
会場協力：梅香連合集会所
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Wa k e  u p ,  O s a k a！

4つの地域が想うこと、
4つの地域で行ったこと。
（326の地域活動エリアマップ付き）

2016 .7.10
スーパー町内会活動
公開会議「今さら聞けない！？地域活動協議会」

2016 .9 . 26

※アーツサポート事業との連携
協力：メビック扇町

大阪芸術事情・キックオフ記者会見

2016 .10 .30

会場協力：新東三国小学校

地域ドレス・地域カルタ ワークショップ
　　　「新東三国エリア」

ファシリテーション：岸井大輔、梅山晃佑、藤田ツキト
ゲスト：稲田 暁（都市コミュニティ研究室）、堀 久仁子（サービスグラント関西事務局）

＜開催結果＞

＜地域の選考ポイント＞

＜地域担当の思い＞

＜ゲストの感想＞

稲田 暁

会場：てんのうじチャレンジスペース（天王寺区民センター1F）
参加人数：約30名

◆はじめに

＜公募により選定された2名のアーティスト＞

連携事業：アーツサポート事業の相談員3名

◆アーティストプロフィール ◆スケジュール

さんびゃくにじゅうろくぶんのよん

平成 2 8 年度「大阪市：地域等における芸術活動促進事業」 

アートプロジェクト事業｜活動報告書

「はじまりは4／326」は、大阪市が公募した「平成28年度 地域等における芸術活動促進事業」のアートプロジェクト事業を、株式
会社シカトキノコが受託して行った企画である。大阪市は平成27年度の本事業での、地域等における芸術活動の活性化支援策
調査に引き続き、本年度はアーティストが芸術文化を通じて地域に関わる活動の活性化・支援策の検討を続けており、この事業は
地域社会の課題をアートやデザインで解決することを目的としている。

◆事業概要
地域の課題をアートやデザインで解決する時に、地域とアートはどう出会うのか。地域とアートの接点をつくるため、「地域」の定
義を考えるところからスタート。大阪市内24区にある地域活動エリアをリサーチし、326あるエリアの中から新しい取り組みや
アートに対する意識が高い4エリアと交渉。その4エリアに公募で選定された2名のアーティストが赴き、主に地域の人を対象に
【地域カルタ】【地域ドレス】をつくるワークショップを実施することでアート側には地域への理解を、地域側にはアートへの理解
を促進するのがねらい。
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2016 .12 .17

大阪芸術事情・事情聴取

C
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第1部：トークセッション 第２部：フィールドワーク

天王寺区

会場：メビック扇町
参加人数：約50名

北区

※アーツサポート事業との連携
共催：大阪府立江之子島文化芸術創造センター

会場：大阪府立 江之子島文化芸術創造センター enoco
参加人数：約70名

西区

2017. 2 .18
大阪芸術事情・チイキDEアート

D

※アーツサポート事業との連携

会場：新東三国小学校（生涯学習ルーム）
参加人数：約30名（関係者のみ）

淀川区

平成27年度 本事業での6区の
モデルとなった地域等の芸術活動事例 受託事業者紹介

モトタバコヤ × 見っけ! このはな
話題提供：大川 輝此花区

應典院寺町倶楽部 × 上町台地
話題提供：山口洋典

天王寺区

西区

ココルーム × 釜ヶ崎芸術大学
話題提供：上田 假奈代西成区

シカトキノコ × ひがしなり街道玉手箱
話題提供：藤田ツキト

東成区

コリアNGOセンター × 生野コリアタウン
話題提供：金 光敏

江之子島文化芸術創造センター enoco
話題提供：甲賀雅章

生野区

淀川区

2016 .12 .10
地域ドレス・地域カルタ ワークショップ
　　　「梅香エリア」此花区

東成区

堀 久仁子

「町内会」という単語に興味を持つ
人がどのくらいいるのだろうか？と
思っていましたが、当日集まられた
みなさんは、思いのほか、実際の活
動を知りたい、自分たちにも関われ
るところがあるのか？ という方が多
かったです。地域に対する関心が
高まっているのだなと思いました。

地域の子供会の活動は、スポーツ分野に偏りがちで
す。そこで絵画や音楽、お芝居やダンスなどがあれば、
子供達にとってもっと地域活動が楽しくなると以前
から考えていました。しかしなかなか芸術分野に指導
者は見つかりません。今回のワークショップでアー
ティストと知り合い、芸術に触れることで、子供の希
望や可能性が広がると信じています。子供達の作品
が町を彩り、掲示板を見るのが楽しみになる。そんな
アートあふれる地域づくりはワクワクします。

jasmine
ジャスミン

甲賀雅章
大阪府立

江之子島文化芸術創造センター 館長

山下里加
大阪アーツカウンシル 専門委員
京都造形芸術大学 教授

梅山晃佑
2畳大学 主宰

コワーキングスペース往来 店主

アーツサポート事業の記者発表と、大
阪市内在住または活動拠点のある
アーティスト・クリエイターの実態調査
をリサーチするアンケートサイト「大阪
芸術事情」のお披露目を開催。

「大阪芸術事情」アンケートサイト
に寄せられたデータや意見を紐解
き、地域な人・アートな人がどうすれ
ば繋がれるかを考えるイベントを実
施。「アートプロジェクト事業」で選
出された2名のアーティスト・クリエ
イターによる相談・報告も実施。

平成28年度「地域等における芸術活動促進事業」に関わった
地域側とアート側の15名による公開収録クロージングフォーラ
ムを実施。当日の様子は映像で収録し、Youtubeで公開の予定。

「地域ドレス」ワークショップ講師
浪速区（現在は中央区在住）／
じかんせれぶ主宰・nunoの遊び人

〈アートプロジェクト事業〉
はじまりは4/326

〈アーツサポート事業〉
大阪芸術事情

テーマは、“かわいいあの子の秘密”。快適に過
ごすためのアイテムや、女の子が可愛くなるお
洋服を、布物をはじめとする素材で遊びながらモ
ノヅクリをしている。人呼んでnunoの遊び人。

【地域ドレスをつくろう】 地域の自慢話や秘話をディスカッションし、出
たアイデアをデザインに盛り込んで、その地域だけのご当地ワンピース
を作成。洋服だから…と縛られず、自由に楽しくアイデアを出し合います。
参加者で決めたデザインは、後日一着のワンピースに仕立ててお届け。

昨年度の事業で得た知見を活かし、また事業に継続性を持たせる
ため、昨年度の話題提供者3名が今年度事業もコアに関わった。

7月の公開会議で、新東三国の地域活動協議会・総務の増田さんと出会ったことが
依頼のきっかけ。増田さんのように問題意識の高い地域の人と協働することは、地域
とアートを結ぶ上で欠かせないと確信し、ワークショップの受け入れをお願いした。

＜地域の選考ポイント＞

梅香エリアは「見っけ！ このはな」をはじめ、地域にアートやデザインを取
り入れて成功しているエリアのひとつ。その立役者ともいえる大川さんは
梅香の地域活動協議会の総務も務めておられ、まさにアート側の人間
が地域に根ざした先例といえる。アートの力で地域の見え方を変えた梅
香エリアは、今回の事業に欠かせない存在と考え、開催を依頼した。

株式会社シカトキノコ

「地域ドレス」成果発表！

「地域カルタ」成果発表！

http://osaka-art.com/karuta/index.html

● 味原 ● 梅香

● 新東三国 ● 榎本

地域ドレス・地域カルタ ワークショップ
　　　「味原エリア」天王寺区

地域活動の参加有無に関わらず、
多様な人々が集う場であらためて地
域活動協議会について話すという
のは、これまであまりなかったように
思います。参加者のみなさんからは、
これまでとは違う視点からの疑問や
アイデアなどなどがたくさん聞く事が
でき、とても貴重な機会となりました。

地域活動ってなに？な方から、地
域内でバリバリ活躍されている方
まで幅広く、参加者は約30名。ゲ
ストによる「地活協とは」の解説
に続き、「どうしてもマイナスのイ
メージがある」「仕組みとしては悪
くないので活用すべき」など様々
な意見が飛び交った。

目的：大阪市内にどれだけの地域活動エリアがあるのか、また数ある地域の

　　 中で、今もっとも注目すべき取り組みや地域外のアンテナを張ってい

　　 るところはどこかをディスカッションする。
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藤田ツキト
プロデューサー

金輪際セメ子
コピーライター

澤田さゆり
事務局

ジル
広報サポート

田中奈々

「地域カルタ」ワークショップ講師
東成区在住／
モヨリノデザイン主宰・Webクリエイター

Webサイトの制作をはじめ、動画やグラフィック
デザイン等を手掛ける。ご依頼主の方にできる
限り寄り添い、より身近にデザインを感じること
のできる「最寄の広告相談所」として活動中。

【地域カルタをつくろう】 地域の魅力を伝える、ご当地感あふれるカルタ
を作成。名所や旧跡、人気のたこ焼き屋から町の有名人まで、地元なら
ではのネタを46枚に詰め込みます。完成したカルタはWebで公開し、全
国にお披露目!　ダウンロードしてプリントアウトすれば、実際に遊べます。

＜地域担当者の思い＞
梅香地域活動協議会

総務  大川 輝

地域活動の中には、アートの活躍できる場所やタイミングがたくさんあります。ちょっと
違った視点や面白い発想を持つアーティストが、少しでも地域の中に入り込み、日々
の活動に新たな可能性が芽生えれば楽しいと思い、開催の受け入れを希望しました。

2016 .11.11
地域ドレス・地域カルタ ワークショップ
　　　「榎本エリア」

＜地域の選考ポイント＞

＜地域担当の思い＞

鶴見区

NPO法人榎本地域活動協議会

理事長  木村武史

藤田ツキトさん、金輪際セメ子さんの若さ、そして際
立ったアート感、新鮮さ、私の年齢では感じられない
魅力を強く感じました。そしてそれを受け入れる事で、
西村さんにもそんな感覚を持ってもらいたいと思った
のが理由です。ワークショップでは、お年寄りから子
供までが我を忘れて溶け込む事のすごさ、不思議さ
を感じました。また次があれば、ぜひ参加したいです。

大阪市の地域NPO法人の先駆けであり、モデル地域ともいわれている榎本エリア。かねてより注
目をしていた榎本エリアで実施したいと考えていたとき、榎本地域活動協議会に勤務する西村さん
とご縁ができたことで話が進み、開催が実現。地域を法人化するという柔軟な発想と判断を下した
トップと事業ができ、実際に地域の中に入れるという貴重な体験を期待して依頼させていただいた。

一般的に異質なものを嫌う地域にとって、アートは馴染みのな
いものだと思います。榎本は比較的新しいことにチャレンジする
姿勢も、外の人間を受け入れる雰囲気も持ち合わせています
が、アートを町に取り入れるというのは初めての試みでした。だ
からこそ、ワークショップならみんな同じスタートラインから、何か
を創り上げることが可能。その過程には、地域が課題としている
横の繋がりをつくるきっかけがたくさんあるのでは、と考えました。

NPO法人榎本地域活動協議会

職員  西村牧子

味原地域喫茶活動委員会

佐藤和代

味原は古くから開けた町ですが、最近は新旧の住民の交
流がスムーズにいかず、地域活動への参加も一部に偏り
がちです。住民の高齢化、歴史や文化などの特色を出し
切れない、住民もわが町意識が少ない…などの問題もあ
ります。ふれあい喫茶も地域住民の交流を目的に毎月開
催していますが、スタッフも参加者も固定化しています。こ
のワークショップをひとつのきっかけに、現在の閉塞感か
ら抜け出し、新旧の住民が活発に交流し、人情味あふれ
た魅力的なまちづくりがさらに進むことを期待してます。

あじはらの良さをアートの力で他の地域
に発信出来たら。そして、どこの地域で
もある中だけの見えないハードルを飛び
越えて、もっと！周りの地域と色んなこと
ができるようになればと思い地域でアー
トを期待いっぱいで受け入れさせていた
だきました。老若男女みんなが住み良い
楽しいまちづくりをこれからも沢山やって
いきたいです。

喫茶 樂山

ナオミママ

地域カルタを

つくろう

地域ドレスを

つくろう

会場協力：榎本福祉会館

2016 .11.12

＜地域の選考ポイント＞

＜地域担当の思い＞

味原エリアは地域の「ふれあい喫茶」を本物の喫茶店で行う珍しいエリアで、「ふ
れあい喫茶界の最先端なのでは！？」とかねてから注目していた（多くの地域は
集会所で行う）。柔軟かつ賢明な地域のキーマン佐藤さん、ふれあい喫茶を開催
する喫茶店のナオミママにお願いし、開催が決定。4地域では唯一、地域活動協
議会ではなく、喫茶活動委員会が窓口になっていただいた。

会場協力：味原集会所

広告会社でありながら、地域に根ざした活動を続け、「アート」がもつ
問題提起と「デザイン」がもつ問題解決の特性を活かした企画マネ
ジメントを得意とする大阪市内に特化した地域プロデュース集団。

地域の特徴をデザインに落とし込み、ご持参いただいた端切れ
も使用し、ジャスミンさんが仕立てた世界にひとつのドレス。今
後も活用していただけるように、それぞれの地域に納品します。

名所や旧跡、店や公園、ご近所の有名人など、地域の特色
をたっぷり盛り込んだカルタは、WEBで公開中！　ダウン
ロードも可能です。特徴や雰囲気が伝わる、見事なご当地カ
ルタができました。

新東三国地域活動協議会

総務  増田裕子
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相談員3名は
アートプロジェクトで
ワークショップを行った
2名と日頃からの
相談にも応対

アーティスト2名も参加し、
日頃のアート活動について
公開相談

アーティスト2名も参加し、
4エリアでのワークショップ
成果を発表！

2016

2017

「今さら聞けない!? 地域活動協議会」
7月10日（土）

募集期間：9月27日（火）～10月2日（日）

❶ 地域活動エリアをリサーチ

「大阪芸術事情」サイト開設
ht tp ://osaka-ar t .com

❶ アンケートサイトを開設

「大阪芸術事情・
キックオフ記者会見」
9月26日（月）

❷ 公開イベントを実施

「大阪芸術事情・事情聴取」
12月17日（土）

❸ 相談&考察イベントを実施

「大阪芸術事情展」
12月18日（日）～25日（日）

❹ イベントでの展示を公開

「大阪芸術事情・チイキDEアート」
2017年2月18日（土）

❺ クロージングフォーラムを実施

淀川区・新東三国小学校
10月30日（日）

❹ 第1回ワークショップを開催

鶴見区・榎本福祉会館
11月11日（金）

❺ 第2回ワークショップを開催

天王寺区・味原集会所
11月12日（土）

❻ 第3回ワークショップを開催

此花区・梅香連合集会所
12月10日（土）

❼ 第4回ワークショップを開催

❸ アーティストを公募で選定

❷ 受け入れ地域の検討と打診

事業報告書の提出 事業報告書の提出

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

大阪市内に在住・または
活動している芸術関係の
みなさまにサイト登録依頼

あなたの街は、何エリア？
この地域活動エリアマップは、
各区役所が積極的に進める

地域活動協議会の情報を参考にして
アートやクリエイティブに関わる
人はもとより、地域住民自体も
地域活動に参加する上で
知ってほしい情報として

まとめました

エリア情報は2017
年3月現在のもので

す



相談員さんと
アーティストとの
やりとりメモ

シャイな子が多く、「自分の地域になにがあるのか」を話し合うことも
難しい雰囲気でした。聞けば答えてくれる子もいれば、聞くと泣きそ
うになる子も…。話し合いはそこそこに、各自が付箋に書いた地域
のキーワードから象徴的なものをいくつか選び、そのワードを盛り込
んだドレスをデザインすることになりました。グループごとにデザイン
画を描く作業は楽しそうでした。あまり表情が見えずどう感じている
のか不安でしたが、完成したデザイン画にはみんな興味津々。モデ
ルに3人も立候補してくれたのも、嬉しかったです。ワークショップの
最中は無反応だった子たちが、終わった後にひとり、またひとりと参
加した理由や将来の夢などをこっそり話しに来てくれ、
町を知ることはもちろん、そこに住む子供たちの夢につ
ながるワークショップができたかなと嬉しく思いました。

地域活動協議会と実行委員会主催の「ハロウィンde防犯」と共同開催のため、参加者の大半が小学生。体育館の後ろにワークショップ
のスペースを設けて実施した。カルタはテンション高めの男子が中心、対するドレスはシャイで控えめな女子が中心…と対照的な雰囲気。
2チームとも出てきたキーワードはJOYSOUND、猫、アーベイン、団地…など。小学生の行動範囲＝校下のため、生活エリア内にある商
業施設が多かった。終了後のアンケートではカルタは「作るのは難しいけど楽しかった！」と男子陣はとにかく楽しんだ様子。ドレスは「貴重な
体験ができた」という女子らしいしっかりした意見のほか、「将来の夢がデザイナーなので、服が作れてうれしかった」という回答も。

平成25年に地域活動協議会をNPO法人化した榎本エリアでの開催。1回目とは対照的に、今回は50代以上の方が中心で、地域外か
らの参加も数名おられた。キーワード出しでは神社などの「場所」だけでなく、青色防犯パトロールなど「取り組み」も榎本の特徴として上
がっていたのが印象的。事前に資料などを準備して来られる方も多かった。カルタは札を作る時間からすでにさまざまな思いが飛び交い、
最後のカルタ取りは大白熱。ドレスもデザインに合わせた素材選びまで話が進むなど、非常に盛り上がった。アンケートの結果も「みんなで
ワイワイできて楽しかった」「カルタはエキサイティングして楽しかった！またやりたい」など、積極的に楽しんでくださったことが感じられた。

〈ワークショップの感想〉地域ドレス／ジャスミン
jasmine jasmine jasmine jasmine

カルタ作りのルールを理解してもらうのに時間がかかりましたが、子
供達の方がどんどん工程を進んでくれて、文章を考えるのが上手
な子、アイデアを出すのが得意な子、イラストがうまい子など個性
が光るカルタになりました。当初はグループ分けを考えていました
が、大人も子供も一緒になって「なんか”の”のつく文字ないかな
～」と誰かが言えば「野良猫あるやん」などなど、セッションも白熱。
完成したカルタで遊んだときはかなりエキサイトしていたので、作る
こと・作ったもので楽しむことという点はクリアできたかなという感じ
です。地域外の人が参加する場合を想定し、地域情報の素材を
準備してもよかったかな…と思ったりしながら、でも予
想外の面白さや奇抜さ、ユーモアがなくなってしまう
のでは…という懸念もしています。

〈ワークショップの感想〉地域カルタ／田中奈々

［開催概要］
日時：2016年10月30日（日）13:30～15:30
会場：新東三国小学校 講堂（大阪市淀川区）
年齢・性別：ドレス／小学生を中心に70代まで。ほぼ女性。
カルタ／小学生を中心に30～70代まで。ほぼ男性。

淀川区

新東三国エリア
協力：新東三国地域活動協議会

今回はアイスブレイクとしてお名前ゲームを実施。榎本エリアはもと
もとコミュニティができあがっていたこともあり、みなさんとても一体
感がありました。コミュニティ内部では役職などによる主従関係や派
閥などが起こりがちですが、ここはそういった感じはなく、良い人間
関係がうかがえました。ワークショップも滞りなく進み、他の地域から
参加した方に、榎本の魅力を地域の方が教えていたりと、とても良
い雰囲気でした。進行を読み違えて少し時間が余ってしまったので
すが、集めた端切れをどこに使うかなどのアイデアも出していただき
ました。ただこれは参加者の方のおかげだったので、今後は自分が
リードしていかなくては…と思いました。優しく見守るよう
な感じで参加していただき、また機会があれば何か一
緒にさせて頂きたいと思いました。

〈ワークショップの感想〉地域ドレス／ジャスミン
自由な発想や表現の妨げになるのでは…と懸念していた地域情報
の素材を、今回は準備して臨みました。調べるうちにその地域に対す
る興味や共感が生まれ、私自身が地域にもう一歩踏み込めたように
思います。実際のワークショップで驚いたのは、句や短歌などを準備
して来てくださったり、資料や文献を持って来てくださったこと。みなさ
んのお話から、ネットにはない情報をたくさん聞けたのが新鮮でした。
やはり地域のことは、そこに住む人に聞くのが一番だと実感。今回
の成果は、私が「榎本に恋をした」こと。なぜこんなに活力があり、み
なオープンでろいろいろなことに挑戦できるのか。その仕組みが、地
域活動をNPO法人化した行動力に現れているんだと
感じました。出生率が高く、ファミリー層が多いのにも
納得です。本当に素敵なエリアです。

〈ワークショップの感想〉地域カルタ／田中奈々

これまで同会場で隣あわせで開催していたワークショップを、今回はじめて1階と2階に会場を分けて開催。地域活動協議会ではなく、喫茶
委員の方の声掛けが中心で開催されたのも味原エリアが初。「声を掛けられてとりあえず参加」という方々が多く、なかなか打ち解けた雰囲
気になるまでに時間がかかった。しかし終了後のアンケートでは「やってみると楽しかった！」のご意見も多く、運営側から地域の方へ「誰が・
何のために・何をやろうとしているのか」の事前説明が不足していたことを反省。ワークショップ終了後は、地域の方のご自宅の蔵を見学
し、池や牧場があった当時のお話も伺った。またふれあい喫茶を担当されている方から、コーヒーのおもてなしも頂いた。

地域の人間関係が見えるワークショップでした。既にコミュニティが
できあがっており、地域外の方は少し空気感が違いました。地域の
方との距離感がつかめず、楽しんで頂けたのか不安が残りました。
ワークショップ自体は和気藹々としていましたが、私自身がそのコミュ
ニティの雰囲気にのまれてしまった感があり、地域外やひとり参加の
方も、心地よく過ごせる場づくりをもう少し意識すべきだったと思いま
す。女子グループでは起こりがちなことですが、私がそういう場を避け
ていたため、どうすればよかったのか自分でもわかりませんでした。で
も地域に長く住んでいる方の情報量や尊敬、役職など、私には馴染
みがないものですが、忘れていた地元を思い出しました。
みなさんの「自分が住む土地への愛着を知ってもらいた
い！」という気持ちを感じて、心が温かくなりました。

〈ワークショップの感想〉地域ドレス／ジャスミン
2回のワークショップを終え、参加者の方の意見をどこまで反映でき
るのか、完成度・満足度を100%にするにはどうすべきか考えていま
したが、相談員さんのアドバイスにより、自分一人で完璧を目指すの
ではなく、地域の人と一緒に、その地域だけの完全版を作れば良い
と気づきました。そこで3回目は、地域の方の力を借りるつもりで臨み
ました。しかしこの回はなかなかワークショップの目的や願いを理解し
て頂くのが難しく、「わからない」「聞いていない」と仰る方に対し、どう
接するべきだったのか、答えが見つかりませんでした。地域で何か新
しいことをするときは、どんなルートで、誰に承認してもらえば良いの
か。その権限は外からは見えづらいけれども、根深くある
のだなと感じました。地域というのは、入ってみないとわ
からないものだということを、改めて実感しました。

〈ワークショップの感想〉地域カルタ／田中奈々

最終開催地の梅香は、大阪市内でもアート感度の高いエリア。親子参加もあり、年齢層も男女比ともに梅香エリアが一番ばらけていた。
また梅香エリアは外からの注目度も高いのか、地域外からの参加も多数。子供から大人までワイワイと盛り上がり、賑やかなワークショップ
になった。年配の方は町のキーワードを訪ねてもなかなか出てこず、会話をするうちに「昔はねずみ島があった」などの情報が。自分の町の
「らしさ」は、中にいるとわかりにくいのかも…と考察。終了後のアンケートでは、大人は「子供しか知らない目線がカルタ制作で見えた」、地
域外の方は「遊びながら地域のことが知れた」、年配の方は「若い人に刺激された！」などの回答があった。

初めて小学生の男の子3人が参加してくれたので、なるべく距離感
を感じさせないように…と意識しすぎてしまい、大人と子供を分断して
しまったように感じます。大人と子供、地域の人と外の人と、それぞれ
個別にグループができてしまい、地域の情報をあまり引き出せなかっ
たところが力不足でした。ある程度、地域のリサーチをしておけばよ
かったと反省。キーワードもこれといったテーマが決まらず、私が決め
てしまい、一人でワークショップを進めてしまった感が拭えませんでし
た。デザイン画を描く時にやっとみんなリラックスした雰囲気になっ
て、ほっとしました。地域の人と外の人が仲良くなれるようなワーク
が、もうひとつあっても良かったかなと思いました。せっか
く他の地域からたくさん参加してくださったのに、地域の
方との溝を埋められなかった…と後悔しています。

〈ワークショップの感想〉地域ドレス／ジャスミン
会場全体に活気があふれ、あちこちで皆が楽しそうに会話していて、
そのパワーに驚きました。大人と子供、若者と年配の方々が自然に
会話をしていて、これってすごいことだなと思いました。会合などの場
では、一定の人しか喋らない、知っている人同士で固まるイメージでし
たが、そんな固定概念を打ち砕かれました。ボーダーレスで会話がで
きる秘訣は、どこにあるのでしょうか？ カルタを作りはじめてからも、「こ
んなんどうやろ？」「私こんなん題材にしたいねん」などアウトプットの
嵐。それを聞いた人が「じゃぁ、私こんなんするわ！」と応じ、とてもいい
循環が出来ていました。子供たちも、地域のキーマンである大川さ
ん、山田さんがとても上手に（普段から信頼関係ができ
てるんですね）先導してくださったので、自分の町への
好奇心や興味を高めているのが伝わってきました。

〈ワークショップの感想〉地域カルタ／田中奈々

まず場がうちとける仕掛け（アイスブレイク）を考えて、事前に実験しておいた方がよい
ですね。子どもたちの本音を想像してみるのも手です。「恥ずかしい」のその奥には、「こ
んなことを言ったら笑われるのでは」「この大人は信用できるのか」など、いろいろ想像
できます。そのうちの、ひとつでも解消できるような手を考えておく。ワークショップは何を
つくるか以上に、参加している人たちをどれだけ想像できるかがポイントです。

一回目はとってもシャイな子が多くて、うまく発言が引き
出せず…。どう進めればいいのか困りました。

これは、田中さんの地域への「願い」と関わってきます。どんな目的があり、誰にどう関わってもらいたいの
か？　地域の何を再発見してほしいのか。例えば、お店や名所など現実の情報だけではなく、「時間軸」で
の素材も考えられたのでは。地域の歴史や人物がのった本を準備したり、子供たちが高齢者に「かつて
あったもの」を聞くという方向性もありかもしれません。アーティストやデザイナーが入る意味は、「いま、ここ
に見えているものだけではない世界」に気づかせてくれることだと思います。

第１回
鶴見区

榎本エリア
協力：NPO法人 榎本地域活動協議会

第２回
天王寺区

味原エリア
協力：味原地域喫茶活動委員会

第３回
此花区

梅香エリア
協力：梅香地域活動協議会

第４回

［開催概要］
日時：2016年11月11日（金）19:00～21:00
会場：榎本福祉会館（大阪市鶴見区）
年齢・性別：ドレス／50代以上。ほぼ女性。
カルタ／50代以上。ほぼ男性。

［開催概要］
日時：2016年11月12日（土）14:00～16:00
会場：味原集会所（大阪市天王寺区）
年齢・性別：ドレス／40代～のほぼ女性。
カルタ／高校生～70代まで。ほぼ女性。

［開催概要］
日時：2016年12月10日（土）14:00～16:00
会場：梅香連合集会所（大阪市此花区）
年齢・性別：ドレス／小学生から20～40代、70代～。ほぼ女性。
カルタ／小学生から20～40代、70代～。男女半々。

山下さん山下さん

山下さん

甲賀さん梅山さん

田中さん田中さん ジャスミンさんジャスミンさん

と小学校の応援団は地域住民

新東三国小学校 校庭

淀川区 Shin Higashimikuni

アーベイン東三国

ドレスに描かれているのは、アーベ
インの建物（実はポケット）と桜、た
こ焼き、町にたくさんいる猫。

｜モデル｜ 明日香ちゃん・美咲ちゃん

撮影スポット

そみんなの安全はワシらが守るで！

青色防犯パトロール

開かずの踏切

ドレスのデザインは「放出駅
の開かずの踏切」。撮影の際
にも、地域の方がたくさん立
ち会ってくださいました。

｜モデル｜ 村田ひとみさん

撮影スポット

鶴見区 Enomoto

ふ高低差の秘密は昔、池だった

味原池

天王寺区 Ajihara

喫茶 樂山（らくざん）

ドレスのモチーフはナオミさ
んの好きなパンダと、かつて
あった味原池。背面には産
湯稲荷神社の鳥居も。

｜モデル｜ 喫茶 樂山のナオミママ

撮影スポット

せ僕らのマチの発信基地

モトタバコヤ

亀が通る道

ドレスのデザインは住吉神
社の桜。背中には、「亀がい
る道」をモチーフにした亀
リュック。

｜モデル｜ 空和（うつか）ちゃん

撮影スポット
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淀川区：新東三国エリアのワークショップ

地域ドレスと地域カルタの成果ポスター

鶴見区：榎本エリアのワークショップ

地域ドレスと地域カルタの成果ポスター

天王寺区：味原エリアのワークショップ

地域ドレスと地域カルタの成果ポスター

此花区：梅香エリアのワークショップ

地域ドレスと地域カルタの成果ポスター

一回目を開催して思ったのですが、地域にまつわる資料や素材を、こちらで用意したほうがいいの
でしょうか？　あまり準備しすぎると、ユニークな発想や自由な表現が出てこない気がして…。

回を重ねて克服したいと思っているのですが、コミュニケーション
と進行が苦手です…。　順序立てて物事を考えるのも得意では
なく、いつも見切り発車になりがちです。

積極的に参加されない方がいらっしゃった場合、どう接するのが良いの
でしょうか？ワークショップを進めながらフォローするというのが、難しくて
…。どうすればうまくご参加いただけたのかな？と悩みます。

もしかしたら他のことで不満があったのかもしれません。そんな場合は
アーティスト１人で対応するのではなく、複数のスタッフで役割分担
して、その方からは地域の情報収集をすることを目的にしてみては。

アドバイスにはなっていませんが、ホント色々ありますから。僕なんか
も、ファシリテーターや講演に行く場合でも、さまざまな方がいらっしゃ
います。事前に参加者を募る場合は、なるべくリスクを回避するよう
な申込書を作ったりする場合もありますよ。

甲賀さん

進行や調整が得意な人と組むのがいいのでは。アーティスト自身が考えるより
も、プロデュースやコーディネイトしてくれる人を見つけると活動しやすいと思いま
す。もちろん自分でマネジメントできるアーティストもいますが、自分の苦手な部分
を無理にがんばるより、サポートしてくれる仲間を探すのもひとつの手です。

地域によって受け入れ体制が違うので、参加者の方の想いもい
ろいろあると思います。積極的に参加はしないけど、自分の地域で
何が行われていか見ておきたい、とか。ただ地域で何かする場合、
1回目からうまくいくことのほうが少ない気がします。
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