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文化・アート・他者と協働すること 

 

皆さんの助成プロジェクトはそれぞれ「コミュニ

ティアート」「有機農業」「伝統野菜」「自然エネ

ルギー」と、取り組む活動のテーマは異なるも

のの、いずれも私たちが暮らすアジアの中で

重要な課題と言えると思います。 

 

「技術は単体で入っていくものではな

い。その土地の人たちの価値観や文化

とセットで根づいていく」 

 

http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D17-N-0256
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D17-N-0280
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D17-N-0107
http://toyotafound.force.com/psearch/JoseiDetail?name=D14-N-0064


小川 

今回参加した皆さんのプロジェクトに共通

したキーワードとして「文化」が挙げられる

と思います。渡辺さんたちは、特に「双方向

性」を取り上げ、コミュニティアートを通じ

て、違いを乗り越えていく試みです。 

北川さんたちが取り組む有機農業というの

も、文化と関係が出てくるのではないです

か。個々の社会の文化的状況をよく知るこ

とが必要で、今後の展開を考えると、文化が

ひとつのブレイクスルーになる気がします。 

内山さんたちの日中韓での伝統野菜のプロ

ジェクトでは、好きという気持ちと共感を

作っていくことが重要でしょう。 

藤本さんの小水力発電のプロジェクトは技

術の話に聞こえますが、その背景にあるの

は地域の思想や価値観ですね。日本が学ぶ、

あるいは協力して一緒に行う、という点は、

日本が一方的に支援する、というこれまで

のステレオタイプと違い、興味深いもので

す。 

 

藤本 

私が助成を受けたのは 2014 年度でしたの

で、いまの国際助成の枠組みとは少し異な

りますが、バンドンの人たちと交流し、彼ら

の小水力発電の取り組みを宮崎県の五ヶ瀬

町でもできるように、というのが、トヨタ財

団のプロジェクトでした。 

バンドンへの技術移転は 1990 年代からド

イツが行ったものですが、ある一つのタイ

プのものしかが残りませんでした。それに

はいろいろな理由があったと思いますが、

一つ言えることは、技術は単体で入ってい

くものではなく、生活のニーズと、その土地

の人たちの考え方や文化、風土といったも

のとセットで根づいていく、とうことでは

ないでしょうか。 

 

門脇 

私は様々な人たちとアート活動を行ってい

ます。表現活動は、何か面白いことを、何ら

かのかたちに加工し、マスコミに消費され

るものではないかたちで人に伝えられる、

ということです。名づけることは難しいの

ですが、その在り方が創造的であるならば、

それがアートだと思います。「人に伝わる」

ことはエネルギーになります。それができ

る場を作り、その場に誰かが入る、というこ

とがアートだと思ったのですね。 

毎月一度、あすと長町の復興住宅で行って

いる「おしるこカフェ」も、極論すればみん

なで料理を作って食べているだけなのです

が、これもアート活動。お母さんたちが知恵

を結集し創造的な場が生まれていると言え

るのではないでしょうか。 

 

 

 

北川 

有機農業に対する意識はそれぞれの国で違

いますが、どこかで共通の課題が浮かび上

がってきます。対話と交流でそのプロセス

を共有して、一緒に考えるコミュニティが

生まれる、というところをサポートするの



がトヨタ財団国際助成プログラムだと思い

ます。 

課題解決は個別にやったほうが早い、とい

うこともあるかもしれませんが、一緒に考

える、ということが、引き出しを多くすると

いう意味で、彼らにとっていいことだと思

っています。 

 

小川 

「交流」を考えたときに、生身の人間が直接

行き来するのではなく、スカイプ等を通じ

てでもできる、という意見もありますが、皆

さんはいかがですか。 

 

渡辺 

もちろん直接の交流がいいと思いますが、

中学生・高校生くらいになれば実際に行け

ても、小さい子どもたちは行くことが難し

かったりします。資金の問題もありますし、

例えば紛争地など、それができない場所も

あります。これらを組み合わせて行う、とい

うのが一番よいでしょう。例えば、一度行っ

たあと、その後もスカイプでやり取りする、

というやり方もあります。 

 

森 

正面で向き合うことに恐怖感があるという

人もいます。子どもであれば、クラスメイト

など大勢の人たちと一緒に、画面の向こう

の人たちと喋るほうが、気が楽でいいかも

しれません。スカイプで話したあとに、お互

いの国のことをもっと知りたい、という意

見が出てきます。交流すると、遠く離れたと

ころにいても、近いと思えるんですね。こう

した交流を経験した若い人たちが、将来、本

当に日本に行ったりすることがあればよい

かな、と思います。 

 

 

 

「思ってもみなかったこと」が起こるのが

プロジェクト 

 

プロジェクト開始前には予想してなかったこと

や、困難にぶつかったことなどはありますか？ 

 

「『つなぐ人』を見つけ、育てることが

重要」 

 

藤本 

思ってもみなかったことが起こったのがト

ヨタ財団の助成を得たプロジェクトでした。

五ヶ瀬町の木工や土木に携わる職人にも、

実際にインドネシアに行ってもらったんで

すね。そこで現地の職人たちと一緒に木を

切り、水車をつくり、電気を起こした。衝撃

的な経験だったらしいです。そうした刺激

による新しい発見が、このプロジェクトに

はありました。 

技術は一足飛びには発展しないんです。自

分たちで試行錯誤して、自分たちができる

ことから始め、自分たちのところに合った

ものが残り、成長していく。何よりもまず

は、自分たちでやってみる、ということが必

要でした。 



五ヶ瀬町の職人たちは、インドネシアで学

んだことを活かして、帰国後に自分たちの

町で手に入る材料で小水力発電に必要な機

材を作り、実際に発電し、いまは九州各地の

学校へ技術を伝えに行っています。 

 

企画書に書いたことをスケジュール通りにつ

つがなくできました、というより、思ってもみな

かったことが起こった、ということのほうが面白

いし、財団側としても嬉しいですね。 

そうした体験をポジティブに評価すべく、国際

助成プログラムでは、プロジェクト全体の報告

書に加えて、メンバーが個々に自由度の高い

記述式で作成いただく「変化の記録」という書

類も半年ごとに提出していただいています。 

 

渡辺 

困難と言えば、資金の問題の他、人が続いて

いかない、という問題もあります。我々はず

っとアチェに留まってくれるであろう人に

絞って担い手を作っていこう、と取り組ん

でいますが、日本に招聘してたくさんのこ

とを学んだ青年が、優秀であるがゆえに、次

のステップで海外などに行ってしまうこと

もあります。そうすると担い手が一時的と

は言え不在になってしまう。 

ただ、アチェ人は、自分の故郷をとても大事

に思っていて、海外に出てもいずれ戻りた

いと思っているんですね。そのときにまた

一緒に何かしたいな、とは思いますが。 

 

北川 

私たちのプロジェクトでは、各国リーダー

がかなりコミットしてくれているので、幸

いそこにブレはないですね。担い手に関し

ては、サブのメンバーが変わっていく、とい

うことはありますが。 

 

藤本 

代表者の下に若いメンバーが入って事務局

を担って頂けました。プロジェクトが始ま

る頃に地元の五ヶ瀬町に U ターンされた方

で、英語も得意だったんです。また唯一タバ

コが吸えた日本側のメンバーだったので、

インドネシアの村人たちとタバコ仲間にな

って距離を縮められるという意味でも貴重

でした。インドネシアでは、男性はタバコを

吸えればすぐに打ち解けられます。彼の名

前だけはすぐに覚えられていました（笑） 

 

小川 

話を聞いていて感じたのは、「つなぐ人」の

役割。その候補生を見つけ、育てることの重

要性です。一方、そういった人たちとの付き

合い方で難しい点もあります。特定の人と

のあいだで関係がマンネリ化してしまうこ

とや、その社会のなかの人間関係などを変

えてしまう危険性もあります。関わり方や

距離感を考えないといけません。 

 

門脇 

優秀な人の流出というのは、高齢化や過疎

化といった、日本全体にとっての課題とも

関連していますね。ここ（アート・インクル

ージョン）でやっていることは、震災復興の

一環でもありますが、そうした課題にここ

での知見が活かされる、つまり課題は違っ

ても、知見が共有されるということに重要

性があるのではと思います。 

かつて、日本各地のアート関係者への助成

を受けた人たちが、年に３回必ず集まって

会議をしていたことがあります。ひとつひ



とつは独立したアートプロジェクトでした

が、まさにお互いの経験を共有する場でし

た。この助成プログラムは終わってしまい

ましたが、そこで生まれたつながりは継続

しています。 

 

 

 

小川 

各助成の分野は違うけれど、全体的には、目

指しているところは同じである、という人

たちはたくさんいます。それをつなぐとい

うのは、財団のひとつの役割ですね。 

そのために、短期的な成果や数値化を求め

る基金や財団が多いなかで、日本を代表す

る企業財団であるトヨタ財団には、長期的

な、すぐには目に見えないものに対してお

金を出し続ける、ということをしっかりと

続けて欲しいですね 

 

中川 

違いのなかから生まれる共感は大切だと思

っています。理事として関わっている地球

対話ラボは、離れている人たちとどのよう

にコミュニケーションをとるか、という点

に力を入れています。 

アートでいえば、展覧会の来場者などは数

字にできますが、対話や人との交流での生

の体験をすぐに数値化することはできませ

ん。一人一人のなかの国や分野の違いのな

かで、結び付いて、学びあい、それぞれの人

のなかに残っていくことの価値をどう捉え

るか、ということを考えたいです。 

 

北川 

あるコミュニティで、何が起こるかはわか

らない、という状況にお金を出してもらえ

るのはありがたいです。事業化するかどう

かを決める前に、やってみたいことをやっ

てみることができる機会になっています。 

一方で、助成金をもらえて初めてプログラ

ムが動く状況であることは事実です。結果

がすぐに見えるものにお金を出したい、と

いう人たちに、どうやってお金をつけてい

ただけるかを考えて、もう少し長期的なプ

ランをも持ってやっていくことが重要です

ね。もっといろいろな人を巻き込みたいと

思っても、資金面で呼べないことがあるの

で。 

 

内山 

プロジェクトを通じてどういう問題を解決

するのか、という点がよく注目されますが、

同時にある種の価値を見出していく、作っ

ていくというのが大切だと思います。ただ、

まだその重要性が認識されてないというの

が今の課題ですね。 

我々のプロジェクトは課題解決型でありつ

つ、かつ価値創造型でもありますが、まだ先

が見えていない状況を含めて、不確かな状

況だが長期的なビジョンを持っている、と

いうところを支援してもらえるのがトヨタ

財団の助成だと思います。研究への支援、例

えば科研費だと、ある学術分野への貢献を

問われます。また、ある程度成果が出ている



ものに対してお金がつきます。 

 

他方、科研費も、挑戦的萌芽研究といった面

白い枠組みができたり、民間のような柔軟な

支援も行っている印象があります。 

 

内山 

とはいえ、自分が目を向けてないもの、考え

てもいなかったものに目を向けられる、と

いうのは、科研費での研究ではなかなか難

しいかもしれませんね。 

 

 

 

PO とのコミュニケーション 

 

トヨタ財団の国際助成プログラムでは、応募に

先立って事前相談をお勧めする旨を募集要項

にも明記しています。この対話プログラムに参

加していただいた皆さんのプロジェクトも、事

前相談を受け、何らかのサジェスチョンをしま

した。 

 

渡辺 

わたしたちの場合は、募集要項を見て、ひと

まず財団に相談に行ってみようか、という

ことになりました。そこで、他の財団等と比

べても、最も具体的なサジェスチョンをい

ただけた。良い点も悪い点も率直に言って

いただけたことがありがたかったです。少

し怖かったですが（笑） 

他方、なぜ我々の提案が通ったのか、という

点はいまだにわかりません。選考の際のポ

イントや点数のようなものがあれば、次に

他の財団へ応募する際に参考になるので、

教えていただけると嬉しいのですが。 

 

 

各財団の各プログラムによって重視される点

は異なりますし、選考には委員の個性や考え

方が大きく影響します。 

トヨタ財団のそのときの選考委員がいいと思っ

ても、他財団でよい評価になるとは限りません。

ただ採択されている以上、その年の募集要項

の趣旨に合っていたということは言えます。 

 

小川 

経験から言うと、選考というのは客観的に

見えて実はとても主観的なものです。人に

よって点数が代わるし、委員の間での議論

によって、その主観すらも変わっていきま

す。 

他に誰も推さなくて、一人の委員だけが強

烈に推したものが、結果的にとても良いプ

ロジェクトに化けたりすることもあります

ね。 

 

藤本 

財団側の質問や要請に素直に答えていく、

ということが何より重要だと思います。企

画書の質問項目に、まさに助成側が知りた

い項目が書いてあるわけですから。そして、

採択後もコミュニケーションを取り、フィ

ードバック等のやり取りを面白がってもら

えるような関係でいることが大切ではない



でしょうか。 

ちなみに、我々が助成をいただいたプロジ

ェクトでは、もともと 1 年とか２年といっ

た短期的なインパクトは重視せず、今後に

つながるような仕掛けを作る、ということ

をさせてもらいましたが、たとえ 20～30 年

の長期スパンで考えているプロジェクトで

も、申請書には短期で目に見える成果も書

くよう心掛けました。それが全くないプロ

ジェクトは、やはり魅力的には映らないで

しょう。 

 

財団担当者は、国際助成の枠組みで今どの

ようなものが求められているのか毎年調査

を行い、プログラムを少しずつ変えていま

すし、何年かに一度はがらりと変わります。

応募を検討している方々にはぜひ遠慮なく

担当者とコミュニケーションを取っていた

だきたいと思います。 

 

共感の場づくりに向けて 

 

今回のダイアログでは、敢えて異なる分野の

方々にお集まりいただきました。 

 

「新しい見方、レンズを得られた気が

します。」 

 

中川 

この対話プログラムでの現場訪問や、それ

ぞれ違うプロジェクトを実施している皆さ

んの話を聞いて、同じように感じることも

あれば、異なる点を知って自分の視点がず

れていくこと、そしてそこから生まれるこ

とがあると思いました。 

 

北川 

前職でメディアにいたときに震災後の仙台

に来ました。その時とどれほど変わったか、

というのを客観的に見ただけでなく、アチ

ェの方々とも地震や津波、そこから復興に

関して異なる点や共通点を話し、共感でき

たことが今回とても印象的でした。同じト

ヨタ財団からの助成を受けながら、皆さん

それぞれ違うプロジェクトをやっています

が、先にプロジェクトを終えた方々からの

話も聞き、自分たちのプロジェクトの展望

も見えてきた気がします。 

 

内山 

この対話プログラムに参加する前は想像で

きなかったんですが、自分とバックグラウ

ンドが違う人たちと経験を共有して、自分

がこれまで目を向けてこなかったものに目

が向けられたと思います。自分のプロジェ

クトに対しても、新しい見方、レンズを得ら

れた気がします。他のメンバーともこの経

験を共有したいと思います。 

 

藤本 

門脇さんが行っている障害を持つ方とのア

ート活動に参加していたときに、お互いに

信頼される仲間であるという環境は、とて

もありがたい豊かな空間だと感じました。

対話は、窮屈にしてしまうと正義の議論に

なりがちですが、多様な人がいて、それに参

加できない人たちもいます。対話と同時に

想像力を、育み共有することで、こんなに豊

かな場が立ち現れるのかと感動しました。 

 



 

 

小川 

共感のネットワークのようなもので地域同

士がつながっていける、ということを再確

信しました。いまシャリーアを取り入れよ

うとしているようなインドネシアから、今

回の３人が来てくれて、この場を共にして

くれたことはとてもよかったです。 

世界の足並みが揃わず、保護主義の流れが

あるなかで、いま日本が国際協調について

どんな役割が果たせるかという、とても大

切な時期にあります。この大切な時期にあ

って、ひとつの日本の顔だからこそ、トヨタ

財団には国際協調を後退させない明確なメ

ッセージを出していただきたいと感じてい

ます。 

それから、トヨタ財団は助成した側から親

しみを持たれていると感じました。これも

プログラムオフィサーとの間のコミュニケ

ーションによるものでしょうが、この関係

はお互いにもう少し活用できそうですね。 

 

助成対象者の方々とは随時コミュニケーショ

ンを行い、プロジェクトでフィールドワークやシ

ンポジウムがあるときはできるだけ足を運ぶ

ようにしています。 

また贈呈式の翌日に、全助成対象者にお越し

いただいてワークショップを実施したり、

Facebook で年度ごとに助成対象者専用のグ

ループページ作ったりはしています。年度をま

たいだ助成対象者の交流は今後の課題です

ね。 

 

藤本 

トヨタ財団に限らず、資金の出し手の方々

には、プロジェクトの終了後も、どうなって

いるかを気にかけてもらいたいという思い

を持っています。かつていただいた助成が

元になって、今こんな変化が生まれている、

ということをプロジェクト側は伝えたいの

です。その意味で、助成が終了して何年も経

ってから、今回のような機会に声をかけて

もらえたことは、とても嬉しかったです。食

事の場ひとつを共有することでもいいかも

しれません。テーマを抱えて動いている人

が集えば、その場で新しいアイデアが出て、

参加して、新しいプロジェクトが動いてい

く、ということもあるでしょう。 

 

今回の対話を通してトヨタ財団もよいフィ

ードバックをいただけました。こうした助

成を受けた方々同士のつながりを作る取り

組みを継続的に作っていければと思ってい

ます。ありがとうございました。 


