもよいお年をお迎え下さい。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。
▼ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで▼
メール： info@bgfsc.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行人／文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局
　　　　TEL：03 － 6278 － 7820　FAX：03 － 6278 － 7821
　　　　メール： info@bgfsc.jp
　　　　ホームページ： http://www.bgfsc.jp/
---------------------------------------------------------------------------
配信停止は下記宛先にメールにてご連絡ください。
メール：　info@bgfsc.jp
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文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン  [vol.4]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◆◆ Consortium Mail Magazine ◆◆ 　　[vol.4]  2014.1.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
文化芸術による復興推進コンソーシアム　http://www.bgfsc.jp/

──────────────────────────────────────
皆さまどのようなお正月をお迎えになりましたか。年始ということで気持ちも改まり、清々しいですね。私は、
地元福島に帰って、懐かしい友人や知人に会うことができました。古い仲間と会って話をしていると、心が充電
されて元気になります。
気心が知れて落ち着く。それでいて、ちょっと刺激も与えてくれるような「仲間」を大事にする一年にしたいと
感じたお正月でした。
さて、コンソーシアムはこの度、公式 Facebook ページを開設いたしました！
この Facebook ページから新しい出会いや縁が生まれるかもしれません。
素敵な情報をお届けいたしますので、ぜひ、皆さんチェックしてみてください！ 
──────────────────────────────────────

── [ MENU ] ───────────────────────────────
【1】コンソーシアムからのお知らせ　… 公式 Facebook ページがスタートします！
【2】助成情報　… まもなく募集開始・締切の助成情報をチェック！
【3】ピックアップ　… いま注目の復興イベントをご紹介！　
──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コンソーシアムからのお知らせ　　http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　文化芸術による復興推進コンソーシアム
　公式 Facebook ページがスタートしました！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
待望のコンソーシアム公式 Facebook ページが出来ました！
本日より、運用開始です。

▼コンソーシアム公式 Facebook ページ▼
https://www.facebook.com/bgfscaccr

「いいね！」を押すと最新の情報が届きます！

コンソーシアム公式 Facebook ページでは
　・注目のイベント情報
　・見逃せない助成情報
　・気になるニュース
　・現地での活動レポート
などといった、　最新の情報をお届けします！

もっと、文化芸術の力を復興のために活かしたい。
もっと、文化芸術の持つ魅力を多くの人に発信したい、知りたい。
もっと、現地の声を聞きたい。
そんな想いの皆さまと、文化芸術を通して復興を推進させていくためにはどうしたら良いかを一緒に考えること
が出来る「集いの場」として運営してまいります。
また、訪れてくださった皆さまがいつでも新鮮な情報に出会えるように広くアンテナを張って情報発信していき
ます！
皆さまの積極的なご参加をお待ちしております！
伝える場として。交流の場として。
是非、コンソーシアム公式 Facebook ページをご活用下さい☆
今後とも公式 Facebook ページをよろしくお願いします！

▼公式 Facebook ページのご案内（お知らせ）▼
http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=200
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┏━━━━━━━━━━━━┓
　運営委員会の開催について
┗━━━━━━━━━━━━┛

第３回運営委員会を 2 月 19 日（水）に東京都中小企業会館にて開催いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】助成情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ まもなく応募開始・締切の助成　[ 新規掲載 ] ■□■

=================================================
★ＪＴ

「東日本大震災復興支援　JT NPO 応援プロジェクト」（2014 年 1 月 20 日締切）
岩手県、宮城県、福島県のいずれかの県において、NPO が地域の人々と共に取り組む、コミュニティの復興・再生・
活性化に向けた事業に対して助成します。
▽詳細はＪＴの HP をご覧ください▽
http://www.jti.co.jp/csr/contribution/support/npo-koubo/invite/index.html
==================================================
★日韓文化交流基金　「人物交流助成」　（2014 年 1 月 24 日締切）
民間の日韓交流事業を支援するため、芸術交流などの分野を対象に助成します。
▽詳細は日韓文化交流基金の HP をご覧ください▽
http://www.jkcf.or.jp/projects/josei/jinbutsukoryu/
==================================================
★中央共同募金会「赤い羽根　災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」

（2014 年 1 月 24 日締切）
被災地をはじめ全国で、被災された方々への救援・支援活動を行うボランティアグループ、NPO 法人、学校法
人等を対象に助成します。 
▽詳細は中央共同募金会の HP をご覧ください▽
http://www.akaihane.or.jp/er/p6.html
==================================================
★文化庁

「文化遺産を活かした地域活性化事業（文化芸術振興費補助金）」（2014 年 1 月 24 日締切）
地域の文化遺産を活用した、伝統芸能の公開、古典に親しむ活動などの取組に対して助成します。（地方公共団
体が対象です）
▽詳細は文化庁の HP をご覧ください▽
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/chiiki_kasseika/h26_kasseika.html

■□■ まもなく応募開始・締切の助成　[ 再掲載 ] ■□■
==================================================
★仙台市太白区　「被災者交流活動助成事業」　（2014 年 1 月 31 日締切）
東日本大震災の被災者のコミュニティ形成に向けた活動に助成金を交付します。
▽詳細は仙台市の HP をご覧ください▽
http://www.city.sendai.jp/taihaku/c/1203066_1982.html
==================================================
★公益財団法人　明治安田クオリティオブライフ文化財団

「平成 26 年度地域の伝統文化分野助成」　（2014 年 1 月 31 日締切）
「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承、後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象
に助成します。
▽詳細は明治安田クオリティオブライフ文化財団の HP をご覧ください▽
http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/local/index.html
==================================================
★公益財団法人　文化財保護・芸術研究助成財団

「東日本大震災被災文化財復旧に対する助成」　（2014 年 2 月 28 日締切）
東日本大震災により被災した文化財の修理、復旧等にかかわる事業に助成します。
▽詳細は文化財保護・芸術研究助成財団の HP をご覧ください▽
http://www.bunkazai.or.jp/06koubo/shinsai.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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【3】ピックアップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１．今の福島をダンスで語る２公演　『フクシマ…真実の空…』『福島 NOW!』　

福島県在中の演出家・振付家・舞踏家である神永宰良氏が手がける“今の福島をダンスで語る”２公演が全労済
ホール／スペース・ゼロにて開催されます。震災後、多くの作品を発表し、風化させない福島の思いを作品にし
てきた神永宰良氏が率いるダンスフュージョン Co。避難所や仮設住宅などいろいろな所でダンスを通し活動を
続けてきたキッズダンスカンパニー「エクスプレション D.S.」。3 年目を向かえる福島の為に、今を語り、今を考
えていくダンス公演です。

【開催日】2014 年 1 月 18 日（土）　19：00 開演
　　　　 2014 年 1 月 19 日（日）　14：00 開演
　　　　 ※開場は開演の 30 分前

【会　場】全労済ホール／スペース・ゼロ
【主　催】全労済ホール／スペース・ゼロ、カミナガオフィス
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=1978

----------------------------------------------------------------------------
２．「架空の劇団」による朗読劇【瓦礫と菓子パン〜リストランテ震災篇】

岩手県盛岡の劇団「架空の劇団」による実在の飲食店のメニューを読む朗読劇「リストランテ」シリーズの番外
編。震災直後、被災地ではどんなものを食べていたのか？どんな食べ物が命をつないだのか？　一番美味しかっ
たものは何なのか？　現地に近いからこそできる取材をし、朗読劇として構成、遠くまでとどけることを意図し
て生み出した作品です。震災から３年が経とうとする今年、神奈川にて上演します。

【公演日】2014 年 1 月 18 日（土）　19:00 開演
　　　　 2014 年 1 月 19 日（日）　13:00 開演

【会　場】メイプルホール（神奈川県相模原市）
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=201

----------------------------------------------------------------------------
３．『JATET フォーラム 2013/14』

公益社団法人劇場演出空間技術協会（JATET）は『JATET フォーラム 2013/14　3.11 以降の劇場・ホールを震
災対応調査から考える　─劇場・ホールにおける防災・安全・技術（その 3）─』を開催します。このフォラー
ムでは、震災後における各施設の修繕・改修や危機管理の改善等について行った全国的なアンケート調査及びヒ
アリング調査に関する報告と復旧改修・震災対策工事を経験された関係者の方たちからのご報告をお聞きし、劇
場・ホールにおける防災・安全・技術並びに今後の劇場・ホール施設・技術の在り方について考えます。

【開催日】2014 年 1 月 29 日（水）13：00 〜 17：45
【会　場】座・高円寺 2（座・高円寺　地下 2 階）
【参加費】1,000 円（資料付き）学生無料
【主　催】公益社団法人劇場演出空間技術協会
【共　催】公益社団法人全国公立文化施設協会
【後　援】文化芸術による復興推進コンソーシアム
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=191

----------------------------------------------------------------------------
４．『ふくしまっ子総合文化祭　〜ミライへツナグふくしま愛〜』

復興の担い手を育む芸術文化活動支援事業「ふくしまっ子総合文化祭」は、県内の小・中学生の演劇・郷土芸能・
日本音楽等の文化活動をしている部活動・団体にプロの講師を各学校に招きワークショップを開き技術指導を受
け、その成果を発表します。

【開催日】2014 年 2 月 9 日（日）　開場 12:30  開演 13:00
【会　場】福島県文化センター　小ホール
【入場料】無料
【詳　細】http://www.culture-center.fks.ed.jp/04event/syusai.html
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」
2014 年 1 月号（vol.4）を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後、「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」で取り上げて欲しい内容がございましたら、
ぜひお聞かせください。皆様からお寄せいただいたご質問・ご意見・ご感想などをもとに、より良い内容にして
いければと思います。

▼ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで▼
メール： info@bgfsc.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行人／文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局
　　　　TEL：03 － 6278 － 7820　FAX：03 － 6278 － 7821
　　　　メール： info@bgfsc.jp
　　　　ホームページ： http://www.bgfsc.jp/
---------------------------------------------------------------------------
配信停止は下記宛先にメールにてご連絡ください。
メール：　info@bgfsc.jp
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文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン  [vol.5]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◆◆ Consortium Mail Magazine ◆◆ 　　[vol.5]  2014.2.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
文化芸術による復興推進コンソーシアム　http://www.bgfsc.jp/

──────────────────────────────────────
２月５日から７日にかけて開催された、文化庁と全国公立文化施設協会が主催する全国劇場・音楽堂等アートマ
ネジメント研修会 2014 に行ってまいりました。様々なプログラムがありましたが、震災・復興関連の研修会も
豊富でした。東北での取組、求められていることや、中越大震災を体験し「震災フェニックス」を企画した魚沼
市小出郷文化会館の桜井館長のお話などが伺えました。この研修会は、各劇場、音楽堂等の職員だけではなく、
自治体の職員や大学生も参加しているそうです。多くの方が学んだこと、感じたことをそれぞれ持ち帰り、支援
の輪が広がってほしいと思います。
──────────────────────────────────────

── [ MENU ] ───────────────────────────────
【1】コンソーシアムからのお知らせ　… 公式 Facebook ページ続々と更新中！
【2】助成情報　… まもなく募集開始・締切の助成情報をチェック！
【3】ピックアップ　… いま注目の復興イベントをご紹介！　
──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コンソーシアムからのお知らせ　　http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　文化芸術による復興推進コンソーシアム
　公式 Facebook ページ 続々と更新中！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

▼コンソーシアム公式 Facebook ページ▼
https://www.facebook.com/bgfscaccr

「いいね！」を押すと最新の情報が届きます！

１月からスタートしましたコンソーシアムの公式 Facebook ページでは

・注目の復興イベント情報
・見逃せない助成情報
・気になるニュース
・現地での活動レポート　などといった

最新の情報をリアルタイムでお届けしています！

更新内容も増えてきました！

皆さまからの情報も積極的にシェアさせていただいております。
文化芸術を通した復興活動に関する情報を是非お寄せ下さい。

今後とも公式 Facebook ページをよろしくお願いします◎
たくさんの「いいね！」お待ちしております！

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　郷土芸能プロジェクト検討会と
　文化施設連携会議を開催しました。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┛

文化芸術による復興推進コンソーシアムでは、昨年１０月の「支援・受援ネットワーク会議」等で提案された内
容について協議する場を設けるため、1 月 29 日に宮城県仙台市にて「郷土芸能プロジェクト検討会」と 1 月 30
日に岩手県盛岡市にて「文化施設連携会議」を開催しました。
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郷土芸能プロジェクト検討会では、出席者の「企画提案シート」を基に様々な活動主体が連携して進めることが
できる企画や取組を「情報」や「発表の場」、「見る人・サポ－ターの視点」、「芸術文化としての要素」など、様々
な角度から見出しました。
文化施設連携会議では、文化施設の運営に携わる復興推進員に集まっていただき、
・震災から３年目を迎え、地域のニーズがどのように変貌し、文化施設はその中で何をするべきか。
・具体的な取組みを進めるために何を、どのような手立てで行うのが良いか
・また各関係団体との連携をどのように進めていくべきか
を協議しました。

これらの会議で出た結果を、次年度以降のコンソーシアムの運営に反映してまいりたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】助成情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■□■ まもなく応募開始・締切の助成　[ 新規掲載 ] ■□■

==================================================
★財団法人福島県文化振興財団

「福島県文化振興基金」
（2014 年 2 月 28 日締切）

県内に住居または活動の本拠を有する個人や文化団体の活動の成果などを広く発表する事業などを対象に助成し
ます。
▽詳細は財団法人福島県文化振興財団の HP をご覧ください▽
http://www.culture.fks.ed.jp/zyoseikensyou/zyoseikensyou.htm

==================================================
★一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

「社会貢献基金助成」
（2014 年 2 月末日締切）

地域の住民の参加を経て、文化財保護活動を行う非営利組織に対し助成します。

▽詳細は一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の HP をご覧ください▽
http://www.zengokyo.or.jp/social/promotion/01.html

==================================================
★公益財団法人 公益法人協会

「東日本大震災 草の根支援組織応援基金」
（2014 年 2 月 28 日締切）

東日本大震災及び福島原発災害被災地域において、被災者の「心の復旧・復興」を通じて生活再建の支援活動を
主目的として活動している団体へ配分を行います。

▽詳細は公益財団法人 公益法人協会の HP をご覧ください▽
http://www.kohokyo.or.jp/shinsai/shinsai.html

==================================================
★公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

「ポーラ伝統文化振興財団 平成 26 年度助成」
（2014 年 3 月 31 日締切）

伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能及び行事など、日本の無形の伝統文化財の記録や研究、保存・伝承活動にお
いて、有効な成果が期待できる事業に対し補助的な援助を行います。

▽詳細は公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団の HP をご覧ください▽
http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html

■□■ まもなく応募開始・締切の助成　[ 再掲載 ] ■□■
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==================================================
★公益財団法人　文化財保護・芸術研究助成財団

「東日本大震災被災文化財復旧に対する助成」
（2014 年 2 月 28 日締切）

東日本大震災により被災した文化財の修理、復旧等にかかわる事業に助成します。
▽詳細は文化財保護・芸術研究助成財団の HP をご覧ください▽
http://www.bunkazai.or.jp/06koubo/shinsai.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ピックアップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１．芸術銀河 2013『みやぎぶんか 3 ねんめ会議』

3.11 で何が変わり、何が変わらなかったのか。何を残し、何をつくるのか。視点も立場もベクトルも違いながら
も、地域の最前線で文化の新しい動きをつくる方々の声に耳を傾け、その問いを共有し、共に考える円卓会議で
す。すべての人に開かれ、どなたでも参加できる場として開催します。

【開催日】2014 年 3 月 2 日 ( 日 )　13:00-17:00 ( 開場 12:30)
　　　　 入場無料　※事前のお申し込みが必要。定員 120 名（先着順）

【会　場】仙台市宮城野区文化センター 
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=204

----------------------------------------------------------------------------
２. 語りべシンポジウム「かたりつぎ」〜朗読と音楽の夕べ〜 

東北大学「みちのく震録伝」では、震災で経験した記憶・記録を集め、後世に残す活動として、集められた記録
の中から被災地の復旧・復興、今後の防災・減災行動に資する重要なことばや思いを文章に起こし、語りつぐ記
憶として記録しています。今回のシンポジウムは、その語りつぐ記憶を、俳優竹下景子さんが音楽とともに語る
プロジェクトです。

【開催日】2014 年 3 月 5 日（水）　18：30 開演 
【会　場】東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 
【主　催】東北大学、かたりつぎ仙台実行委員会、復興支援コンサート実行委員会
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=195

----------------------------------------------------------------------------
３．東日本大震災復興支援チャリティコンサート『第 3 回 Sing in Messiah』

事前練習を設けず当日のみ、客席全員で合唱部分を歌う“Sing in”という演奏会形式のコンサート。東日本大震
災の悲劇を決して忘れないために年に 1 度集い、歌い、被災された方や犠牲になられた方に思いを馳せるととも
に、着実な復興を祈りつつ歌います。 
定期的な練習のある合唱団に所属するのは難しいが歌いたいという方のご参加はもちろん、“聴くだけ”のご参
加もお待ちしてます。

【開催日】2014 年 3 月 9 日（日）　10:30-16:00
【会　場】浜離宮朝日ホール　小ホール
【参加費】5,000 円
【指　揮】八尋 和美
【管弦楽】東京バッハ・カンタータ・アンサンブル
【主　催】おとのきずな実行委員会
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=196

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」
2014 年 2 月号（vol.5）を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今後、「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」で取り上げて欲しい内容がございましたら、
ぜひお聞かせください。
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皆様からお寄せいただいたご質問・ご意見・ご感想などをもとに、より良い内容にしていければと思います。

▼ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで▼
メール： info@bgfsc.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行人／文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局
　　　　TEL：03 － 6278 － 7820　FAX：03 － 6278 － 7821
　　　　メール： info@bgfsc.jp
　　　　ホームページ： http://www.bgfsc.jp/

---------------------------------------------------------------------------
配信停止は下記宛先にメールにてご連絡ください。
メール：　info@bgfsc.jp
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文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン  [vol.6]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　◆◆ Consortium Mail Magazine ◆◆ 　　[vol.6]  2014.3.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
文化芸術による復興推進コンソーシアム　http://www.bgfsc.jp/
──────────────────────────────────────

『震災から３年を経過して』

東日本大震災から３年が経過し、壊滅的な被害を受けた被災地では多くの困難を抱えながら、今なお復興の途上
にあります。

被災された人々は復興に向けた歩みを進めながらも、肉親を失い、住む場所を奪われた悲しみと苦しみに今なお
苛まれ、将来に対する不安を抱いています。

「文化芸術による復興推進コンソーシアム」は、震災が起こった年の１１月から活動を開始し、震災直後から多
くの被災地で展開されてきた様々な活動に呼応し、被災地のニーズの把握と持続的な文化芸術活動の推進に向け
て取り組んできました。

被災後３年が経過するなかで、当初熱心に展開されてきた文化芸術活動が相対的に減少している状況がみられま
す。

文化芸術の力はそれのみでは万能ではないかもしれませんが、まちの復興や人々の連帯の礎ともなる人々の心の
復興にとってとても重要な力を持っていると確信しています。

そうした意味で、文化芸術による復興推進の取組みは５年、１０年、あるいは地域によっては何十年という中長
期的な視点で取り組んでいくことが求められています。

当コンソーシアムは、これまでの被災地のニーズの把握や関係団体の支援をつなぐ取組みに加え、東北の活動拠
点を強化し、より具体的で持続的なアクションに重点を置いた取組みを展開してまいります。

これからも引き続き、当コンソーシアムの活動にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

── [ MENU ] ───────────────────────────────
【1】コンソーシアムからのお知らせ
【2】助成情報
【3】ピックアップ
──────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】コンソーシアムからのお知らせ　　http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　文化芸術による復興推進コンソーシアム
　公式 Facebook ページ 続々と更新中！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

▼コンソーシアム公式 Facebook ページ▼
https://www.facebook.com/bgfscaccr

「いいね！」を押すと最新の情報が届きます！

コンソーシアムの公式 Facebook ページでは

・注目の復興イベント情報
・見逃せない助成情報
・気になるニュース
・現地での活動レポート　などといった

最新の情報をリアルタイムでお届けしています！
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更新内容も増えてきました！

皆さまからの情報も積極的にシェアさせていただいております。
文化芸術を通した復興活動に関する情報を是非お寄せ下さい。

たくさんの「いいね！」お待ちしております！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】助成情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■□■ まもなく応募開始・締切の助成　[ 新規掲載 ] ■□■

==================================================
★一般財団法人渡辺音楽文化フォーラム

「渡辺音楽文化フォーラム　助成事業」
（2014 年 3 月 31 日締切）

優れた音楽・芸能及びその周辺の文化の発掘・育成並びに創作活動・公演等の開催を支援するための助成を行い
ます。

▽詳細は一般財団法人渡辺音楽文化フォーラムの HP をご覧ください▽
http://www.watanabeforum.com/support/outline.html

==================================================
★ NHK 厚生文化事業団

「わかば基金」
（2014 年 3 月 31 日締切）

東日本大震災復興支援部門の募集にて、被災地に活動拠点があり、その地域で福祉活動を進めているグループ、
また支援金で活動場所の再整備を進めたい、被災地に必要な新たな事業を展開したいと考えているグループに対
し、助成を行います。

▽詳細は NHK 厚生文化事業団の HP をご覧ください▽
http://www.npwo.or.jp/info/2014/26.html

==================================================
★全労済

「全労済　地域貢献助成事業」
（2014 年 4 月 9 日締切）

子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生みだす活動、困難を抱える子ども・親が、たすけあい、生き
る力を育む活動などを行う NPO 法人、任意団体、市民団体に対して助成します。

▽詳細は全労済の HP をご覧ください▽
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2014/140214.php#index04

==================================================
★公益財団法人サントリー文化財団

「地域文化に関するグループ研究助成」
（2014 年 4 月 10 日締切）

広く生活に根ざした文化や、文化を核にしたまちづくりや地域住民を巻き込んだイベントなども含める「地域文
化」分野に関わる独創的で学術上意義の大きい研究に対して助成します。

▽詳細は公益財団法人サントリー文化財団の HP をご覧ください▽
http://www.suntory.co.jp/sfnd/research/index.html

==================================================
★公益社団法人企業メセナ協議会

資料5-❶
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「GBFund」
（2014 年 5 月 2 日締切）

被災者・被災地を応援する目的でおこなわれる芸術・文化活動や、被災地の文化資源を再生していく活動に対し、
助成を行います。
▽詳細は GBFund の HP をご覧ください▽
http://gbfund.jp/guidance.html

==================================================
★公益社団法人全日本郷土芸能協会

「郷土芸能復興活動支援プログラム 第５次助成」
（2014 年 5 月 1 日募集開始・2014 年 9 月 30 日締切）

自治体の文化財指定の有無を問わず、東日本大震災で被災した郷土芸能団体及び被災により拠点を移している団
体、被災地の郷土芸能団体との交流活動を希望する団体に対し助成を行います。

▽お問い合わせはこちらまで▽
http://www.jfpaa.jp/

■□■ まもなく応募開始・締切の助成　[ 再掲載 ] ■□■

==================================================
★公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

「ポーラ伝統文化振興財団 平成 26 年度助成」
（2014 年 3 月 31 日締切）

伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能及び行事など、日本の無形の伝統文化財の記録や研究、保存・伝承活動にお
いて、有効な成果が期待できる事業に対し補助的な援助を行います。

▽詳細は公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団の HP をご覧ください▽
http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】ピックアップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１．『３. １１映画祭』

さまざまな道のりで復興へ向かう人々や、原発事故に翻弄される人々の日常を追った作品など、それぞれの監督
が多様な視点から捉えた東日本大震災に関するドキュメンタリー映画、計 32 作品をアーツ千代田 3331 にて一挙
に上映いたします。

【開催日】2014 年 3 月 9 日（日）〜 30 日（日） ※ 22 日間（休場日なし）
【会　場】アーツ千代田 3331 内 特設ギャラ　リー
【主　催】わわプロジェクト（一般社団法人非営利芸術活動団体コマンド N）
【協　力】アーツ千代田 3331
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=214

----------------------------------------------------------------------------
２．舞台芸術による被災地の《心の福（復）興》支援『追ん出しの会』郡山公演

日本大学芸術学部文化部連盟落語研究会による卒業公演がミューカルがくと館（福島県郡山市）にて開催されま
す。柳家さん生師匠をゲストに迎え、自然豊かな福のシマに笑顔をお届けします。

【開催日】2014 年 3 月 15 日（土）
【会　場】ミューカルがくと館
【出　演】日本大学芸術学部落語研究会・柳家さん生
【主　催】ふくしま FM、特定非営利活動法人ふくしま支援・人と文化ネットワーク
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=188

----------------------------------------------------------------------------
３．I-Play Fes 2014 〜演劇からの復興〜　いわき演劇まつり

資料5-❶
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原子力災害による帰宅困難区域からの被災者を多く受け入れている福島県いわき市を舞台に、「学ぶ」「育てる」「つ
ながる」をコンセプトに行われる演劇祭。演劇がいわき市のコミュニティーに何ができるかという可能性を探り
ます。

【開催日】2014 年 3 月 20 日（木）〜 3 月 22 日（土）
【会　場】いわき芸術文化交流館アリオス、MUSIC & Bar Queen
　　　　 アートスタジオ もりたか屋、La Stanza（ラ・スタンツァ）

【出　演】青年団、マームとジプシー、いわき総合高校演劇部 他
【主　催】I-Play Fes 実行委員会
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=212

----------------------------------------------------------------------------
４. みんなでつくる復興コンサート 2014 

自らも被災しながら、東日本大震災直後から現在まで、被災された方々のために、避難所・駅・学校・病院・街
角などでおよそ 300 回の演奏活動を行なっている仙台フィルハーモニー管弦楽団にエールを送ろうと、1 年に 1
度仙台に集まって復興を祈念するコンサートの第３弾。チケットは既に完売してしまいましたが、仙台や南三陸
も訪れる２日間の鑑賞ツアーやラジオ番組との連動企画もある注目のコンサートです。

【開催日】2014 年 3 月 30 日（日）　15:00 開演
【会　場】東京エレクトロンホール宮城
【主　催】OTTAVA、TBC 東北放送、河北新報社
【詳　細】http://ottava.jp/sendai2014/

----------------------------------------------------------------------------
５．東日本大震災子ども舞台支援事業 3.11 を忘れない　－子どもの今と舞台の力－

全労済文化フェスティバル 2014 参加プログラム。望まぬ生活の中で辛さを吐き出せない子ども達の心に思いを
馳せ、上演や演奏、トークセッションを通して私達に出来る舞台芸術の役割、被災地の「子ども達の今」を考え
ます。

【開催日】2014 年 4 月 5 日（土）　17:00 開演
　　　　 2014 年 4 月 6 日（日）　12:00 開演

【会　場】全労済ホール／スペース・ゼロ
【制　作】東日本大震災子ども舞台芸術支援対策室
【後　援】文化芸術による復興推進コンソーシアム
【詳　細】http://bgfsc.jp/information/detail.php?id=207

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」
2014 年 3 月号（vol.6）を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今後、「文化芸術による復興推進コンソーシアム メールマガジン」で取り上げて欲しい内容がございましたら、
ぜひお聞かせください。
皆様からお寄せいただいたご質問・ご意見・ご感想などをもとに、より良い内容にしていければと思います。

▼ご意見・ご感想、各種ご連絡・お問い合わせはこちらまで▼
メール： info@bgfsc.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行人／文化芸術による復興推進コンソーシアム 事務局
　　　　TEL：03 － 6278 － 7820　FAX：03 － 6278 － 7821
　　　　メール： info@bgfsc.jp
　　　　ホームページ： http://www.bgfsc.jp/

---------------------------------------------------------------------------
配信停止は下記宛先にメールにてご連絡ください。
メール：　info@bgfsc.jp

資料5-❶

第5章　復興推進に係わる情報発信
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　平成 25 年度のコンソーシアムのミッションは、これまでの調査と研究を主体と

した活動から抜け出て、具体的な復興推進事業を被災地に生み出すことにあった。

そうした活動のスタートにあたって、私たちコンソーシアムのメンバーは、2 つの

考え方をテーマとして展開をしていくべきと考えた。ひとつは支援する側と支援さ

れる側双方の対等な協働を前提とする「受援」という視座の導入。もうひとつが文

化芸術による復興推進は、地域社会の本当の再生を目的とした活動でなければなら

ない、ということである。具体的に言うなら、伝統芸能についてサポート層を分厚

くするためには、どのように展開していくか・次世代の復興を担う子どもたちをど

のように育てていくか・被災地からの創造発信という形で、点から線、線から面に

なるような取組を打ち出すためには、どのような仕組が必要か（時期や相手先など）

といったように、ある程度テーマをフォーカスすべき、ということであった。

　では、その上で、文化芸術による復興推進はどうしたら実現できるのか。ここで

は本年度事業から見えてきたその実現の条件を整理し、コンソーシアムが今後どの

ような展開をしていくべきかを簡潔に提示することによって、本報告書の結びとし

たい。

▼前提となるのは、現地との協働を保障するコーディネート力

　地域の再生に役立つ活動は、地域の人々との協働の中からしか生まれない。東北

事務所の受け皿となっていただいた『一般財団法人 音楽の力による復興センター・

東北』が典型的であるが、現地に入り込み、現地の人々と同じ目線で共に働くこと

ができる団体でなければ、決して、地域の支えとなっていく活動を成功させること

はできない。これは他の事例でも全く同様である。

　この際に必要なのが、現地と文化芸術による復興推進を行っていく団体との間を

うまく繋ぎ、双方の立場や想いをすり合わせていくコーディネート力である。成功

した活動の背景には、必ず、優れたコーディネート力を発揮した地元の人材、世話

人の姿がある。このコーディネート力をそれぞれの地域に用意していくこと。これ

が第一のポイントとなるだろう。

▼継続を支える支援側（特に企業・財団）とのマッチング

　震災発生から年月が経つにつれ、復興推進活動の継続をいかに図っていくかとい

う課題が拡大してきている。1 年、また 1 年と経つにつれ支援が減少する中、資金

これからの復興に向けて
〜持続可能な復興推進体制の確立を〜
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の減少に悩む団体・地域は多い。加えてアーティストや実演家の側にも、手弁当で

の活動継続をどこまでも続けていくわけにはいかないという事情もある。

　この中で今回の事業で確認できたのは、資金面での支援意欲を持ち続けている企

業や助成財団はまだまだあり、しかも、その多くが、どの地域のどこに支援をする

べきか、情報をほしがっているということである。両者の間の距離を、マッチング

によって、埋めていくことができれば、全てとは言わないまでも多くの現地の活動

を長期に継続していくことができる。このマッチング力の強化が第二のポイントで

ある。

▼コンソーシアムの役割　①地域におけるコーディネートの拠点づくり

　文化芸術による復興推進には優秀な現地コーディネーターが必要とはいっても、

被災 3 県の全ての地域にコーディネーターをひとりひとり新たに設置していくわけ

にはいかない。そうではなく、今既に地域に根付き、多くのコネクションを持って

いる復興推進員にコーディネーターとして活躍してもらうというのが目指すべき方

向であろう。

　本事業の中で実施された復興推進員の制度や文化施設連携会議での「地域社会の

課題に対応する」公立文化施設のあり方の議論は、こうした地域のキーパーソンの

復興推進コーディネーター化のひとつの端緒となりうるものと考えられる。こうし

た体制の構築を、東北事務所などのハブを最大限に活かしながら、実現していく。

このためのネットワークづくりや教育・ノウハウ共有などのサポート体制づくりは、

コンソーシアムが担うべき大きな役割のひとつと考えられる。

▼コンソーシアムの役割　②東京事務所の役割

　産官学連携のプロジェクトの成否を決めるのは、あらゆる組織や地域産業、ノウ

ハウを結びつけ、協働させていく仕組である。文化芸術による復興推進においても、

地域側と、資金的な面での支援意欲を持つ主に東京に立地している財団や企業を

マッチングさせていく役割が必要である。コンソーシアムが果たすべきもうひとつ

のミッションはやはりここにあると考えられよう。

　東北事務所が、被災３県の現地コーディネーターを束ねるハブとしての役割を果

たしていくのであれば、東京事務所は、そのカウンターパートとして、東京の支援

側と現地での活動を結ぶリエゾン（仲介・繋ぎ）としてのミッションを実行する。

こうした役割分担のあり方を、ひとつのイメージとして、持ちうるのではないだろ

うか。
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▼コンソーシアムの役割　③全国的な一体感の醸成

　現地に行き、実際に文化芸術による復興推進を行っている人に会い、あるいは、そ

の現場に立ち会うことができれば、既にどれだけの素晴らしい活動が行われているか

は自ずと体感される。問題は、全国は言うに及ばず、同じ被災 3 県であっても少し離

れた地域になってしまうと、そういった体感がなかなか共有されていかないという点

にある。

　この理由は、多くの活動が、それぞれの地域内・行政区内のものとして展開されて

おり、横との繋がりが出てきにくいところが挙げられるだろう。そのため、本来なら、

地域内で、あるいは全国で成功の体験が共有され、ひとつの成功が他の地域でのチャ

レンジに結び付いていかなければいけないのに、現実はなかなかそこまで至っていな

い。

　この壁を破り、個別の成功を全国の一体感に繋げていくのも、全国にまたがる組織

であるコンソーシアムの役割と考えられる。残念ながら、いかに警鐘を鳴らそうと、

震災の記憶・被災地への支援の熱意は時が経つにつれて漸減していく。長期に亘って

復興への社会的な関与を高い水準に保っていくためには、文化芸術による復興への事

例の共有がもたらす「感動」が必要である。

　無形文化遺産情報ネットワーク等との連携の協議はこうした全国化を考え、実現し

ていく際のひとつの端緒となりうるものと考えられる。個別の復興の活動を、他団体

と協力し、あるいはプレス対策を行いながら、全国におけるうねりに繋げていく。そ

うした機能もコンソーシアムが追求すべき目標のひとつである。

　東日本大震災から既に 3 年が過ぎた。震災後 5 年を目標に可能な限り持続可能な活

動を確立していかなければならない。コンソーシアムとしてはこの目的意識を強く持っ

た上で平成 26 年度以降の事業に臨んでいきたい。
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