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「あーとま塾2020特別編」
〜アフター・コロナにおける劇場の役割〜

報告書

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」や同法に関する指針及び計画では、
劇場は鑑賞型事業の実施だけではなく、文化芸術の社会的価値を活用させ、地域

講師プロフィール
八木

匡

同志社大学経済学部教授

文化経済学会<日本>前会長

専門：公共経済学、スポーツ経済学、文化経済学、教育経済学
経済学博士、京都大学経済研究所助手、名古屋大学経済学部助教授を経た後、現
在同志社大学経済学部教授、文化経済学会<日本>会長（2018年〜2019年）
主著：European Economic Review等海外学術雑誌等に論文を多数掲載。
『教
育と格差』、The Kyoto Manifesto for Global Economics: The Platform
of Community, Humanity, and Spirituality等の著書を執筆

社会のための包摂的な役割や機能を果たすことが求められています。
あーとま塾では、これまで3年間に渡り、文化政策・社会包摂・マーケティングの3

落合

千華

テーマのもと、
「社会包摂型劇場経営」を推進する可児市文化創造センターalaの

ケイスリー株式会社 取締役

鑑賞者開発の取り組みや地域貢献及び社会包摂に関するビジョンを題材としなが

社会的成果の可視化を通した行政、企業、NPOの官民連携や新規事業立ち上げ

ら、国内各地で劇場に関わる人たちの「意見交換の場」となってまいりました。

支援等に取り組む。特に震災復興支援を機に芸術文化と子どもの教育、コミュニテ

しかしながら2020年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により発令

ィ活性をテーマに調査研究に従事し、コロナ禍では芸術関係者の支援基金Arts

された国の緊急事態宣言などの影響により、通常年3回（5月・10月・1月）のところ

United Fundを設立

を年1回とし、
「アフター・コロナにおける劇場の役割」にテーマ変更して実施する

慶應義塾大学政策・メディア研究科研究員、同後期博士課程在学中。慶應義塾大

ことを余儀なくされました。

学大学院理工学研究科修了

今年度のセッションでは、今後予想されるコロナ禍の経済的な影響を背景とした
「孤立化の進行」や「こどもの貧困」、
「自殺リスクの上昇」など深刻な社会課題を

ロジックモデル作成ワークショップ ファシリテーター：

緩和するために劇場や文化芸術が果たすべき役割について、さまざまな立場の参

今尾

加者とビジョンを共有するとともに、そうした活動を担保するために必要となる新

ケイスリー株式会社ディレクター

しい劇場経営の在り方（理念・活動・資金元）を各々の分野の専門家と共に検証す

社会的価値の言語化・可視化を通じて、関係者とともに、新たな経営や事業、組織、

ることで、あらゆる人のWell-beingと持続可能な社会発展に向けた劇場の実践的

金融のあり方を考え、創ることに取り組む

取り組みやセーフティネットとしての役割を上書きする機会となりました。

大学卒業後、日系・外資系金融機関に勤務。米国留学を経て、独立行政法人国際協

ここにその実施内容および講師による講評・参加者による研修レポートを編纂し、

江美子

力機構（JICA）の官民連携事業に従事し、途上国における課題解決型ビジネス
（BOPビジネス、SDGsビジネス）支援を担う

後述のとおり報告します。

JETROアジア経済研究所開発スクール、米デューク大学院（国際開発政策）修了。
会場：可児市文化創造センターalaレセプションホール
日時：2021年2月26日（金）
・27日（土）の2日間

主催：公益財団法人可児市文化芸術振興財団
助成：一般財団法人地域創造
文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

一般社団法人Gemstoneパートナー
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遠藤 ちひろ

多摩市議会議員

2

藤澤

祐子

東京芸術劇場

3

江藤

慎介

株式会社地域計画建築研究所

4

竹澤

ひさみ

5

中村

幸雄

6

門脇

幸

7

廣山

鈴

東京芸術劇場

8

黒木

裕太

東京芸術劇場 アーツアカデミー研修生

9

浅井

健太

一財）こまき市民文化財団

10

安藤

正浩

一財）岐阜市公共ホール管理財団

11

村上

理恵

東京芸術劇場（業務委託）、フリーランス

12

牟禮

美華子

Cクレフコンサートマネジメント、フリーランス

１日目：2021/2/26（金）
13:00〜13:20

顔合わせ・自己紹介／研修オリエンテーション

13:20〜14:40

レクチャー①

社会共生事業担当

A

「アフター・コロナにおける劇場の役割」
衛 紀生（可児市文化創造センター館長兼劇場総監督）
14:50〜15:40

「ダンスアート」編集部、情報デザイナー

レクチャー②
「アフター・コロナに向けたWell-Being（幸福度）向上と経済の関係」

可児市民、NPO法人alaクルーズ会員

八木 匡（同志社大学経済学部教授、文化経済学会＜日本＞前会長）
15:50〜16:40

レクチャー③（オンライン・レクチャー）

一社）日本市民ミュージカル協会、
静岡県文化プログラムコーディネーター

「Arts United Fund*から見るアフター・コロナの芸術文化と資金循環」
落合 千華（ケイスリー株式会社取締役、Arts United Fund発起人）
*フリーランスの芸術文化関係者を対象とするコロナ禍の緊急支援ファンド
16:50〜18:00

トークセッション

事業企画課

人材育成担当

「文化政策の新しいフェイズ」
パネリスト：衛 紀生・八木 匡・落合 千華
進行：栗田 康弘（可児市文化創造センター 顧客コミュニケーション室）
２日目：2021/2/27（土）
10:00〜10:45

美術コーディネーター

岐阜市民会館

グループワーク①
テーマ：
「アフター・コロナで取り組もうとする諸課題について」

11:00〜11:45

レクチャー④
「ロジックモデルで、これからの文化芸術と劇場の社会における役割を考える」
今尾 江美子（ケイスリー株式会社ディレクター）

11:45〜14:30

グループワーク②

13

直井

恵

14

山内

聖惠

NPO／NGOコーディネーター、
NPO法人アイダオ、NPO法人上田映劇

ロジックモデルを作成する
14:30〜16:00

B

プレゼンテーション・意見交換、講師による講評

フリーアナウンサー

C
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総括
衛 紀生

括

常年のような交流会はなしで、ホテルでコンビニ弁当と缶ビールという行動自制も

られることに、痛烈に違和感を持っていたことの事由を解き明かして、その解決策

求めての実施でした。そして、そこまでの行動制限をしてやっただけの収穫はあっ

である隘路を指し示すことを、私個人の今回の課題としました。

たと自負しています。私自身の立ち位置の輪郭を確かな筆致で描けたことも、私に
とっては、大変大きな収穫となりました。

経営を語るときにしばしば言われる例に「鳥の目、虫の目、魚の目」という言葉が
私のセミナーは、まず東京大学の「文化芸術におけるSDGsのためのファシリ

リーランスや非正規雇用の従事者が多いせいもあり、当初はコロナ禍でいささか

テーター育成事業」の参加者募集のウェブ記事を紹介することから始めました。い

うろたえていたという感がありましたし、かくいう私も、
５月初旬までは、ソーシャ

わく
「SDGsが達成される社会において文化芸術の存在は欠くことのできないもの

ル・ディスタンシングと「三密回避」と「新しい生活様式」の前で、手足をもがれたよ

だと私たちは考えています。
しかしながら、これまでの議論の中で見えてきたこと

うな感覚で、社会包摂型劇場経営を１３年間彫塑してきた身としては、方向感覚さ

は、まず、経済合理主義の文脈の中で持続可能な社会を目指そうとするとき、文化

えなくす闇に放り込まれたような状態でした。市民とのつながりを第一義に掲げる

施設や教育はそれ自体の持続可能性が危うい状態であること。さらには、世界で

「社会機関としてのアーラ」
「人間の家」というコミットメントは失速し、社会包摂型

猛威を振るっている新型コロナ感染症によって、より厳しい状況に立たされている

劇場経営を旨としている私たちの劇場にとっては、手足をもがれ、地域社会とのつ

という現状でした。美術館の運営をまかなえるだけの集客は、一定期間の施設の閉

ながりを封じ込められることになる、と強い危機感を持ちました。人口学者のエマ

鎖や時間あたりの入場者数を限定することにより制限され、集客モデル運営のリ

ニエル・
トッドの「社会にとって役立つ人とそれほどでもない人がいることを、今回

スクが露呈することになりました」とあり、続けて「『集客以外で社会貢献する形は

のパンデミックが証明してくれました」という文章を読んで、吹き出しましたが、し

ないだろうか』
『 文化芸術の居場所とは』
あるいは文化が実現しうる
『場』
とは何か。

かしこの発言を忸怩たる思いで受け止めていました。
「不要不急」ということは、

文化芸術の重要性を再確認し再定義することが求められているのかもしれませ

「それほどでもない」と言われているかの如く感じました。いささかコロナ鬱ではな

ん」と書き継いでいます。

いかと自身を疑うほどの、手掛かりを見いだせない状態で浮遊していました。
ドイツ哲学の後継者マルクス・ガブリエル、フランス出身の哲学者ブルーノ・ラ
それでもコロナウイルスの惹き起こした現況に囚われているだけでは解決策で

トゥール、
「ショックドクトリン」のナオミ・クライン、フランスの経済学者ダニエル・

ある隘路には至らないだろうことは承知していました。
「虫の目」で現況に向かうだ

コーエン、同じくフランスの経済学者ジャック・アタリ、人口学者マイケル・
トッド、

けでは絶望にしか向かわないと感じていました。流れを読み取る「魚の目」と、文化

「ハーバート白熱教室」のマイケル・サンデル諸氏の現状認識に比べると、表面を

芸術と劇場だけではない、社会や世界を俯瞰して隘路に至る「鳥の目」で、このコ

なぞっただけの感が強く、
しかもコロナ禍でウイルスから挑まれた課題を「集客」と

ロナ禍の全体像を見なければ、何も変化しないだろうと冷静に事の本質を見極め

いう狭い問題に収斂させてしまっていることに、焦点をずらしていると受講生に伝

ようとしていました。そして、社会学者、経済学者、歴史学者、哲学者等の世界の優

え、
「集客以外で社会貢献する形はないだろうか」という物言いは、主催者の時代

れた知見が、コロナ禍をどのように評価して、惨禍のあとの未来をどのようなまな

からの逸れの度合いを露わにしていると分析しました。
「あーとま塾」は今回を含

ざしで見出そうとしているのかに注視する作業を始めました。世界を襲ったコロナ

めて、年３回３年間計１０回にわたって、文化芸術と劇場の在り方を社会で再定義

禍を経ることで、社会包摂型劇場経営の心柱がより強靭に、そしてしなやかにな

しようとしてきました。

るのでなければ、選ばれてこの時代に生きている意味はないと、強く意思を固めま
した。

ついで、ホモサピエンスは「つながり」を多様につくり、相互依存することで多様
な危機を回避し、解決してきたのであり、その人類に「接触回避」を迫る新型コロ

「あーとま塾」は、昨年段階で意思決定した感染対策であるアーラ職員、常駐派
遣職員の定期的なPCR検査、公演を行うアーチスト・スタッフ、ワークショップ及び
講座の受講者のPCR検査を経て、緊急事態宣言下で実施されました。むろん、通

ナウイルスは、営々と気付いてきたホモサピエンスの社会の問題点を露わにしな
がら、人間の存在そのものへの挑発に他ならないと問題を提起しました。

a
l
a

館長兼劇場総監督

館長兼劇場総監督

あります。想定外のコロナ禍に放り込まれた文化芸術関係者、劇場関係者は、フ

可児市文化創造センター

可児市文化創造センター

コロナ禍の﹁あーとま塾﹂を終えて

総

衛 紀生
a
l
a

コロナ禍で「不要不急」の代表的なものとして「文化芸術と劇場ホール」が挙げ

総括

衛 紀生

衛 紀生

5〜6割を占めるが、危機を機に割合を高めるべきだ」
「経済の非常事態は長く続く。
これらの分野を犠牲にした企業の救済策を作るべきではない。そして、企業はこれ
らと関係のある事業を探していかなければいけない」と。まだ光は消えていないと、

う(人間の自我に関わる)問題でもある」という深い洞察も、ナオミ・クラインの「この

私は思っています。受講した人たちには、
したがって、文化芸術のディコンストラク

ウイルスの出現によって、相互依存や人間関係について再考を余儀なくされてい

ションの必要性、
「強み」と「弱み」の脱構築から再構築へ向かうことを提起しまし

ます」という的確な指摘も、ともに社会包摂がミッションとする「つながり」と、そこ

た。それは、従来は「社会包摂劇場経営」の埒外に放置されていた鑑賞という行為

から生じるAddiction(依存)とResilience(逆境からの回復力)を積み上げ、
「つな

を、単なる消費行為にとどまらせないで、生産的・建設的な行為として復権すること

がり」の糸を組み上げて、悲しみや苦しさや生きにくさを分かち合い、包み込む一

をも含んでの提案です。13年間、私が見てきた風景は「創造・鑑賞型事業」と「包

枚の布を織りあげるのが「社会包摂の原理的なミッション」であり、それは人間が

摂型事業」を分離させて、それらの循環が大きな鑑賞者開発にもなることに気付い

社会を形成して生命を維持するために、そして幸福感と健康(Well-Being)を形成

ていない劇場関係者の姿勢でした。

するための基盤となるもの、すなわち宇沢弘文先生の提起した「社会的共通資本」
(Social Common Capital)であり、文化芸術と劇場ホールは、そのために、その

ともかくも、新しい劇場経営の地平を切り拓くことをミッションとして、可児市民

価値評価を「利潤原理」と「経済成長」への寄与でのみ評価する市場に委ねるだけ

と共に歩いてきた可児市文化創造センターは、
「alaまち元気そうだん室」の設置

では「不要不急」の問題解決にはならない。
しかも、文化芸術にはウイリアム・ボー

により更に市民に開かれた劇場になるために「社会的処方箋の拠点施設」という

モルの「コスト病」の、固定費の削減不可という経済的なジレンマがある、と受講者

フェイズに立ち、加えて「鑑賞体験」を共有した人々がゆったりとした気持ちで自

にトレード・オフとも思える「超課題」を提起しました。

主的に何でも語り合うコミュニケーションの場、
「つながりの苗床」であるかつての
英・仏にあった「文芸カフェ」のような「コモン」をつくろうと考えていると、コロナ

「ボーモルのコスト病」を生む実演芸術の持つ産業特性(主に事業収入を規定す
る「装置型産業」、事業支出に関連する「労働集約型産業」、サービスの質に関わ
る「技術集積型産業」)と、商品特性である無形性」に関連して「消滅性」と「一過
性」という商品特性がある。在庫(ストック)ができない点を説明して、舞台芸術の
「消滅性」は「生産と消費の同時性」とも言い換えられるが、これによってマネジメ
ント面で受ける影響は、理論上では再演(ロングランorレパートリーシステム)によ
る経済生産性の向上しかないと説明しました。上記の「産業特性」と「商品特性」は、
2007年に非常勤館長として就任した折に、
５か月あまりでウェブに連載した拙稿
『回復の時代のアーツマーケティング』からの転用で、関心のある受講者には読ん
でもらいたいとの思いを託しました。
宇沢先生は「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力あ
る社会を安定的に維持する−このことを可能にする社会的装置が「社会的共通資
本」であると定義しておられます。また、フランスの経済学者ジャック・アタリ氏は
『日本経済新聞』
（4月9日付）のインタビューで「新型コロナは世界経済をどう変え
ますか」と問われて次のように答えています。
「危機が示したのは、命を守る分野
の経済価値の高さだ。健康、食品、衛生、デジタル、物流、クリーンエネルギー、教
育、文化、研究などが該当する。これらを合計すると、各国の国内総生産（ＧＤＰ）の

禍で参加してくれた仲間たちを刺激しました。
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的には、人の幸せとは周りとの関係から生まれる」、マイケル・サンデルの「ソー
シャル・ディスタンシングは、社会から承認されたい、社会的に尊重されたい、とい

可児市文化創造センター

可児市文化創造センター
a
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ダニエル・コーエンの「人と人のあいだでしか生きられないのが人間の性。基本

八木

ロジックモデルの構築プロセスは、めざす社会（目的）→求められる変化・成果・
便益（アウトカム）→直接の結果（アウトプット）→プロセスの中で導かれた必要な

大きな影響を与えた。ステイホームは、社会的孤立を生み、孤独感に苛む人々を生

事業活動（アクティビティ）の順序となっている。このプロセスを、明確化されたス

み出し、ウイルス感染による病のみならず、精神的病を患う危険性が、多くの人々

テークホルダー毎に検討することになる。
以下では、3グループに分かれた進めたロジックモデル構築作業について振り

てアフター・コロナにおいて、人々の幸福感を高めるために、どのように劇場が役

返り、課題を議論する。グループワークにおいては、A)社会的処方箋を提供する劇

割を果たしていくことができるのかを考えることが、今回のあーとま塾の課題であ

場：
『劇場に引きこもる多摩』、B) 豊かな心を持った人々が集まるコミュニティの形

った。

成、C) コロナ禍で困窮している人々がアートをきっかけに幸福感を回復、がテーマ

コロナ禍の本質を探る中で、エビデンスに基づいた政策評価と感染対策の有効

として選ばれている。

性の検証が極めて重要であることが明らかとなった。合理性を欠く感染対策がもた

全体に共通する課題の一つが、コロナ禍がもたらした社会的環境変化である。コ

らすコストは大きく、単に経済的に困窮する人々を増大させるだけでなく、コミュニ

ロナ禍はステイホームといった自粛要請によって、社会との接点を失い、孤独化し

ティ活動を衰退させ、人々が生きる上で必要な人と人との繋がりが無くなることに

ている人々を急増させていると考えられる。氷河期に就職活動を行っていた40代、

よる精神的なダメージを高めることになる。過度なステイホームは、様々な要因に

50代の人々が引きこもり状態に陥っているといった問題は、コロナ禍が始まる前

よって免疫力を低下させ、逆に感染率を高めていることが、諸外国の事例の中で

からすでに社会問題化していたが、コロナ禍はこの問題をより悪化させていると考

明らかになっている。合理的で適切な感染対策を実践し、そのような感染対策と整

えられる。このような問題に対する処方箋を劇場が与えるためのロジックモデル構

合的となるように人と人の交流を取り戻していくことの重要性は大きいと言えよう。

築作業をＡグループでは行った。Cグループの問題意識も、コロナ禍で孤立してい

政策的には、経済的困窮世帯を漏れなく幅広く救い、公平性の高いベーシックイ

った人々に対する文化公共施設の役割を議論したものであり、Aグループと近い

ンカム政策の導入を検討することが重要となる。この場合、財源を確保し、実現可

問題意識といえよう。

能性を高めるために、社会保障制度全般の見直しと所得税の累進度の改定が必須

コロナ禍においては、行動変容という概念が広められた。これは、個人の選択の

となる。このような所得再分配政策によって、人々が直面している経済的困窮を和

自由を狭め、社会的目的に適う行動に、各個人の行動を誘導するというものである。

らげ、安定した生活の基盤を与えることによって、劇場が人々の幸福感を取り戻す

このことは、感染拡大を抑えるという社会的目標にとってやむを得ない動きである

ための役割を考えることが可能となると考えられよう。

と判断される反面、自粛警察といった人々の出現に代表されるように、人々の行動

人々が幸福感を取り戻したり、高めたりするためには、芸術文化の活用は重要で

を監視し、自由を制約することを容認する社会を生み出していると言って良いであ

あり、かつ有効であることは、これまでの可児市文化創造センターの活動実績から

ろう。自由を制約される閉塞感は、人々の精神状態に負の影響を与え、引きこもり

確かなことであろう。協働による創造的活動の場としての劇場の重要性も明確で

を悪化させる危険性がある。ロジックモデルの構築の中で、引きこもりをもたらす

あり、アーティストの活動フロンティアを新たに広げていく場を与えるのも、劇場の

個人的要因（自己肯定感の喪失等）とこのような社会的環境変化を明確にした後

役割であろう。すなわち、劇場が多くの人々にとっての社会的共通資本として機能

に、問題解決のための具体的なアクションの策定が必要であろう。

するように、劇場の役割を高めるような新しい挑戦を続けていく必要がある。政府

Bチームが考察した偏見、差別といった問題は、既成の価値観を社会構成員に

は、アーティストと劇場がこのような挑戦を行うことができるように支援することが

対して暗黙的に押しつけ、それによって社会的圧力を感じる人々を生み出してい

求められている。

ることによって深刻化している側面がある。自由を制約される閉塞感という意味に
おいては、引きこもりをもたらしている問題と共通点があると言えよう。
『豊かな心

2．
社会的共通資本としての劇場とロジックモデル

を持った人々が集まるコミュニティの形成』は、多様性を認め、社会的弱者の社会

今回のあーとま塾では、芸術文化と劇場が社会的共通資本であるためには、ど

的包摂を掲げるものであるが、人々が潜在的にマイノリティに対する上下意識を持

のようなロジックモデルの組み立てとアクティビティが必要であるのかを課題とし

っている限り、本質的な問題解決にはならない。マイノリティを含めた多様な人々

て、グループワークを進めた。

との協働によって、本当の意味での相互理解が可能となり、互いに個性を尊重し合

文化経済学会 日
<本 会
>長

に差し迫った状況になっている。このような社会状況の中で、コロナ禍の中、そし

2
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﹂ 講師講評

コロナ禍は、自粛要請と経済の悪化に伴う雇用の喪失をもたらし、人々の生活に
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文化経済学会 日
<本 前
>会長

ている課題を体系的に理解する重要な役割を持っており、社会的課題と事業目的
の本質的理解と事業が直面する課題と限界の理解にも有用であることを実感して
頂けたと期待している。後は、具体的な第一歩をどのように踏み出すかを、一人一
人が考え、実践することとなる。皆様のこれからの活動が実を結びますことを期待
します。
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果を確認することが重要となる。モデル構築におけるすべてのステップが、直面し

匡
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今尾

そこで次に進むための大事な鍵を見つけることができるかもしれない。

がどう受け止めて進化し、本来持っている社会包摂の力をより発揮する在り方へと

2．
関係者を理解し、それぞれを「活かす」

変容を遂げるのか。その前例も正解もない問いに向き合うための道具の一つとし

ロジックモデルを考える過程の一つであり、その特徴の一つに、
「関係者（ステ

て、
「ロジックモデル」を使うことの可能性を、参加者の方たちと共に探求するよう

ークホルダー）」を広く捉えることが挙げられる。それは決して、誰かの課題を解決

な時間だった。

するために、他の誰かが駆り出されるわけではない。そうした構図は、一時的には

ロジックモデルは、
「やっていること／やろうとしていること」
（事業や活動）と、

成立しても、長くは続かないだろう。

「起こしたいこと」
（変化や成果）の繋がりを、理論的に、構造的に可視化するため

その代わりに、すべての関係者が、一つの目的（最終アウトカム）の下に、自らの

の道具といえる。言い換えれば、何かを「やった」ことに満足せず、それによって起

存在意義を感じ、生き生きと自らの役割を果たしている。全体は一つの方向性に向

こしたい変化は起きていたのか？を考えるための道具。
「やる」ことが目的化しがち

かいながら、個々がそれぞれに生かされている。そうしたロジックモデルを描く
（ま

な状況に一石を投じ、何のためにやるのか？を問うための道具。あるいは、めざす

たは、その現実をつくる）には、それぞれの関係者が、どのような状況にあり、何に

ビジョンに向けて、何をやるべきなのか？を導き出すための道具。あくまで「道具」

困っていて、何を求めているかを知る必要があるだろう。そうした関係者への理解

なので、使う目的が定まっていなければ、作る意味はない。もしくは、使えないもの

が、ロジックモデルを考える重要な第一歩と言えるかもしれない。

が出来上がってしまう。
ただ、同時にロジックモデルは、
「○○にしか使えない」という限定的、固定的な

3．
「行動」が引き出されること

ものではなく、多様な使い方ができる比較的柔軟な道具でもある。
「関係者と活動

どんなに美しいロジックモデルも、そこに行動がついてこなければ、寸分のアウ

のビジョンを共有するため」
「関係者に活動の意義を伝えるため」
「自分たちはど

トカムも生じさせない。文字通り、絵に描いた餅である。そう考えると、ロジックモ

こに向かっているのか／向かうべきかを明らかにするため」
「どこに改善点がある

デルの最大の目的は、
「行動を引き出すこと」ではないかと思える。

のかを発見するため」
「向かうべきところに向かっているかを知るには、何のデー

想像力を総動員させながら、起こしたい未来をみんなで描く。今の活動が、思い

タが必要かを確認するため」など、いくつもの使い方が挙げられる。そしてその活

がけない変化を生んでいる可能性に気づく。あるいは、新しい活動のアイデアを思

用の幅は、少なくとも文化芸術という分野においては、開拓の余地が大いにあると

いつく。それら、ロジックモデル作成の過程で起こる内面の変化が、
「動きたい」と

言えるだろう。

いう衝動につながる。それは、新しいアイデアを試すことでも、何か１つのデータを

今回、こうしたロジックモデルという道具の可能性について、様々な立場で劇場

とることでも、他の誰かに伝えることでも、なんでもいい。ロジックモデルを作るこ

や文化芸術に関わる方たちとともに探求するという機会をいただき、改めて確認

とで、何らかの行動が引き出されること。それが、ロジックモデル作成という「活動

ができたこと、新たな気づきを得たことについて、3点に絞って共有させていただ

（アクティビティ）」の先にある、最も大切な「アウトカム」なのかもしれない。

きたい。
あーとま塾は、
「アフター・コロナにおける劇場や文化芸術の役割」という大きな
1．
最初から完璧を求めない

テーマの下で、多様な高さ、深さ、角度の視点を交差させながら、参加者それぞれ

最初に描いたロジックモデルは仮説、言い換えれば、机上の空論に過ぎない。そ

が自身の現場に重ね合わせながら考えを深め、次なる活動への示唆を得る、学びの

こに、実際の活動からのフィードバックを重ね、現実と擦りあわせていくことで、初

場だと理解している。その学びは、初めは小さくても具体的なアクションを現場に

めてリアリティを持った、体温のあるロジックモデルになっていく。

生み、その点と点が繋がってやがて面となり、アフター・コロナという新しい時代の

データ収集も同様に、すべてを、学術的評価に耐えうるレベルで収集し分析する

新しい劇場や文化芸術を形づくる可能性を持っている。その大きなうねりの源流と

ことは、ほとんど不可能であるし、それをめざす必要があるとも限らない。最初から

もなりうる貴重な場に参加できたことに改めて感謝するとともに、どうしたらその最

そこを目指すより、
１つでも２つでも、自分たちが知りたいもの、取れるものを取っ

初の一滴を生み出す一助となれるのか、そして大きな流れをより良い方向に向ける

てみる。それによって空いた小さな隙間から、いままで暗闇だった空間に光が差し、

一助となれるのか、自分自身も確かな学びを積み重ねていきたいと強く思っている。
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に参加させていただいた。コロナ禍という大きな環境的変化を、劇場や文化芸術
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衛紀生塾長レクチャー

グループA

グループB

八木匡氏レクチャー

落合千華氏レクチャー（オンライン）

今尾江美子氏ロジックモデルレクチャー

グループC

プレゼンテーション（ロジックモデル発表）

グループ レポート①

1．
芸術家たちが政治的影響力を持たず、清貧に甘んじているのはなぜか

護士らが持つ業務独占という既得権に切り込んでいったのだ。

緊急事態宣言の発出に伴い、全国の映画館・劇場音楽堂などほぼ全ての施設が

ここで明らかにしておきたいのは政治運動は決して悪ではないということだ。個

閉鎖された。演劇・音楽・美術などのアートは、あくまで平時の娯楽であるという社

人や団体が自らの要望を掲げて代表者を選出し、議会に自らの仲間を送り込むこ

会の本音が明らかになったようにも見える。確かに「人と人の距離を取れ」、
「大人

とで環境を改善していく。これはむしろ民主主義のお手本ともいうべき流れでもあ

数で集まらないで」と言われた時にアートがどう生き残れるのか。人が集まれない

る（社会科の公民科目がで絵空事になっているほうが問題だ）。団体をまとめ上げ

時代に劇場音楽堂はどうやって人と人をつなげるのか、というのは困難な問いで

て代表者を送り込み、投票と献金という武器を手にした業界団体は、もはや政治家

ある。奇しくも市民や行政も劇場音楽堂に「芸術の殿堂」という役割から、
「人と情

たちにお願いするようなことをしないし、補助金を分配してくれと陳情すらしない。

報を繋げて発展させる役割」を求め始めていた。そんななか、感染症パンデミック

自らの政治的圧力によって予算を増額させたうえで、ぶんどる。自らの生活のため

によってアーティストと劇場人らは手足を縛られてしまったかのようだ。

に権利を主張し、実力行使するそのたくましさはアーティストたちとは比較になら

残念ながら劇場が学校や病院のような「公共財」と言われるにはまだ社会課題

ないのである。

の解決ノウハウと、効果測定指標（エビデンス）が足りない。それを証明するかのよ

筆者（多摩市会議員、東京都）自身、年の瀬など特定の時期になると福祉や造園

うにコロナ禍で芸術文化問題は、ほとんど語られていない。私の所属する多摩市

など各種団体からの業界要望を受ける。また時期を問わずに障害を持つ保護者グ

込み、感染症による精神・健康被害など、目に見える問題が火を吹いているだけだ。

題を教えてもらうのだ。結果として予算がつくかつかないかはともかく、当事者と

そこで提案なのだが、いまアーティストや劇場関係者が反射神経で政治に参加

接することによって初めて課題が議論の俎上に上がるのである。良し悪しはさてお

するのは諦めて、この機を作戦会議タイムにしてはどうだろうか？ プレコロナ時

き、現代日本では政治行政部門への訴求を通じて、各業界が予算分配をめぐる権

代からの課題である演劇、演奏、絵画などに携わるアーティストが芸術活動だけで

力闘争を繰り広げているのだ。その意味で芸術文化の業界は、自らの惨状や経済

は生計を立てられないという経済構造は、ポストコロナになっても解決する兆しが

状況についてロビイング活動をする技術・習慣がなかった（省庁における予算編成

ない。長らく役者たちは持ち出しで公演を打っている（のに、チケット代は高い）。こ

の時期すら知られていない）。従って多くの政治家や官僚にとって、アーティストが

の古くて新しい課題解決のための時間とするのはどうだろうか。

コロナ禍にてこれまで以上に経済的に苦しんでいることは、差し迫った問題として
認識されていない。発言しない限り、政治的にはアーティストらは存在していない
も同様なのだ。

原因の一つはアートが労働集約型の業種である上に、一部の人間だけの世界に
なっているからだ。公演一つ一つをある程度システム化して市場を大きくすれば経

3．
アーティストのエンパワーメントについて

済規模も大きくなり、公演による収益が増大する。従って給与も上がる。この改善

難問であるが、ではアーティストを政治的に重要な存在に強化する（エンパワー

策は専門家たちによって語られてきた。私が提起したいもう一つの原因は、芸術文

メント）ことは可能であろうか。あーとま塾2020での議論にもなったが、大前提と

化界に政治的発言力が欠けているという点にかかる。どういうわけかジャンルを問

してアーティストたちは自己肯定感が非常に強く、誰かを頼ったり、徒党を組むこと

わず、アーティストたちは自分たちの現状を発信し、芸術家たちの社会的・政治的

が苦手であるという。苦手というよりも、そのような政治的行動を本能的に避ける

地位を上げる（エンパワーメント）のための発言をしない。高度経済成長期のなか

のかもしれない。であれば現役アーティスト当人というよりも、彼らをよく知る劇場

で、現在ほど社会的立場が高くなかった看護婦、行政書士、建築士らは政治連盟を

人や芸術文化にシンパシーのある公務員OBや法律家ら（以下、劇場人）を巻き込

結成して自分たちの業界を代弁する議員を輩出していった。業界に動員をかけた

むことが肝要であろう。アーティストと劇場人の関係は、作家と編集者に似ている。

上で会合に議員や官僚を呼び、法律を勉強しては政治家に圧力をかけて法を改正

政治エンパワーメント入門として、3つのステップを挙げてみよう。

し、次々と業務分野を拡大していった。その過程では役所に門前払いされたり、業

第一歩） 上述のようにアーティスト個人が制作の時間を削って政治活動をする

界選出の議員が落選したりとまさに悪戦苦闘の日々が続いたと聞く。それでも彼ら

ことは、困難であると仮定する。となればオーケストラや劇団などそれぞれが同業

は自分たちの生活を守り、後輩たちにとって業界を魅力的にするために医師や弁

種を組織化して、政治ロビー活動に携われる専業スタッフを育てるしかない。第一
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﹂ レポート

ループや、マンション事業者からの相談は日常茶飯事だ。対応には気を使うが、し
かしてそれらの直接行動を通じて、私たちは各団体・職業の現状を知り、制度の課

﹁あーとま塾

議会も予算委員会真っ最中であるが、ポストコロナの生活は語られても、コロナ禍
でのアート環境をめぐる議論は寡聞にして聞かない。ワクチン接種や景気の冷え
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なぜ生計を立てられないのか
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観客からのカンパとクラウドファンディングで資金を集めることから始めてみては
どうだろうか。ぜひ現実を知る劇場人たちに検討してもらいたい。
次に、各劇場音楽堂などであーとま塾など文化芸術系の研修を行うときは、そこ

5.政治がアートから学ぶこと
私自身は6年ほど前から文化芸術と市民の関係性に問題意識を持ち始めた。東
京都多摩市にある1400席の複合文化施設「パルテノン多摩」が開館30年を期に
オーバーホールされることになったとき、担当職員から80億円にのぼる改修費用

に議員や役人、マスコミらを招く。劇場関係者だけで話し合わず、異業種のプロフ

を提示され、絶句したことがきっかけである。最初はコストダウンから足を踏み入れ、

ェッショナルとの対話を通じて、人脈と共感を集めていくのだ。これはまさに演出の

ついでどうしたら一部の人々の趣味の世界から脱し、アートの光と可能性を広く市

手法だ。仕掛けと脚本を作るのは、アーティストたちにとって容易だろう。

民に届けられるか。アーラに通い、芸術関係者たちと議論を重ねて社会包摂
（social inclusion)に一つの可能性を見出したところだ。

会をまわる。片っ端からアポイントを取り付けて芸術文化の現場に困難があること

同時にアーティストたちとの関わりによって、私自身が大きな気づきを得た。特に

を、まずは知らせるべきだ。また自治体や国の各種審議会の募集があれば手を挙

「多数信仰」とでもいうべき政界の常識に縛られている自分自身を発見できたこと

げる。公式の場に、アートをめぐる議論をあげることが肝心である。状況を見て地
方自治法に定められた陳情・請願を出すことも有効だー 詳しくは拙著「暮らしの中

には、感謝しても感謝しきれない。
唐突に聞こえるかもしれないが、政治は多数派こそが絶対的に正しい世界であ
る。有権者の支持を得て、議会の多数派を占めた人間たちによってほとんどのこと
が差配されていく。必定、議員たちは多数派を形成する技術を学び、メディアを通

4．
芸術文化インタープリター（通訳者）を育成せよ

じた世論形成や、社会の雰囲気を読む本能が研ぎ澄まされていく。飛び交う議論も
最終的な合意形成を前提としたものになり、妥協や折り合いは日常茶飯事だ。その

科学者たちは自らの技術の価値を、国民に伝えられなくなっていたのだ。なぜこん

ような世界に生きる中で、徐々に「初志貫徹する信念とやりとおす迫力」が失われ

なに費用がかかるのか？ と財政部門に聞かれた時に、基礎科学の重要性につた

てきていた。誠実さや信念こそ、政治家にもっとも必要な資質であるはずなのに、

えて必要な予算を確保するために、科学界が見つけた答えが「科学インタープリタ

小手先の調整力と駆け引きに長けた小人になるところであった。

ー（通訳

翻訳者）」の育成である。以下、引用すると「科学インタープリターは、展

自らの欠点に気づくことができたきっかけは違和感である。実はアート界の人々

示フロアで来館者と対話し、科学をわかりやすく伝え、ともに考える展示解説員と

と話すたびに、少なからぬ違和感を感じていた。なぜなら彼ら彼女らは妥協しない。

しての役割を担うとともに、先端科学技術の動向のリサーチや、館内外での科学に

折り合わない。自説を曲げず頑ななのだ。その度に「おいおい、折り合わなかったら

かかわるさまざまなイベントの企画を行っています。また、展示フロアで日々接する

会議終わらないよ。どう着地するつもりなのだろうか？」と戸惑っていたのだが、こ

来館者やイベント参加者との対話をもとに、科学技術に対する社会の評価や意見

れこそがアートの魂なのだなと次第にわかってきた。簡単に妥協していたらアート

を研究者にフィードバックする役割も果たしています（日本科学館ホームページよ

ではない。創造を続ける社会では生き残れない。
「自分の表現に簡単に妥協しない

り）」というのが役割である。

こと」がアーティストの前提条件なのかもしれない。合意も着地点も知ったことでは

このように科学界が見出したインタープリターの育成に、文化芸術界も乗り出し

ないというかのようなアーティストたちの頑なさを、政治家たちは良い意味で見習

てみてはどうだろか。板橋区の南雲由子議員ほか、すでにアーティスト出身の自治

わなければならない。老練な政治家こそすぐに妥協する。搦手から相手の弱点を探

体議会議員も生まれているし、可児市アーラの衛紀生館長や平田オリザ氏ら劇場

し、駆け引きして着地点を探すことが本能になっている。政治が人間のエゴと税金

人・演出家による政治参加は大きな効果を挙げている。彼ら・彼女らを橋頭堡にして

を扱い、最終的な決定を行う技である以上、そこに合意形成や交渉の技術は必要

劇場音楽堂インタープリターを育成し、苦手とされてきた政治ロビイングに挑むの

だ。
しかし信念なき駆け引きは単なるゲームに堕する。アーティストたちの頑迷さ、

だ。政治経済とアートでは言語が違う。押しの強い議員たちとは人種が違うと言っ

自説を曲げない強さに触れたことは政治家として次の一歩を歩む際の大きな指針

ていてもしかたない。マーケティングや説明責任、持続可能性など政治経済の言葉

になった。この場を借りてあーとま塾に感謝したい。

を使い、介護福祉や建設業界とまではいかなくともその手の人材を育成すること
も視野に入れてみてはどうだろうか。

さてこれまで門外漢の立場から、感染症パンデミック下で見えてきた古くて新し
い芸術文化の問題を論じてきた。関係者の皆様にとってはいささか不快な言説も
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かつて基礎科学の分野もアートと同じ問題にぶち当たった。専門的になり過ぎて

﹁あーとま塾
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で使える政治（遊学社2018）を参照― 。

遠藤 ちひろ

多摩市会議員

歩は芸術文化政治連盟など「政治連盟」を結成し、加盟団体から会員費を募ったり

最後に、異業種交流をはじめたうえで、政治団体を作ったら市議会・県議会、国
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あったかと思うが、全てはアートと市民の新しい関係を模索するための提言であり
ご容赦をいただきたい。先日、二子玉川までミュージカルを見に行った。すでに交
通事故で世を去っている妻を引きずったまま教壇に立つ男性教師の話だったが、
教え子の力を借りつつ妻の死に向き合うまでの愛の物語には落涙を禁じえなかっ
た。マスクをしたままの観劇ではあったが大いなる愛の力に触れ、劇場を出る私の

遠藤 ちひろ

多摩市会議員
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足取りは力強くも軽かったこと今でも覚えている。カタルシスと同時に明日へのモ
チベーションをもらった。これこそ芸術文化の力であろう。その一方で、筆者は東
京多摩ニュータウンに住んでいるが、近隣のホールで演奏会や芝居を見ると安く
てもチケットは3,000−4,000円。2人で行くとその2倍のチケット代がかかり、観
劇後に軽く食事でもすればたちまち合計1万5千円くらいが飛んでいく。これでは
よほどのファンか経済的余裕がないと、気軽に足を運べない。冒頭でも述べたアー
トの光をもっと気軽に、多くの市民に届けるために、現状を改善するための芸術文
しまないことを改めて誓いつつ、本研修の報告としたい。

﹁あーとま塾

﹁あーとま塾
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化関係者のロビイングに期待したいし、政治の末席に身を置くものとして協力を惜

グループ レポート①

もやもや①

文化政策と文化事業の乖離

「他の人とは違うことをする」ことが求められているという。その結果として、従
来型のナンバーワンを求める会社や組織に馴染めず、フリーランスを選択する

● 「改正・文化芸術基本法」で示された、文化芸術の本質的価値、社会的・経済的

若者も多いのではないか、という仮説が想定される。
したがって、フリーランス

価値という言葉がマジックワードとして多用されている現状がある。自治体の文

への「過保護」と、フリーランスが社会性を身につける環境づくりは分けて議論

化政策の中心であるはずの文化基本条例や文化振興計画、または総合計画

されたほうが良い。

（実施計画）では、こうした言葉が使われ、具体的な事業が示されていない。文

● また、アーティストやその関係者が「文化芸術の社会的・経済的価値」を語るロ
ジックを身につけたほうが良いかという点についても、考える機会があったこと

言葉が浮ついている 自治体名を変えても通用する といった批判もあり、何

を言及したい。私は主に子どもを対象に参加型演劇を実施するNPO法人の理

より文化政策をもとに実際に文化事業を担う文化財団等の能力に左右される

事を務めているが、コロナ禍で対面事業の延期・中止が続出し、NPO法人とし

状況が生まれている。

て収入を得られない事態に陥った。こうした中、収入確保を見込めるオンライン

● 一方、文化政策の主体である自治体と、文化事業の主体である文化財団等がど

配信や、社会的・経済的価値を付与した事業展開を検討したものの、NPO法人

のような関係を構築すべきか悩ましい。文化財団等の多くは、自治体の文化施

として取り組みたい一番の思いは「子どもたちと触れ合い、子どもたちの笑顔を

設の管理運営を行う外郭団体として設立した経緯があるものの、近年は文化施

見たい」ということであることから、NPO法人に関わるスタッフは別の仕事に就

設の指定管理者を公募で選定することが多いことから、文化財団等と 密 な関

くことで収入を確保することとした。こうした経験を踏まえ、アーティストやその

係を構築することを敬遠する自治体も見られる。また、文化財団等が文化施設

関係者が「文化芸術の社会的・経済的価値」を語るロジックを身につけることに

の指定管理者に選定されないケースや、そもそも文化施設が新設されないケー

悩むことより、これらを支える中間支援組織がこうしたロジックを身につけるほ

ス（泉大津市）
もあり、文化財団等の存在意義が問われているとも言える。

うが良いのではないかと考えるが、これは「過保護」なのだろうか。
● ここで、令和3年2月8日に京都市で開催された令和2年度創造都市ネットワー
ク日本シンポジウム『創造都市・京都の解体新書〜文化が息づく都市の鼓動〜』

託事業、鑑賞事業に依存している現状があり、文化施設を中心とした事業展開

において、アーティストやその関係者を育む環境について語られた。アーティス

になっていることから、アウトリーチが基本となる 文化芸術の社会的・経済的

トは、大学等を卒業後に「作業環境を探す」
「制作した作品を販売する」といっ

価値 との相性が良いとは言えない。さらに、文化施設の指定管理者業務を定

た点で、信頼がないために大きな障壁があるという。ここで京都市では、アーテ

める仕様書は自治体が作成するが、文化振興計画と一致しないこともあり、そ

ィスト向けの不動産を展開する事業者の存在や、若手のアーティストを育む行政

の調整に苦労しているケースもある。

支援の実施等により、アーティストに信頼が付与された。このようなステップを

● 最後に、取組の 評価 においても乖離があることを指摘したい。文化財団等が
取り組む文化事業の評価や、自治体が取り組む事務事業評価があるものの、①

経ながら、アーティストは作品創造だけでなく、社会性を身につけることにつな
がっている。

アウトカムやインパクトの評価項目の設定が難しいこと、②評価が細分化され

● コロナ禍において、文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」において、手続書

ることで、総合的な評価が判断できないこと、③文化財団等による評価と、自治

類の煩雑性や、採択時期が遅いといった クレーム が続出している。アーティス

体による評価の結びつきが弱いことなどの問題がある。

ト等の、国や自治体とのコミュニケーションの経験不足が露呈したとも言えるが、
一方でコロナ禍において横浜市や京都市等では、弁護士等とも連携したアーテ

もやもや②

アーティストが育つ環境づくり
（クリエイティブ・ミリュー）

ィスト等向けの相談窓口が設置されたことを考えると、アーティスト等向けの十
分な支援環境があったとは言えないのではないか。そもそも、自治体や文化団

●「あーとま塾2021」1日目の討論において、アーティストやその関係者の多くが

体の多くは、地域内にアーティスト等がどれだけいるかを把握していないことが

フリーランスだが、これまでの文化政策は「過保護」になっているとの指摘があ

多く、コロナ禍でのアーティスト向け支援の実施を通じて、初めてアーティスト

った。私が昨今に大学関係者と話をする際に伺ったことは、近年の子どもたち

等の実態把握につながったところもある。

は「ナンバーワンではなくオンリーワンを求める教育」の中にあり、このため、
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化芸術の新たな方向性を示す「ビジョン」としての一定の評価はあるものの、

● 自治体の担当職員は3年程度で異動することから、担当部署で文化政策が蓄積
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▽エッセンシャルワーカーとしての文化芸術「社会的処方箋活動」の実践−戦略
的アーツマーケティング(CSV)で文化芸術の社会包摂機能を解き放つ。｜可児
市文化創造センターala（https://www.kpac.or.jp/ala/220-2/）

コミュニティ・プログラムがあることを知った、という強みは何事にも代えがたい
のだろう。
● 紹介した衛紀生館長のエッセイには「ナラティブ・クリエイト」という言葉が何度
か出てきていますが、鑑賞、貸館、そしてコミュニティ・プログラム（特に寄付を

●「オンライン配信で課金してもらうことだけが、文化芸術の収益力強化なの

中心としたパートナーシップ）は、まさにそれを支える市民とナラティブを創造で

か？」という視点から始められる新しい取組『alaまち元気そうだん室』。この話

きるかが大事なのでしょう
（ドラッカーのいう「マーケティング」ですね）。alaの

を聞けただけでも、来て良かった。

実績では、それは13年間かかる。だからこそ、どのまちも10年先を目指した取

● 文化芸術の収益力強化とは何か？

江藤 慎介

株式会社地域計画建築研究所／

組を開始できるのではないか、という提起をいただいたのですね。

● 実際に文化芸術の担い手である文化財団等の多くは、まちのシンボルである文
化施設の運営管理を前提に立ち上げられており、鑑賞（＝チケット販売）か貸館
（＝指定管理料）での収益がほとんどである。ここでもCSVマーケティングに基
づく収益力強化の方法はあるものの、人口の5%と言われる文化芸術愛好者に
しか届かない。
● ここで想定されたのが社会包摂型劇場としてのコミュニティ・プログラムであり、
改正・文化芸術基本法においても「文化芸術の社会的価値」として多くの自治
体が文化政策に取り入れようとしている。けれど実態としては①アウトリーチ型
になるべきところ、これまで文化施設中心で取り組んできた文化財団等の事業
に馴染みにくい（＝実施しても年数回の取組に終わる）、②収益化が難しい（行
● 今回の『alaまち元気そうだん室』の取組は、文化芸術の収益力強化について、
①文化財団等の収益力を「鑑賞」
「貸館」
「コミュニティ・プログラム」の複合的
な事業で成り立つものと整理し、総合的な収益力の改善を目指すこと（＝例え
ばオンライン配信で収益化が出来れば良い、という発想ではない）、②特にコミ
ュニティ・プログラムについては、アーツ・リンク・ワーカーやピア・サポーター等
の環境整備を行うとともに、パートナーシップ（寄付制度）を導入し、資金調達
の多様化を図ること、③これまでコミュニティ・プログラムへの「参加費」として
徴収していた資金を、
「無料で参加したコミュニティ・プログラム参加者がピア・
サポーターとなり、パートナーシップ（寄付制度）を通じて「寄付」を行うことで
コミュニティ・プログラムを支える仕組みへの変化にチャレンジしていること、と
いうのが面白いと感じました。
● しかし、こうした取組が実現するのも、コミュニティ・プログラム「alaまち元気プ
ロジェクト」が多様なライフステージの市民向けに13年間続けてきた実績があ
るからだという話にも納得。13年間と言えば干支が一回りし、子どもが若者へ、
若者が子育て世帯へ、子育て世帯が中高年へ、中高年が高齢者へ、と次のライ
フステージへ移行している。自分のライフステージのことだけに関心のある市
民が、次のライフステージに移行しても支えてくれるコミュニティ・プログラムが
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1．
はじめに
これまでNPO法人alaクルーズ、アーラ映画祭実行委員会、アーラコレクション

●「文化政策の新しいフェイズ」
（トークセッションより、コロナ禍での劇場関係の
フリーランスの活動消滅、失業に対する支援に関して）

サポーター活動で市民の立場でアーラに関ってきた。コロナ禍で不要不急のカテ

コロナ禍で文化の視点で何が出来るか、鳥の目でしっかりと俯瞰することが大

ゴリーに入れられて、劇場・音楽堂やアーティストの存在の真価が問われる今、改

切である。

めて文化芸術が、アフター・コロナに向けて何が出来るのかを知り、学び、考えてみ
たいとの思いから今回のあーとま塾に参加した。

つながり＝危機の時依存する誰か、安心できる他者＝無形資産であるが、コロナ

中村 幸雄

法人
クルーズ会員

禍でつながれる場所が無くなっている。つながりは自己肯定感のＵＰにもなる。こ
れからはつながりをつくる産業が大きくなる。劇場、ホールもニーズが増えていく。

2．
今回学んだことの整理
今回は3人の講師の方のレクチャーとトークセッション、参加者のグループワー
クがプログラムの内容であった。その中で、特に印象深かった２つのプログラムに

アーティストは表現することだけではない。持っているスキルが誰かの役に立つか、
若しくは何を求められているかという視点に立ち出来ることを考えることがこれか
らは重要である。

ついて、自分なりの理解として以下の通りまとめた。
もともと潜在的な失業者と言われるフリーランスのアート関係者はどうやって生
●「アフター・コロナにおける劇場の役割」
（衛館長のレクチャー、館長エッセイよ

きているか？民間で金銭的な支援を継続していくことは難しい。但し、税金での支

り）

援実施は重みある事である。支援のためには社会性が求められる。アーティストは

ボウモルのコスト病の考え方、産業特性、商品特性の観点で文化芸術の整理を

社会貢献がなければ支援を受けられないぐらいの気持ちでいなくてはいけない。

して、
「栄光の３０年」、その後の新自由主義、市場原理主義が採用され、
「利潤原

人と人をつなげる力のある文化芸術・スポーツは思考停止した社会に切り込む力

理」
「経済成長」への寄与のみで評価する資本主義社会での枠組みの中で、
「不要

がある。厳しい状況下にあっても「利他的」でいられるかが重要である。

不急」とされる文化芸術のポジショニングを確認している。コロナ禍で、生命維持
3．
まとめ

場所、地域の生活空間などの大事なもの」があることが明らかになり、このような

今回のコロナ禍で帰省せず９か月を単身赴任先の東京で過ごした。孤立、孤独

社会共通資本の考え方に文化芸術は入っていかなければならない。また、文化芸

な場所、PC越しでの乾いたオンライン・コミュニケーション、健康の不安等々。有事

術が非常に危うい成熟社会の中で、セーフティーネット機能として認知されるため

の環境下で、社会共通資本にアクセスできないことを経験して、同じ思いや、日常

には、以下のような価値を高めていく戦略が「不要不急」からの脱路を保証するこ

的につらい思いをしている人のために何かできないかと利他的な気持ちが湧いて

とにつながっていくとしている。

きている。今回のあーとま塾では、劇場やアート関係者を含む文化芸術が、アフタ

①公共性の担保を構築する戦略が重要。公共財は、抽象的概念論だけでなく、
具体的説明をするためエビデンスを整備する必要がある。

ー・コロナに向けて、自らの強みや特性を活かして社会的価値を見い出していくた
めの多くの示唆を得た。地域に在り続けて欲しい文化芸術施設に市民としても価

②「心を癒すナラティブクリエイト機能」
「存在を癒す社会包摂機能」は共に社

値を与える行動が出来るのではないかと思う。利他的な気持ちを持っていても行

会と個人のレジリエンスをもたらすアートの本来的機能である。コロナ禍だか

き場所がわからない人たちも多くいるはずである。文化芸術がその特性を活かし

ら必要とされる社会的価値財である。
「強み＝特性」をもって社会的認知を図

地域のプラットフォーム（中間支援機能）として、地域資源を発掘し人と人、場と場

っていくことが重要である。

をつなぎ社会課題に取り組んでいく。コロナ禍は最大のピンチだが今まで認知不

③孤立、孤独、従来型コミュニティの衰退。そこに行けば誰かがいる。自分の存

足であった文化芸術の社会的価値アップの大きなチャンスでもある。

在を確認することが出来る。人々の接点を作りつながる場やコミュニティをつ
くり育てていく。文化芸術が生活課題、社会課題解決のために寄与できるこ
とは多くある。

コロナ禍で明らかになった大事なもののために、アーラが文化芸術の強みを活
かした次なる一手の社会的処方活動の「まち元気そうだん室」開始が興味深い。今
後も劇場や文化芸術を通した社会貢献活動に市民の立場で関わっていきたいと考
える。
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グループ レポート④

2020年はコロナ禍によって我々の生活も環境も、ともすれば人間関係も大きく

構築が難しい状況である。両者の間に立ち、共通言語を構築する第三者が必要で

変わった1年であった。阪神淡路大震災や東日本大震災の時に感じた恐怖や違和

あろう。
（その役割を担うのが公共劇場でもあると、筆者は考えている。）また一方

感と、今回感じたそれとは、言葉としては同じだがどこか異なる、見えない圧迫感

で、芸術祭の開催や劇場の建築には積極的な政治家が存在する。そこに筆者は、

を伴って覆いかぶさってきた印象がある。その要因の一つが「不要不急」という四

文化芸術が持つ本来の特性を理解しないまま、芸術家不在の一時的な娯楽として

字熟語ではないか。コロナ感染拡大を防止する為の正義を振りかざす言葉として

の消費文化が横行するのではないか、という危惧も感じるのである。

藤澤 祐子

東京芸術劇場︵社会共生事業担当︶

一気に浸透したこの語句に、筆者自身振り回されたし、今もなお囚われて続けてい
る。 文化芸術は不要不急であるか というテーマにおいて。今回改めて考えさせら

このコロナ禍において、
ドイツ政府の文化政策やアーティストへの支援の充実度

れ、恐らく今後も常に自身に問い続けるであろう、アフター・コロナにおける劇場の

はかなり注目され、日本の政策との比較もされたが、そもそも日本における文化芸

役割や、劇場・音楽堂や文化芸術が社会的共通資本とたり得るか、という論点と、

術の歴史的背景や人々の生活への浸透度が異なる。日本では、政治家だけでなく

このテーマの根は繋がっている。

一般の市民においても、エンターテイメントに留まらない、文化芸術を享受する経
験値が少ないのではないだろうか。文化芸術、とりわけ舞台芸術は、ただ楽しむだ

何故、文化芸術は不要不急である、という風潮が広まったのか。一つには文化芸

けの娯楽ではなく、多様な人々や価値観の存在を知り、自己を再認識する機会とも

術が娯楽やエンターテイメントと同じカテゴリに属されており、そのイメージの方

なり得る。さらには、社会的な課題や矛盾への問題意識を想起し、様々な事象を他

が強いということが挙げられる。そして二つ目は 不要 と 不急 を区別せず同義

人事ではなく自分事として再認識する機会をも創出する。そのような経験値が乏し

として捉えてしまっていることである。特に言葉の定義が、不急なものは不要であ

い為に、政治家も芸術家も共通言語が持てないまま、文化芸術の効果に対するエ

る、と捻じ曲げて解釈されている傾向があるのではないだろうか。その為、非常事

ビデンスも見いだせないのではないだろうか。そして結局、 文化芸術は不要不急

態下において文化芸術に興じることは不謹慎である、と捉えられてしまうのだ。確

であるか という議論がいつまでもなされるのである。

かに緊急時においては、生命や生活、家族を守ることが優先事項である。過去の震
近い将来訪れるであろう「アフター・コロナ」だからこそ実感できる文化芸術（実

ではないのではないか」という問いが多く聞かれたのも事実である。
しかし改めて

演芸術）の特性を示し続けることが、公共劇場の役割である。また、今回のグルー

問うと、そんなこと、とは何であるのか。精神的に、また経済的に余裕がある時でし

プワークで行ったロジックモデルのように、社会的課題を解決する手段の一つとし

か、文化芸術に触れてはならないのであろうか。逆に、心に余裕の無い時にこそ、

て、文化芸術の可能性を模索し政治家と共に解決に向かうプロセスを構築してい

文化芸術がもたらす影響や効果が必要なのではないか。心に癒しを与え、生活に

くことも、互いに理解を深める為に必要な試みであるだろう。筆者自身これから新

彩を添え、人間関係を円滑にするのも文化芸術である。そしてその理解を得るた

しく出来る劇場が、押しつけではなく、そしてまた単なる自己満足だけの表現の場

めには、やはりエビデンスが求められるのである。

でもない、本当の意味で市民が文化芸術を享受できる空間となるよう、挑戦し続け
たい。

文化芸術に限らず、広く継続的に事業を実施する為には、行政との関係性が非
常に重要である。今回のあーとま塾において、議員の方の意見や見解を直接聞く
ことが出来たのは、とても興味深く意義深いものであった。そして先述のエビデン
スを最も重視しているのが、政治家であり議会である。勿論、市民の税金を投入し
て事業を営むわけであるから、それに見合うだけのエビデンスを示すべきであるこ
とは十分理解できる。
しかしながら、文化芸術の持つ可能性や利点を実証するには、
非常に長い期間を要する。何故なら、文化芸術がもたらす効果は即効性のあるも
のではなく、積み上げていくことで徐々に表れるものであるからである。長期的な
視野と忍耐が必要となるが、そこに共通理解を得るには、余りに政治家と芸術家と
の溝が深い。互いに得体のしれないモノという印象を持っており、良好な関係性の
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災時においても、演劇や音楽事業を実施する際に、
「今そんなことをしている場合
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グループ レポート⑤

世界的パンデミック状態はまだ終わっていない2021年3月の今、ほぼ１年前をふ

共創的 芸術活動と言われる アートプロジェクト はどちらかといえば建築デザイ

りかえる。2020年４月に緊急事態宣言が行われた。休業を余儀なくされたミニシ

ンと美術の文脈にあり、芸術以外の社会分野へ働きかける「大地の芸術祭」以降

アターやライブハウス、民間のミュージアムからSNSを通じて、活動存続のための

の全国的な流行かもしれない。
「共創的」といいつつも、自己評価による助成金報

寄付やファンドを募る呼びかけが多くあった。投げ銭感覚で賛同できるものから、

告書も多く曖昧だった。久しぶりに、アートNPOリンクの報告書（4000団体）を閲

個人宛に切実なメールが飛んでくるものもあった。アートファンにとって「無くなっ

覧すると、ケイスリーのロジックモデルフォーマットや評価測定が採用されている。

ては困る存在」という事のわかり易さ。

参照：

竹澤 ひさみ

フリーランス

http://arts-npo.org/img/artsnpodatabank/ANDB2018-19.pdf
一方で、国内に3000ほどあると言われる公立の文化施設はどうか。
「社会的共通
資本」であるにもかかわらず、
「私たちの場所」と思われているだろうか。市民は居

私は2010年前後、民間企業のメセナ傘下でアートフェスティバルネットワークの

住地の文化施設をユーザー目線で捉えているか（双方向のコミュニケーションがで

実行委員（選考・検証委員）に参画していた。北海道から沖縄まで、地域の未来を切

きているか）。美術館やギャラリーはホワイトキューブ、劇場やライブハウスは設え

り開くきっかけ創りとしてのアートという定義で、こどもの放課後教育やまちづくり、

を指して ブラックボックス とよく言われるが、視えにくい世界を指すボキャブラリ

過疎の問題、障がい者福祉、医療etc.

と重なってしまう。一部の愛好者（自分もそのひとり）以外は足を踏み入れることも

が届かない事業が展開されていた。SGDsやソーシャルインクルージョンといった

思いつかない存在のまま老朽化していく。これまでのあーとま塾レクチャのなかで

共通言語が無かった時代において、評価が微妙で、活動手段が目的化している指

「芸術の殿堂」ではなく「人間の家」へ」 という話を受けて、ソフト事業のロジッ

摘も少なくなかった。社会課題があって「将来的に今やってる僕たちの事業が必要

クやアクティビティを「社会包摂型」にモデルチェンジして行こうというのが時代に

なくなる世の中になればいい」と言う団体名が詩のように柔らかいプロジェクトや、

合ったミッションだ、と理解している。

牽引力という言い方もできるが利己的な運営でスタッフやアーティストを疲弊させ

多様な切り口でアートを媒介に行政の手

てしまうものまで。年に数回交通費が支給されネットワーキングにより顔をみて悩
みやノウハウを共有することは有意義だったが、スポンサー企業の予算担当が変

ルフウ共著の建築・都市観を凝縮した書があるのを思い出した。

わり15周年で幕引き。
当時ストリーミング配信は可能で、Skypeという手段はあったが「面識がある」同

豊富なスケッチとともに、建設の場のあり方、建築家の任務と心構えを説き、可視

じ空間で議論を交わした仲間というところが大事なところだった。

対象としての建築物は「人間の家」、つまり「精神のすみかの具現化」であるべき
だと主張する。建築における美的感動の大切さを知らされる。
（袖文より）

これまで、あーとま塾で「社会包摂」
「文化政策」
「マーケティング」の３本柱を繰り
返し学んできた私たちは、ニュー・ノーマル時代をどう乗りこなせるのか。

書かれたのは第二次世界大戦中、破壊されたパリをどう再建するか、という計画草

柔軟に考えると、オンライン手段で悪くない展開も認められる。新技術との併走で

案だ。左ページ右ページに別れる二人の掛け合いは決して主従関係になく同じテ

表現の拡張つまりクリエイティビティの希望を感じることも多くあった。6月シビウ

ーマを違う角度で言及するような構成になっている。おそらく両者が疎開先リモー

国際演劇祭2020が時間割配信で開催され、4˜6月は、公演中止になったアーティ

トで執筆したものだと思われ、スケッチとテキストで構成されているが、ロジックモ

ストが自宅からワークショップをできるように名古屋と横浜のダンスハウスがオン

デルの共同プロセスである。

ラインチケットを発売。フリーランスの若い舞踏家が朝夕のストレッチをSNSライ
ブで配信。ニコニコ動画は美術館のツアー番組を配信し新たなオーディエンスを

さて 殿堂 と揶揄される我が国の文化施設は 誰のための建築 か。最近、美術館

集めた。このように海外演目や在宅ワークショップへのアクセスが（スマートフォン

などはその建設（あるいは改修）計画段階から（市民会議にも）関わる建築家が館

程度でも）可能だったのは2020年代のインターネット標準が幸いしているし、こん

長に。大学校舎の場合はその学長に就任するケースが発生している。ハード・ソフト

なことでもなければ遠い国の風景を見ることもなかっただろう。海外にいる作家が

の思想が一致する期待をしても良いだろうか。

来日せずに実現する公演や芸術祭も。いまや、オンライン面接で転職活動さえ可
能だが、経験と想像力が育たない。ハイブリッドがスタンダードになるだろうか。足
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を運ぶことのできた横浜トリエンナーレ2020は、海外作家が遠隔でインストール

入る意識でやっている。ふだんのデザイン領域ではユーザーインターフェースの

した展示が大半となったが、
「世界に否応なく存在する「毒」と共存する」というキ

最適化や、アクセシビリティ観点で主に視覚的配慮、安全サイン（色/音）の要素も

ーワードを含んでおり
（この状況にあてはまりすぎていて）、遠い国の紛争や人々

ある。役割の異なるチームメンバーとプロセスを共有するような企業内ワークショ

に想いを巡らせる媒介としてのアートを再認識する。

ップでアイデアの引出し役にキャスティングされることもある。ジャンル雑多なクラ
イアントワークや企業のインハウスで働いていても、デザイナーはコンテクストと

ある意味ブラックボックスの中身が顕になる機会だったかと思うほどトーク配信

ともに常に自分ごととしてインプットし、課題に取り組む。アウトプットの手段も変化

やシンポジウムも多かった。リモートワークの環境が加速して、海外と時間をつな

している。座組によってプロトコルが違うことはどの業界でも言えること。学んだこ

ぐことが当たり前になった。SNSを通じてアーティストとファンのエンゲージメント

とを活かす現場を持っていないことが個人的な課題である。ロジックモデルが目標

は高まるいっぽう、業界で働く人々、特にフリーランスの休業補償の問題や文化庁

成果物ではなくプロセスに関わることに意味があるように。

竹澤 ひさみ

フリーランス

グループ レポート⑤

竹澤 ひさみ

A

の「文化芸術活動の継続支援事業」申請書の難易度が話題になっていて応募数が
延びず、それは文化芸術分野に限ったことではなく、福祉や生活保護などの段階

アフター・コロナに想いを馳せる2021年3月末

的な救済手段の手続きにも当てはまる。2020年の自殺者が11年ぶりに増加、男

の「世界同時減速」と呼ばれる2001年以降、非正規待遇が続く身としては他人事
ではない。
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00923/
（データ出所：警察庁）
（データ出所：文部科学省）
エピソードとして、実は、フリーランスとして業務委託をうけるときに、対価の未払
を何度か経験している。
１つは会社立ち上げの際に必要なデザイン一式を「資金
調達がうまくいかなかった」などの言い訳をしつつ支払う期日を引き伸ばしていた
起業家。自分が過去たまたま法に関するコンテンツ（中高生向け司法制度改革デ
ジタル教材）に関わったことや、Arts and Lawによる著作権レクチャを受けてい
た知識で、法テラスの費用援助によって解決させた民事。此処で言いたいのは
「情報にアクセスできない」という事は文字通りの死活問題であるし、いくら良い
ことをやっていても必要としている対象に届かないのは発信側の責任でもあると
いうことだ。難易度の高い申請書、届かないソリューション。
自分にできることはなんなのか？
これまで自分がアートに関わってきた仕事の種類にコンテンツ企画や広報制作が
あり、事業運営の座組で施すものと、事業単位で依頼されて施すものに分かれる。
情報を整頓して発信メディアごとに落とし込み、活用に充てる。表層のアートワー
クを指定される場合もあるが、撮り下ろしの段取りをすることもある中で、座組に
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性は減少、女性が増えている（うち過半数は女子高校生）という。11年前と比べる
と新型コロナによる失業による困窮や心身の不安、孤立などが理由だという。経済

グループ レポート①

今回のあーとま塾では、オリエンテーションが行われた後で、館長である衛紀生

United Fundがどのような流れで1,858万円の資金援助をもらったのか、その要

氏の講義が始まった。テーマとしてはコロナウイルスの影響によるオンラインの普

因が何であったのか、その結果どのようなリアクションが助成先のアーティストか

及や不要不急の外出自粛などによるコミュニティへの影響と劇場がコミュニティに

ら帰ってきたのかを説明いただいた。

対して果たせる役割について挙げられていた。

Arts United Fundは、アーティストへのアンケートを実施し、その結果を記者
会見で発表した。また、設立にあたり公益財団法人パブリックリソース財団と連携

衛氏はオンラインの普及や不要不急の外出自粛などにより、市民の孤立が進ん

したことで、クラウドファンディングでは確保できない、企業からの大型支援を手に

でしまうと考えている。コミュニティを形成することで、依存しあえる関係性を作り、

入れた。その結果として、クラウドファンディングや個人支援で758万円、法人寄

それぞれが助け合える関係性を作っていくことが大切としていた。そして劇場とし

付で1,100万円合わせて1, 858万円の寄付を集めた。そして、助成額を20万円

ては、公演事業を行い、集客に結び付けるだけでなく、公演後に観客同士が内容を

と設定し、76名のアーティストを支援した。
しかし、アーティストの選考などは財団

議論しあえる場などを形成し「ナラティブなコミュニティ」を形成することが必要だ

に一任することになったため、内容面などがどのように精査されていたのかはわか

としていた。

らないとのことであった。今後に関しては、発起人がそれぞれ別の仕事を抱えてい

alaの事業内容を見てみると、確かにコミュニティ形成につながるものが多く、各

ることや、資金面の問題などから継続する予定はないとのことだった。
話を聞いて、継続的に支援を募ることの難しさを考えさせられた。特にコミュニ

る。劇場の規模にもよるとは思うが、コミュニティ形成を念頭に置いた事業づくりを

ティアートのプロジェクトにおいては、その必要性が高まっている一方で、資金的

考えていくことで、地域に対しての劇場の存在価値も高まるように感じた。

な援助が見込めない場合も見受けられる。いかにして、企業や行政などと手を組み、
持続的に活動を行っていけるようにしていくかは考え続けなければならない。

次に同志社大学経済学部教授である八木匡氏がコロナ禍の本質とwellbeing
これらの話を踏まえて、2日目には、受講者がグループに分かれてロジックモデ
ルを組み立てることとなった。ロジックモデルを作成するにあたり、ケイスリー株式

解決しようとすることはできないとし、特別定額給付金を定期的に行うようなベー

会社の今尾江美子氏に、ロジックモデルがどのようなものであるかの説明と使い

シックインカムの導入を提言していた。ベーシックインカムの導入をすることで必

方について、具体的な事例を用いながら説明していただいた。

要な人に対して確実に届き、芸術やスポーツなどの活動が継続され、文化芸術・ス

実際にグループディスカッションを行い、ロジックモデルを作成していくと、立場

ポーツの基盤が保持できるとしていた。また、ロックダウンしている国の事例から

の違いによる考え方の違いを実感した。地方都市にいるのか、基礎自治体の劇場

見るとうつ病患者が増え、免疫力が低下し、感染者が増えてしまうという流れを生

なのか、首都圏の劇場なのか、さらにいえば、それぞれが現在の仕事の就くまでの

み出していることから、ストレスをためずにアクティビティを継続することで、免疫

道筋によっても意見や課題意識が変わる。一見すると当たり前のように感じるが、

力を保持する必要性もあるとのことだった。

実際の会議の場ではこの視点が抜け落ちてしまうことは多々見受けられる。今回

ベーシックインカムについては、これまでの社会保障制度の見直しとそれによる
影響を考えていかなければならないため、導入については議論が必要だろう。
しか
し、今回の講義を受けて、文化芸術のアクティビティによって、免疫力が上昇する

のグループディスカッションを通じて、違う立場の人間であることを考えながら議
論していくことの重要性を改めて痛感した。
また、発表を行った際に、衛氏からは「楽観的であること」の重要性を説かれた。

という話は非常に興味深い。それを踏まえたうえで、愛好家だけでなく、まだ触れ

コミュニティアートの事業においては、人数や結果などを考えるあまり、実行に時間

ることが出来ていないが潜在的に必要とする人へとどのようなアプローチができ

がかかってしまう。それよりも、少数でもよいから実際に行動することが大切である

るのかは考えていきたい。

と教授いただいた。たしかに、時間をかけてしまった結果、会議で出た問題点と実
行したときの問題点が時間を経たことにより変化してしまう可能性も考えられる。

3つめのレクチャーでは、ケイスリー株式会社取締役であり、フリーランスの芸
術文化関係者を対象とするコロナ禍の緊急支援ファンドであるArts

United

Fundの発起人でもある、落合千華氏の講義が行われた。この講義では、Arts

もちろん十分なリサーチは必要であるが、行動することとのバランスは考えていき
たい。
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八木氏によると、新自由主義的な論理でこのコロナ禍における経済的な問題を

﹁あーとま塾

事業が緩やかに連動しており、劇場を中心としたコミュニティ形成に一役買ってい

の向上をテーマにお話しいただいた。

黒木 裕太

東京芸術劇場︵アーツアカデミー研修生︶
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グループ レポート②

今回初めて「あーとま塾」に参加させていただきましたが、2日間で様々なこと
を学ぶことができ、改めて日常業務に生かしていきたいと思うことが多々ありまし

規模災害が発生した時や致死率の高い感染症が感染爆発した時のための「リハー
サル」と捉えて取り組んだ方がいいという表現が劇場的で面白いと思いました。

た。今回のレポートは、少し散漫になりますが学んだことや感じたことのまとめとし
たいと思います。
まず、コロナ禍での研修のあり方として大変参考になる面が多々ありました。特

レクチャー②の八木先生によるコロナ禍の現状と課題の整理、経済・社会構造、
とりわけ今後の重要課題となるベーシックインカムやMMTも初級編で分かりやす

に、PCR検査キットを事前に配布して、新型コロナウイルス感染症の陰性であるこ

く学べました。レクチャー③では、落合先生のアーティスト支援の実体験を通して、

とを証明してから参加することになっていたのは大きな驚きでした。
しかし、検査日

支援をする側と受ける側の課題や難しさを具体的に知ることができ、フリーランス

が研修初日の4日前に指定されていたため、その時点での陰性は証明できても、

支援が漏れがちなこと、アーティストの教育環境が整っていないこと等、課題が多

研修日の陰性を証明できるものではなく、その点で少し残念な印象もありました。

いことを知る機会となりました。難しいことはありますが、自分の立場でも支援でき

難しい面があるのは承知の上で、せっかく検査するなら前日や前々日にできれば、

る枠組みを考えていくことの重要性を改めて感じました。また、落合先生によるオ

より信頼度が高まるように感じました。

ンラインでの講演とトークセッション参加も、オンラインの有効性や運用方法、課

安藤 正浩

︵一財︶岐阜市公共ホール管理財団︵岐阜市民会館︶

題等を実感する良い機会になりました。
レクチャーやトークセッションで最も印象に残ったのは、コロナ禍で文化芸術が
2日目はロジックモデルを活用したグループワークが中心でした。個人的にはロ

等）に対する衛館長の憤りでした。さらに、その関連でお話しいただいた海外での

ジックモデルというものが初めての体験だったため十分に理解できたとは思えま

大規模災害後における文化芸術の対応事例の紹介は、大変考えさせられるものが

せんが、今尾先生が短時間でわかりやすく説明していただけたこともあり楽しく取

ありました。例えば、海外では大規模災害直後であっても可能な限り予定通りイベ

り組むことができました。ただし、
「アフターコロナで取り組もうとする諸課題」とい

ントや舞台公演を行うという事例、過剰な自粛で社会に余分なストレスを与えるこ

う重いテーマに取り組むには、時間が足りなかったようにも感じました。特に、グル

とはかえって復興を妨げるという考え方は、自分にとっては新しい気付きでした。

ープワークは自己紹介やメンバー相互の活動内容をシェアする時間が不足気味で、

阪神淡路大震災でも東日本大震災でも、被災地を思ってイベントの開催を自粛す

テーマを考える際の土台となる、メンバーが置かれた環境や必要な情報が十分に

るのはやむを得ないと思っていましたが、実は狭い視野での独善的な思い込みか

共有できておらず、議論が表面的で抽象的な内容にとどまってしまったように感じ

もしれない、広い視野で物事を考えないといけない、と気付かされる良い機会にな

ました。

りました。
他に興味深かったことは、なぜホモサピエンスは生き残れたのかという衛館長

今後も長く続くことが予想されるコロナ禍で、従来通りにはできないことが多々
あると思われますが、劇場と文化芸術の環境を守ることと同時に、文化芸術の力を

のお話です。人類の強みは「コミュニティの形成」であり、人と人のつながりや相互

積極的に活用して社会に還元する攻めの姿勢も求められてくると考えています。

依存を軸にコミュニティで結束した結果、人も社会も強靭性や回復力を高めること

今回の研修で学んだ知識は実務で生きることが多く、ロジックモデルも課題を深

になった、というご意見でした。確かに自分自身の経験でも、人とのつながりが心の

掘りするツールとして有効であることを学ぶことができました。

支えになることや、深く傷ついても人の助けで再び立ち上がる力を得ることがある

今回の体験や学びを今後の日常業務に生かしていきたいと思います。お世話に

と実感してきました。分断と孤立が進むコロナ禍において、人と人をつなぐ能力が

なった講師・スタッフの皆様、参加者の皆様、貴重な経験をさせていただきまして、

極めて高い「文化芸術」というジャンルがいかに重要な産業になりうるか、このツ

ありがとうございました。

ールを社会のためにいかに有効活用できるか、ということを改めて考え直したいと
強く思うようになりました。人類の強みである「コミュニティ＝人と人のつながり」を
再生する時代、社会包摂が危機管理に直結する時代において、
「文化芸術」や「劇
場」が果たせる役割にフォーカスして考え続けていきたいと思います。
また、今後長く付き合っていくことになる新型コロナウイルス感染症の対策につ
いて、今回は重症化率や致死率が比較的低い感染症ではありましたが、むしろ大

2
0
2
0

﹂ レポート

「不要不急」扱いされたことや、文化庁の施策（オンライン配信による収益力改善

﹁あーとま塾

﹂ レポート

﹁あーとま塾２０２０特別編﹂受講レポート

安藤 正浩

﹁あーとま塾
2
0
2
0

B

2021年2月26日から27日にかけて、可児市文化創造センター主催の「あーと

クリエイティブな勇気は危機を克服するのに役立つ。私たちは未来のために良い

ま塾」に初めて参加した。通常は年間計3回にわけて実施しているこの「あーとま

ものを創造するあらゆる機会をつかむべきだ。そのため、次のことが言える。アー

塾」だが、新型コロナウイルスの影響により令和2年度は今回のみの実施となった。

ティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ。特に今は」 と述

廣山

講座には様々なバックグラウンドを持つ人々が参加しており、フリーランスのアナ

べ、世界的に見てもかなり手厚い支援策を出した。理由は、文化芸術はドイツの主

鈴

東京芸術劇場︵事業企画課人材育成担当︶

グループ レポート③

鈴

ウンサーから議会議員まで、必ずしも劇場に直接関わらない参加者も多く、多岐に

要産業の一つであること、多文化な社会を持つドイツにとって文化芸術は大事な

わたる視点で「劇場の役割」について議論が繰り広げられ、大変有意義な講座とな

コミュニケーションツールであることが大きいが、基本的な考えとして「文化芸術

ったと感じる。

は偉大なる力を持っている」という考えが強く根付いている。有名な話だが、第二
次世界大戦中、ナチス政権が文化芸術に規制をかけ、政権にそぐわない文化芸術

１日目の講座が始まる前に、可児市文化創造センターの施設見学をさせていた

を「退廃芸術」とし弾圧したという歴史がある。規制をかけなければならないほど、

だいた。元々今回の研修に参加した動機も、日本の劇場について語るのであれば

ナチス政権は文化芸術の力を恐れていて、文化芸術は人を動かし、考えを変える

可児市文化創造センターは一度は必ず訪れなくてはいけない劇場だと強く感じた

力を持っているということをよく理解していた。歴史的に見ても、
ドイツ社会の中で

からである。結果、いい意味で「劇場」とひとくくりに呼んでいいのか迷う施設であ

の文化芸術の位置付けは、揺るぎないものになっている。

った。地域の人で賑わっていた劇場前の広場や、静かな環境で学生が勉強するこ
また、前述したとおり、
ドイツは多文化な社会をもっているため、文化芸術は大事

を観に市民が劇場へ足を運ぶのではなく、定期的に市民が劇場へ通うシステムが

なコミュニケーションツールとなっている。経済協力開発機構（OECD）が発表した

できおり、
「地域の人の交流の場所」としての機能が目立つ劇場だと感じた。また、

2016年に移住した外国人数のデータベースでは、
ドイツはアメリカに次ぐ世界２

物理的に外との境界線をあまり感じられないロビーや、劇場に入ってすぐインフォ

位となっている 。全人口のかなり大きい割合が移民の背景を持つ住民であるため、

メーションの裏に見える職員用事務所、誰でも使用可能な印刷室や工房など、はっ

文化交流はドイツ社会の中では不可欠なものとなっており、文化芸術の社会的位

きりと「パブリックエリア」と「裏エリア」が分かれていないため、劇場で働く人の

置付けが安定しているのではないだろうか。なお、世界的に見て日本には移民が

顔が施設利用者に見えるのが印象的だった。なお、ハード面だけでなく、ソフト面と

少ないかと言うと、実はそうでもない。同ランキングでは、日本は14位とされてお

しても人々が交流することができる機能がある。地域の住民から寄付されたピアノ

り、年々増加傾向にある。日本もドイツ同様、多文化な社会になっていくにつれ、文

を使い、無料でピアノレッスンを提供したり、毎年ミュージカル、コンテンポラリー

化芸術は社会の「必需品」となり、そもそも文化芸術の必要性について議論するこ

ダンス、演劇などの大型市民参加プロジェクトを実施し、市民に文化芸術のインプ

ともなくなるのではないかと思う。

ットの場としてだけでなく、アウトプットの場も提供している。まさに市民ありきの劇
場であり、シンプルにこれだけ市民想い、市民ファーストである劇場が地域にある
可児市民が少し羨ましく感じた。

今回のあーとま塾の事前課題の内の一つにあった「人間の生活に文化芸術は潤
いをもたらす存在」という言説は、衛館長が語っていたようにあまりにも抽象的で
主観的であるため、政策と制度に結びつけるためにはより明確なエビデンスが必

この１年、新型コロナウイルスにより多くの文化施設は休館や事業縮小を余儀な

要である。今は日本はまだドイツの様になぜ文化芸術を守らなくてはならないのか、

くされ、
「文化芸術は不要不急か」の議論が何度も交わされた年となった。極端な

なぜ公共財として文化芸術が必要なのかの主観的ではない客観的な根拠をはっき

ことを言うと、文化芸術は衣食住の中に入っていない。文化芸術に携わる人はエッ

りと提示はできてないと感じるが、それは時代が変わるにつれいつの間にか明確

センシャルワーカーではないし、健康が保てる最低限の衣服・食事・住処があれば

になっていくのではないだろうか。

人間は死ぬことはない。客観的にみると、文化芸術はどうしても「不要不急」のカ
テゴリーに入ってしまう。そこから抜け出すにはそれなりの根拠が必要である。
文化芸術の社会的位置付けはこのコロナ禍により各国が出した緊急支援策によ
り明確になった。
ドイツのモニカ・グリュッタース文化相は「クリエイティブな人々の

1 モーゲンスタン陽子「ドイツ政府「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要
な の だ 」大 規 模 支 援 」、
『 ニ ュ ー ズ ウ ィ ー ク 日 本 版 』、2 0 2 0 年 3 月 3 0 日 、
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/post-92928̲2.php
（2021年 3 月 15 日アクセス）
2 DECO（2021）,permanent immjgrant inﬂow（indicator）.
aoi:10.1787/304546b6-en（Accessed on 15 March 2021）
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グループ レポート④

コロナにより人が集うこと移動することの制限や自粛要請がなされ、1年が過ぎ
た。マスクをすること、人と触れ合うことを避け距離をとることが日常化された。昨
年は、公民館等で市民の方々が集まり練習したり、絵を描いたりといったサークル
活動や発表ができないことが多く、日々の暮らしの中で人に会うこと、楽しく気力
をもってなにかを生み出し共有する機会が失われた。また、楽しいばかりではない

浅井 健太

︵一財︶こまき市民文化財団
美術コーディネーター

地域の集まりといったコミュニティーの活動では、面倒なことから距離をおく口実
ともなった。
ホモサピエンスが生きのびたのは、家族以外の他者とのコミュニティーをつくっ
たことであるという。現代社会では、地球規模での環境破壊や社会制度等の問題
で＜生きのびる＞ということが、おおげさではなくリアリティーを感じるようになっ
ている。共に豊かに＜生きのびる＞文化・社会の創造。豊かに共に生きのびるため
の他者との関係、コミュニティーを地域や社会でつくっていくこと。これは文化芸術
に関わる仕事としてのみならず、私自身の生活の場での課題である。
経済学者の宇沢弘文氏による「社会的共通資本」(social common capital)の
考えでは、それを構成する３つの要素として自然環境・社会的インフラ・制度資本が
ある。
し繋ぐものであると考えられる。そしてそれらを繋ぐ街の結節点が劇場等の文化拠
点ではないだろうか。
街には、小さな無数の点が拡がりポリフォニー的に点滅し、どこかで繋がり光が呼
応し合う。街という身体、柔らかな呼吸がいき渡るイメージを想像した。
ロジックモデルをつかったグループワークでは、社会課題を設定し、そのために
は、それはどういうことかなどと考えていった先に、はっと「信頼」という一つの言
葉が出た。それは、その言葉を発見したような体験であった。実感を伴ったその言
葉は、その社会的課題を解決するためのプロジェクトの芯となるものとしてその場
で共有されたように感じた。衛館長の話の中で、
「言葉を揃える」ということがでて
きたが、共に行動する上で大切なことであると実感した。プロジェクトを企画・実施
する上で、実感を持った芯となる言葉を掘りあてること、共有することの重要性を
確認した機会であった。
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グループ レポート①

文化芸術事業にたずさわる人たちは、優しい そう感じた２日間である。

ド的立場ならではの苦労や現状を話し合うと、大いに共感が芽生え話に花が咲いた。

今回の「あーとま塾」は、コロナ禍という非常事態下で否応にも変化を求められ
ている文化芸術事業のあり方を、根本から問い直す作業の場となった。そもそもコ

私たちの課題（ロジックモデルで求める、めざす社会の状態）は「コロナ禍で困

ロナ以前より、劇場をはじめとする文化芸術事業は、愛好者がごく少数であるなど、

難を抱えている人たちが、アートに出会ってハッピーになること」としたが、それは、

大きな収益を生み出すのが困難なものであった。
しかし、その社会的必要性を訴え

不登校の子どもたちやその保護者、ＤＶ被害者など、コロナ禍によってさらに孤立

る全国の現場、当事者たちは、これまでもそうした現状と向き合いながら、様々に

を深めている人たちを救いたいというメンバー共通の願いがあったからだ。さらに

視野を広げ経営を維持し、地域に文化芸術の火を灯し続けてきた。この事態に、い

対話を進める中で、救われるべきなのは、彼らだけでなくアクティビティに関わる

よいよその火が吹き消されんとしている。そんな切迫した思いを抱える当事者たち

すべての人たちだと気づいた。コロナによって、アーティストや民間企業、そして他

がアーラに集まり、現在の課題や実践例を紹介しながら意見を交わし、未来への具

ならぬコーディネーターの私たちも、仕事を失うなど大きな困難に見舞われ孤立し

体的な道筋を探った。

ている。

それでは、どのように模索すれば良いのか？
行われた。

ロジックモデルは、対話の道具であるという。導き出される結果と同等に、プロ
セスが重視されるツールだ。ひとつの机を囲んで、課題を共有し、顔を突き合わせ
て ああでもないこうでもない とおしゃべりをする。コロナ禍で不要不急が叫ばれ、

衛塾長からは、コロナ禍の中で何があらわになったのか、文化で誰のために何が

人と人との交流が遮断されている中、かつては当たり前だったこうした出会いや

できるのかを問うこと。常識から脱却し、市場原理で評価されない、社会的共通資

時間と場所の共有が、こんなにも嬉しく実り多いものだというのを私はこれまでに

本であるための価値づくりに取り組む必要性が示された。

なく新鮮に感じた。加えて、私たちの対話が目指したのは「ハッピーになること」だ。
グループの雰囲気は明るく前向きで、笑いがあり、次々とロジックの要素が生まれ

れによる生活不安の軽減によって社会インフラとしての文化芸術の崩壊を防ぎ得

ていった。私の小さなつぶやきも、アイデアが大群となって泳ぎだす一員となった。

ること。コロナ対策はマスメディアが与えている印象と異なり、東洋的アプローチに
より人と人との交流を維持しつつ免疫力と幸福感を高めることが必要と示された。

さて、グループ・ワークの結果、私たちの結論は、先に掲げた課題の表現を「コロ

落合氏からは、フリーランスを支援するArts United Fundの設立経緯につい

ナ禍で困難を抱えている人たちが、アートをきっかけに幸福感を回復すること」と

て、どのように資金調達を実現したか、助成先からどのような声が寄せられたか等、

修正することに行き着いた。まだまだ議論の余地はあるが、アートにしかできない

詳細に報告された。実施した結果、今後芸術関係者には、長期的な非資金的支援

ポジティブな力で、人々が心を許して出会える場を生み出すことが、いまこそ必要

や、アート愛好家以外への価値提供（ex.日本フィルハーモニー交響楽団が資本制

になっている。これは今回、私が「あーとま塾」に感じた魅力と同じといえるかもし

劣後ローンの提供を受ける際、
「芸術性」に加え「社会性」を一層強化するという

れない。

点が評価された）、価値の言語化・データによる明確な説明が求められるとした。
尚、この他に印象的だったのは、ロジックモデル作成にあたり他のグループも、
これらを踏まえ、翌日はグループ・ワークを行った。
３つに分かれた各グループで

ひきこもりの人やその家族、障害者など、弱者を救おうという目標から出発してい

「アフター・コロナで取り組もうとする課題」を決め、今尾氏の指導のもと ロジック

たことだった。文化芸術事業は、生きづらさを抱える全ての人たちにあたたかなまな

モデル を使用して、解決の道筋について対話を深めていった。ここからは、私が

ざしを向けている。それは、収益構造とは異なる価値観から社会を見ることができ

特に、コロナ感染防止対策のうえで断行された「あーとま塾」の醍醐味を感じた部

るからではないか。ここに集っている人々は、自らも困難にあるなかでさえ、優しい。

分である。

グループ・ワークのさなかにこんな話題が出た。コロナ禍は、文化芸術事業の現
場が、多忙の中で日々、いつかやらねば、もっと考えねば、と思っていた具体的な行

まず、私たちグループ「Ｃ」は、主にフリーランスで活動するメンバーで構成され
ていた。アート分野という属性からも、それぞれが個性的な経歴を持っており、ノマ

動を 今こそだ と奮起させるものになったと。危機を契機に、今回の「あーとま塾」
はそんな後押しの場でもあった。
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私は、この新型コロナウイルス感染拡大の渦中にいながら、何かどこか、遠くか
ら傍観しているような気分になることがある。

それは、音楽を聴いて癒されたいとかそういう単純なものではないと思う。コロ
ナ禍においては演奏の動画が次々にアップされたし、テレビやラジオでも多くの音

コロナなどの疫病だけでなく、地球温暖化とか絶滅危惧種、あるいは核兵器、テ

楽番組が放映されたが、やはり生の演奏に触れたいという欲求は枯れない。
「音楽

ロなどについても、頭の片方では危機感を感じながら、もう片方では、自然の摂理

は単なる娯楽とは違うのではないか？」
「本当に音楽は不要不急という位置づけな

かも、と思ったりしている。かつて恐竜が絶滅したように、人間も絶滅に向かってい

のか？」という疑問も沸き起こってきたように感じる。

牟禮 美華子

クレフコンサートマネジメント

るのだなと。
それを、ある番組で、著名演奏家がはっきり言っていた。
とは言うものの、このまま放置しておいた方がいいとは思っていないし、自分が

音楽は果たして人間にとって必要なものなのか？と悶々としている演奏家に対して、

人間として生まれた以上、人間らしく生きたいと思っているし、社会がなるべく健全

「音楽はさ、人と人とをつなぐものだよ。人って一人では生きられないじゃない？」と。

に機能していけばいいなとも思っている。
「人間はコロナに試されている」
と衛館長はおっしゃった。私も自分のできることを探そうと思う。

「社会的共通資本」。
生命維持・幸福感を得るために必要である文化芸術も、その中に入れるべきだと
認知されなければならない。単なる娯楽どまりの活動では、その価値は分かっても

私はフリーランスで音楽事務所の仕事をしつつ、一般企業の社員として旅行関

らえないということだ。

係の仕事をしている。アートも旅行も新型コロナウイルスの影響を大きく受けた業
種に当たり、生活が切迫した状況となっている。
昨年の1月下旬、日本でもコロナの存在が報道されるようになってきた頃、イン

何においても、その価値を知ってもらうということは難しい。特に、フリーランス
という立場で仕事をしていると、それを痛烈に感じる。
今回、あーとま塾で同じグループになった人たちは、フリーランスや、自分で立

日できなくなったから、という理由によるものが多く、あっという間に２月以降のイ

ち上げたNPOで仕事をしている人、これからフリーランスになる立場の人。それ

ンバウンド関連の予約はガラガラになった。その1か月後からは国内でも旅行はも

ぞれに事情は違うが、共通する悩みのひとつに「資金源の確保」があった。

ちろん、結婚式・葬儀など人が集まることについてはほとんどが自粛、私は会社で
の仕事が半分以下になった。
コンサートのような人が集まるイベントも不要不急とされ、東京の小さな会場で
ほんの20人程度で行っていた連続のチャリティ・コンサートも中止となった。

芸術活動のために動いてくれる企業は今、とても少ない。何らかの明らかなメリ
ットを提示しないと、見向きもしてもらえない。
「芸術に理解のある企業のイメー
ジ」ではお金は動かないのだ。
社会包摂を考える時によく使う「言葉をそろえる」。

民間企業は収入が減れば経費を縮小しなければならず、当然ながら人件費も削

それがここでも重要になってくる。

られる。私の給与も通常の6割近くまで落ち込んだ。新卒時代の初任給どころでは
ない金額だ。歩合制の社員はもっと深刻で、通常なら高給取りだがこのような事態

コロナ禍における私の数少ない音楽活動の１つに、アウトリーチ公演がある。継

になると手取りが一桁になる社員も珍しくない。別の収入源や公的な支援を探すこ

続支援金を得て自分たちの活動（コミュニケーション・プログラム）についての紹介

とに誰もが必死となった。

DVDを作ったのだが、それに収録する実例が必要で行ったものだ。
特に音楽には興味がなくて構わないという条件で集まっていただいたオバサマ

自粛に加えて出勤制限やテレワークの導入で、街は静まり返り、音という音が消
え去ったような気持ちになった。

仲間5名と単独での参加1名の、本当に小規模な公演だったが、内容はとても濃い
物となった。終演後のアンケートでは、普段から親しく付き合っている友人の新た
な一面を見た、同じ意見を持つ初対面の人に思わず話しかけた、という意見も見ら

しかし、収入が激減して音楽どころではない、という心境に誰もがなったか、と問
われればそうでもないだろう。

れた。
「人と人をつなぐ」
「関係性に変化を起こす」ことを示すサンプルとして、十二分
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の物ができたと思う。
取材してくれた新聞記者が、
「でもこれ、DVDを見た人が、丸パクリしたらイヤですよね？」。
確かにフリーランスとしては、これが気に入ったならこちらに発注してほしいが、
丸パクリするほど興味を持ってもらえたらそれでもいいと思う。表面だけ丸パクリ

牟禮 美華子

クレフコンサートマネジメント
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しても同じようにはできないだろうし、どこかで行き詰まるだろうから、その時に相
談してもらえたらいいなと。
人と人をつなぐことに価値を見出している企業は多い。ソーシャルディスタンス
の反動なのかもしれない。今や流行語のように「人と人をつなぐ」というキャッチコ
ピーがTVCFやネット上にあふれかえっている。
もしかしたらこれからがチャンスなのかもしれない。人と人をつなぐ事業は。

ナで全社的に大打撃を受けたので、新しい分野の開拓が必要なのだという。
とりあえずそちらにも、
「人と人をつなぐ事業」
（内容は割愛）を提出してみた。新
規事業募集という割には募集期間が短く、アイデアの段階でいいとのことだった
ので、その価値を数値化して提示することまではできていないが、何か反応があれ

劇場とは役割の違いはあるが、私もアフター・コロナに向けて動き出した。
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ばいいなと思う。
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年始早々、勤務先で全社員に向けて、当社の新規事業募集を行っていた。コロ
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「あーとま塾2020」に参加して

きたことに気がついた。

今回、はじめて「あーとま塾」に参加した。新型コロナウィルスによる緊急事態宣

とくに夏に実施した絵本おはなし会やワークショップは、最初の緊急事態宣言に

言発令中での開催、参加者は全員PCR検査、参加者数も少なく恒例の懇親会もな

よる影響（不安、自粛疲れ、コミュニケーション不足等）が少しでも改善し、かつこの

い。講師も含め参加者全員、世界の共通課題となっているコロナと劇場を考える、

状況で自分たちにできることは何か、というところを、協力者とともに考えた。調整

これまでとは違う「特別篇」に参加させていただいた。

することがたくさんあり、いつも長電話だった。その電話で話された「情報や考え、

まったく初めましての方々と同じ空間で学ぶというのは、何ヶ月ぶりだっただろ

気づきの共有」が、コロナ禍においては安心感につながり、次へ進むステップにな

うか。
１年前までは普通だった、同時に発言して会話が成立すること、反応がダイレ

る、それを私は実感した。そこで、このレポートの紙面をお借りして、今年の夏の活

クトに返ってくることに、新鮮さを感じた2日間だった。

動、オンラインワークショップのプロセスを「共有」させていただきたい。

村上 理恵

東京芸術劇場

全体を通して、印象に残っているのは、
１）ロジックモデルの発表で３グループともが生きづらさを抱える人々、特に社会

生活困窮世帯対象の学習支援に参加する小学生6年生と支援ボランティアとの

的な孤立に対して課題と感じていたこと、

ワークショップ

２）
コロナ禍において文化芸術や劇場音楽堂が「社会的共通資本」として機能す
るには、アクテビティを評価する指標として幸福度を取り入れていくという考え、
である。
事前資料で頂いた八木先生の「幸福感と自己決定―日本における実証研究」も、

このワークショップは、東京都内の、ある区による生活困窮世帯の小学生６年生
を対象とした学習支援事業を運営する社会福祉協議会主催のもと実施した。
最初の緊急事態宣言の解除後、6月に連絡があった。演劇ワークショップに興味
を持っている担当者からだった。いま郵送で宿題やプリントのやりとりをしていて

とても興味深かった。幸福感を決定する要因として、健康や人間関係の次に、自己

今年度は一度も会う機会がなく、子どもたちと学習支援ボランティア、職員のコミュ

決定が幸福感に強い影響を与えているという。その点において文化芸術は大きな

ニケーションの場として、夏休みイベントのアイデアをいただけないか、という相

貢献ができる。

談であった。ここで彼女の興味に従い演劇を用いたワークショップを提案したのだ

自身のコロナ禍の活動を振り返る
今回のあーとま塾を通して、ゲスト講師や参加者のコロナ禍での気づきを沢山
聞くことができた。

者からも今回は演劇のワークショップは避けた方がよいという回答があった。非接
触のワークショップには何があるだろう、そこでひとりでも作れるワークショップ
「アマビエモビールつくり」を実施することとなった。

私は、10数年いくつかの公共劇場で職員として働き、3年前にフリーランスとな

7月中旬から感染者数が徐々に増えはじめ、対面ではなく、オンライン開催の検

った。コロナ以前の2019年は、企業のメセナ活動、学校巡回公演、劇団制作など

討が始まった。このワークショップの良さはなんだろう、アーティストと参加者のと

をやっていたが、コロナ後は、これらがほとんどなくなった。形を変えて継続できて

の対話しながら、素材を選び、安全な道具を使い、同じ時間と空間で作り、作品を

いるものもあるが、2020年は、東京芸術劇場の人材育成のプログラムに携わらせ

共有することで、また何か作ってみたいと思うこと、達成感を味わうこと、そして、

ていただきながら、個人の活動としては、音楽療法を取り入れた障がい児を受け入

それをお家に持って帰ることで家族との会話のきっかけが生まれること、これらに

れる放課後等デイサービスへの参加、夏にはステイホームのリフレッシュにと親子

価値を見出していたと思う。だが、オンラインだとどうだろうか。8月に入り、感染拡

を対象とした絵本のおはなし会の企画や生活困窮世帯の小学生とその子どもたち

大のため予定していた会場が使用できなくなり、完全にオンラインの実施となった。

を支援するボランティアを対象とした舞台美術家によるオンラインワークショップ

会場で用意するはずだった材料などは、事前に購入し、子どもたち全員と関係者へ

などを実施した。

郵送した。素材は２種類から選ぶ、対面だともっと用意できたのに。道具はお家に

「あーとま塾」参加者募集のページに「今後予想されるコロナ禍の経済的な影響を
背景とした深刻な社会状況から人々が回復するための『アフター・コロナにおける

あるものを使うことになる、子どもたちは安全に使えるだろうか。オンラインで対話
はスムーズにできるだろうか。退屈しないだろうか。そんな葛藤があった。

劇場の役割』
について、参加者の皆さんとともに模索する機会にしたい」と書かれ

当日、参加者は定員に満たなかった。生活困窮世帯を対象としていることも影響

てある。2020年の個人の活動を振り返ると、この文言にある、
「コロナ禍における

していると考えられるが、オンライン環境（家庭内で使える端末の数、Wiﬁ環境）が

経済的な影響を大きく受け、深刻な状況になっている人々」との活動に取り組んで

整っていないことの理由が多かった。その反面、学習支援のボランティアが、多く
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参加した。ボランティアの方々にとっても、活動が制限されており、学習支援のコミ
ュニティに所属したものの、子どもの顔を見ることのできるはじめての機会で、楽し
みの一つになっていた。
ワークショップ中では、講師やアシスタントが参加者に作成経過を見せてもらっ
たり、モビールにまつわる話、時には音楽を流したり、世間話をするなどした。参加

村上 理恵

東京芸術劇場
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者それぞれの手元が見えない分、参加者自身のペースで作っていた。
アンケートでは、コロナのことを忘れられる時間だった、別の地域活動への参考に
もなる機会にもなったなど、好意的な声を頂いた。また、事前に材料などを送付した
ことで、当日にオンラインで参加できない子どもたちも、自分のペースで作ること
ができ、当日以外にも楽しみの時間を作ることができたようである。
おわりに
になり１年以上経ち、データや取り組み、気づきが蓄積し、そういった蓄積を参考に
しながら前に進む時期なのだろう。
その後、人間の身体的な健康だけでなく、精神面、社会面も含めたすべてにお
いて良好な状態=「ウェルビーイング」の考えに触れた。その考えは、今回の「あー
とま塾」の内容と重なった。つまり、
「あーとま塾2020」で発信していたのは、劇場
その姿をどのような活動や言葉で表現するのか考える場だったのだと、改めて気
付かされた。
今回、参加できてよかったです。大変な状況の中、開催に踏み切ってくださった
可児市文化創造センターalaの皆様、ありがとうございました。
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が「ウェルビーイングを実現する装置として」の可能性を持っていて、この2日間は、
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上記の取り組みは、今から考えると応急処置的であったかもしれない。コロナ禍

人が人を監視する社会

ということを実感しています。

今年一年コロナ禍に、いろんなニュースが飛び交いました。その中で個人的に印
象に残ったものに「コロナ自警団」に関するものがあります。時に公園で、時にスー

学校に行きづらい子たちに「映画館においでよ」とよびかける
コロナ禍のタイミングとほぼ同時期に、私たちは３つのNPOによる協働事業とし

ナンバーの車はないか等々、大人だけでなく、こどもたちの集団においても、人が

て学校に行きにくい・行かない子どもたちの新たな「居場所」として映画館を活用

人を監視し合い、注意し合う現象が起こりました。きっとその多くは各人の 正義

する「孤立を生み出さないための居場所作りの整備〜コミュニティシネマの活用

のもとに行われていたのだと思いますが「あの人があんな行動をしていたからコロ

〜」事業を長野県上田市を拠点に開始しました。フリースクールやこども食堂など、

ナに感染するんだ」と、コロナに感染した人そのものを非難するという状況が生ま

様々な子どもたちの居場所が近年増えつつありますが、もっと気軽に立ち寄れる

れました。本来なら、感染した人を気遣うのが自然なことのはずなのに、なぜか「感

場所が合ったら良いなあということで、映画館を活用する取り組みをはじめました。

恵

法人上田映劇

パーや学校で、人が密になっていないか、マスクを外している人はいないか、県外

直井

法人アイダオ／

染した人が悪い」という感情が生まれてしまった。こういう行動の前提には真相心
理の中に「恐怖」や「不安」といったものがあると思うのですが、他者に対するこう

半年続けてきて中で感じる変化として、課題を抱えていた親子が同じ映画を観

した断絶は、コロナウイルスそのものよりも恐ろしい現象だったのではないかと感

たあとに、その帰りの道中でいつもよりたくさん会話ができた、とか、
「面談」とい

じています。

う場ではなかなか会うことができなかった生徒とソーシャルワーカーが映画館で初
めて面会することができた、とか、そんな事例の報告を受けるようになりました。と

分断を癒す
また「同調圧力」や「忖度」といったこともまた、この数年とても多くの機会に目
にした言葉です。この二つが揃うと、先ほどの「コロナ自警団」がより機能を発揮し

てもとても小さな変化かもしれませんが、映画鑑賞体験を経て、母親や支援者とい
った他者をもう一度信じてみよう、と思えるようになった。つながりなおすきっかけ
として、映画館または映画が触媒になることができたのではないかと感じています。

やすい状況が生まれます。自分自身の安心安全を守るためにはみんなと足並みを
まだまだ始まったばかりの取り組みですが、今回の衛館長や、八木先生のお話を
聞きながら、とても強い後押しをいただいた気持ちです。また今回のあーとま塾で、

しかしそもそも、その「私」という前提が揺らいでいる場合には、他者との関係を

本当に多くの方とまた出会うことができました。引き続き、みなさまと情報交換して

遮断してきたことで、結果的により孤立しやすい社会を自分たちの手で作り出して

いきながら、常に問いを立てながら、芸術文化だからこそできることを模索してい

しまうような気がします。物理的に人との「密」を避けるだけでなく、知らないうちに

きたいと感じています。

心のつながりまで分断してきてしまった。それがこの国が抱える孤立なのではない
か、と感じています。
芸術文化の役割
自己肯定感を得るには「誰か」が必要／依存しあえる関係を多様に持つこと／
その触媒となりうるのは「芸術文化」や「劇場」ではないか
今回のあーとま塾に参加して、とても印象に残ったフレーズです。
他者を信じて、もう一度つながりなおすという面において「劇場」や「芸術文化」
が表現するものに可能性を感じています。それは例えば「映画は世界を映し出す
窓であり、解釈は正解も不正解もない、多様な価値観を私たちに提示してくれる」
という映画が持つ 多様性を前提とした 鑑賞体験にもつながるのですが、そうし
た意味で、映画館や映画というのは、自分と他者をつなぎなおす触媒になれるのだ

２日間、ありがとうございました。
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揃えることが大切で、異なる意見や行動はなかなか受け入れられない。私とあなた
は違うのだと境界線を引くことで、自分の安全性を確保しているのかもしれません。

﹁あーとま塾

﹁あーとま塾
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﹁あーとま塾２０２０特別編﹂に参加して
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にも短期集中型のパイロット事業であった。
だが、そのアプライを決断する過程で、ここまで1年間近い自粛期間を過ごした

「緊急事態宣言発令下の岐阜県可児市において、宿泊を伴う
『あーとま塾』の〈オ
フライン〉開講は、果たして是か非か。」

私たちとしては、できれば〈対面〉がもたらす効果の可能性（共創性の発現・免疫力
の向上etc.）に最大の信頼を置いた形でコミュニケーション・ワークショップを実施
したいという願望が強くあった。また、そのような効果を確信するためのエビデン

この〈問い〉には、選択肢となり得るいくつかの前例やガイドラインが存在した。

スづくりに貢献したいとの思いもあった時期を一にしていた『あーとま塾』実施可
否の検討も並行して〈少人数・オフライン〉開講を前提に内容を考え始めることに

①自粛要請に沿って〈開催中止〉とし、来年度に持ち越しとする

なったのが、昨年の12月上旬であったと記憶している。

②宿泊・夜間飲食等を伴わない〈1日のみ〉のレクチャー開講とする
③誰でもどこからでも繋がれる〈オンライン〉開講（または併用）
とする

私たちが文化庁に向けて案出した取り組みは、同事業の本丸である「デジタル・

係長

プラットフォームを活用したオンライン配信による課金（＝第2の入場料収入）」と
は異なるコンセプトの提案で、
「文化芸術の持つ力を活かした〈社会的処方箋活

れでもなく、講師・スタッフおよび参加者全員のPCR検査受診を前提とした〈少人

動〉によるパートナーシップ（＝活動支援者による寄付の構造）」というこれまでala

数・オフライン〉開講であった。結果として、開講に関する情報発信は、可児市域で

が推進してきた『まち元気プロジェクト』のコミュニティ・プログラムとその人的資産

の広報とalaホームページ上、Facebook等SNSを通じた最小限の範囲となり、過

を編み直す内容の取り組みであった。
（詳しくはAグループ・江藤慎介氏の研修レ

去の受講者から「情報が得られなかった」との苦言も多々いただいた。また、ゼミの

ポートをご参照いただきたい。）

関係者から一人の感染者も出さずに終えることができた今となっても、これが本当
に〈正しい選択〉であったかどうかについて私たちが客観的に判断する基準を持っ

提案の採択が決定した1月中旬、衛館長とともに講師を依頼していた同志社大

ておらず（PCR検査は判断材料としてはかなり曖昧なため）、感染者ゼロについて

学の八木匡教授とケイスリー株式会社の落合千華氏とのオンライン・ミーティング

は「結果オーライ」としか言えないだろうという思いもある。

を開催。
「アフター・コロナにおける劇場の役割」というテーマに沿って、経済政策
的な観点からのパンデミックへの対応策やアーティストおよびその活動を支援する

ただし、
〈問い〉に向かい合った時間の中で、その決断に際して一つ確信してい
ることがある。

ファンドの在り方について専門的かつ実践的なレクチャーをお願いした。お二方に
よる最新の知見が盛り込まれたレクチャーとトークセッションは、私たち文化芸術
関係者の置かれた〈現在地〉とこれから向かうべき〈目的地〉への確かな見取り図

私たちalaスタッフが、
『あーとま塾』の〈少人数・オフライン〉開講へはっきりと傾

を示してくださった。本当に心から感謝を申し上げたい。

いたのは、昨年11月末、文化庁が公募を開始した令和2年度「文化芸術収益力強
化事業（公募３）」の公募要領に目を通した後であった。

今回、テーマに「ウィズ・コロナ」を謳わず「アフター・コロナ」としたのは、前者に

同事業の公募１・２では、動画配信・体験コンテンツ・VR活用など「インターネット

は「有事（緊急支援）」、後者には「平時（本来あるべき日常からの備え）」という

配信」による需要喚起と収益力強化を重点的に推進（予算規模：約57億円）
してい

ニュアンスを込めたかったという思いからでもあった。
しかし昨今の状況から、コロ

るかに見えた文化庁からの、何とも補欠的な「インターネット配信以外の手法等」

ナ禍（有事）が今後「平時化」していく可能性が高いとすれば、
「アフター・コロナ」

による公募３の企画提案募集（予算規模：約2億円）。
しかも、その時点で私たちが

とは、
「有事を包含する平時」という〈新しくも困難なフェイズ〉を象徴する時代の

参加表明するまでに検討を許された時間は12日間（その後11日間で提案書提出

呼び名になっていくのかも知れないと感じる今日この頃である。

期限、1月上旬に採択結果、契約後3月末までに事業完了）という、事業の趣旨に
ある「文化芸術団体等の事業構造の抜本的改革を促し、活動の持続可能性を高め

最後にお世話になった衛館長へ。

係長

『あーとま塾』
としての決断（答え）は、本報告書内で前述した通り①〜③のいず

可児市文化創造センター 顧客コミュニケーション室

はこうだった。

るため」の野心的かつ費用対効果の検証に耐えうる施策を立ち上げるには、あまり

おわりに 栗田 康弘

可児市文化創造センター 顧客コミュニケーション室

﹁答えなき︿問い﹀
に向かい合う︑︿声なき声﹀
に耳を傾ける﹂

おわりに

栗田 康弘

今回、私たち顧客コミュニケーション室の面々に突きつけられた最初の〈問い〉

その「声」と答えなき「問い」は、私には相似のもののように思えてなりません。
私たちは皆、もう既に日々、答えなき〈問い〉、
〈声なき声〉の前にたたずんでいる
のかも知れませんが、おそらくそれらは〈共通言語〉とならなければ、私たちは受け
取ることも、答えることもできないでしょう。
うまく言えませんが、聞き取れるようになること、そしてそれらに応答できるよう
になること、そうした〈対話的なコンテクスト〉の獲得にこそ、文化芸術の原点があ
るのだろうと私は考えています。
ですから、言葉とは〈ある〉もの、
〈習得する〉ものではなく、
〈共に創る〉ものであ

係長

るという前提に立って、
『あーとま塾』は来年度も引き続き、衛紀生さんに薫陶をい
劇場が社会に「変化」をもたらし、人々の幸福度を高める「社会的共通資本」と誰
からも認知される日を目指して、皆さんと共に進んで行けたらと思っています。
今回参加してくださった皆さん、万難を排してのご参加と早々の研修レポート提
出ありがとうございました。
残念ながら、ご参加いただけなかった皆さんも、一年間それぞれの現場にて実
践の日々、本当にご苦労様でした。
今度こそ最後の最後、皆さんの思いを代弁して一言。
衛さん、お疲れさまでした。
とはいえ、私たちの『旅』
はまだまだ始まったばかりです。

係長

ただき、丁々発止議論を戦わせながら実践（社会的処方箋）を積み重ねることで、

可児市文化創造センター 顧客コミュニケーション室

可児市文化創造センター 顧客コミュニケーション室

う、繰り返し、繰り返し、呼びかけてきました。

おわりに 栗田 康弘

栗田 康弘
衛館長は『あーとま塾』での4年間、私たちに「人々の〈声なき声〉に耳を傾ける」よ
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