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nl/minato は、2017 年 3 月から始まった、港区を舞台にした学びのプ
ログラムです。2018年度も SHIBAURA HOUSE を拠点に、「Inclusive 

Society（共生社会）」 をテーマに、年間を通して視察やイベントを実施。
オランダの事例を軸にしながら、日本の状況や課題について学び、対話
を通して理解を深めることを目的としました。プロジェクトメンバーが、
定期的に勉強会や茶話会を開催し、議論しながらリサーチ内容を共有、
振り返りを行うなど、参加者・運営者がともに学び合う場を設けました。

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

nl/minato（エヌエル・ミナト）は社会的、政治的、文化的な視

点を通して対話をする、新しい学びのプラットフォーム。オラン

ダ王国大使館とSHIBAURA HOUSE、そして地域のさまざま

な団体が協働してイベントを連続的に開催し、オランダにおける

先進的かつユニークな取り組みを例に、日本国内や世界の状況

について対話することが狙いです。港区エリアに拠点を置く行政

や企業、学校、NPO、そして個人同士がゆるやかに連携するこ

とで、参加者や視点の多様性を育むことも視野に入れています。

nl/minato＝
the Netherlands（オランダ）と
Minato（港区と近隣エリア）を
対話でつなぐプラットフォーム。

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

Dialogue

オランダを始めとした
世界の公共政策を参考に、
国内の状況について対話を
重ねる1年ごとのプログラム。

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

Reference

リアルな一次情報に
触れることを目的として、
オランダを視察。

Visiting the Netherlands to 
see and obtain real direct 
knowledge.

Locations

About

B
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Open discussion

This format uses shared basic 
information to create a dialogue.

対話のきっかけとする。

Expert perspective

Sharing specialized knowledge.

より専門的な知識を共有する。

Creative perspective

It reflects the viewpoints of creative 
professionals.

クリエイター、アーティストなどの
視点から考察する。

The aim is to keep the participants’ viewpoints open by addressing each theme from three perspectives.

参加者や価値観が限定されないように、3つのパースペクティブから捉える。

LGBT/
Gender Media

Sports

Inclusive 
Society

About nl/minato About nl/minato
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What 
does an 
inclusive 
society 
look like?

2018年度は市民からプロジェクトメンバを公募し、
異なる背景・興味関心を持つ人が集まりました。
一部のメンバーが実際にオランダへ渡航し、
テーマに関連する団体の視察とともに
ワークショップを行いました。
オランダの文化や市民との交流を通して、
よりリアリティを持ちながら国内外の状況を分析し、
帰国後に、現地で得たアイディアや
考え方をベースにしながら、日本での課題に対して
実際に発信するイベントを展開しました。

共
生
社
会
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
?

Annual Plan

オリエンテーション

May
15, 20, 24 

第1回ミーテイング

June
16 

渡航メンバーミーティング

July
29 

オランダ渡航

September
1 – 8 

イベント：team haring

November
3

イベント：team ume-san

December
22

イベント：team heineken

17

オランダ渡航報告会

29

安部 良
Ryo Abe

建築家／一級建築士事務所
安部良アトリエ代表。全国
で地域活性の舞台となる場
の設計を手がけている。

岸田祐佳
Yuka Kishida

大学院で英詩を研究。女性
誌編集、新聞社勤務などを
経てwebメディアの編集
者に。猫が好き。

本田ひかり
Hikari Honda

下関市立大学卒。大学時代
にジェンダー関連に興味を
持ち、nl/minatoに参加。

伊藤 望
Nozomi Ito

学生時代にオランダの大学
への交換留学を経験。現在
は会社員としてオーストラ
リアのシドニーに駐在。

金 儒振
Yujin Kim

もともと「オランダ」と
「ジェンダー」に興味をもっ
ていたので、nl/minatoに
参加。充実した 6カ月間を
過ごす。

真下 麗
Rei Mashita

幼少期にオランダに住んで
いたため、オランダ大好き。
今は都内在住の会社員。

梅木慎一郎
Shinichiro Umeki

元・児童養護施設職員。現
在、働きながら通信制大学
にて社会福祉学を専攻。

笹原風花
Fuka Sasahara

SHIBAURA HOUSEの近
隣に暮らす、フリーランス
のライター・編集者。2児
の母。

元行まみ
Mami Motoyuki

nl/minato を 運 営 す る
SHIBAURA HOUSE ス
タッフ。メンバーと一緒に
学びながらコミュニティス
ペースだからこそできる学
びの形を模索中。

小田由美香
Yumika Oda

福祉の現場を経て、現在は
webメディア編集者。「誰
も引け目を感じなくてすむ
社会」の実現を夢見て、日々
学び中。

田代奈央
Nao Tashiro

社会人 3年目。大学に在学
中、ジェンダーについて個
人的に学ぶなかでオランダ
に興味を持ち、1年間留学。

本吉亮介
Ryosuke Motoyoshi

IT企業勤務。会社での「無
意識の偏見」という研修で
「LGBT」に対する会社の
アライ活動を知り、3年前
より参加。

加藤賢治
Kenji Kato

ゲームメディア運営会社経
営。学習や社会問題の解決
を意図したシリアスゲーム
に興味がある。

中島 潤
Jun Nakajima

武蔵大学大学院にて社会学
を専攻。教育現場を中心に、
「多様な性」をテーマとし
た発信活動をしている。

ナオコ
Naoko

米国カリフォルニア州出
身。自立心をもって他者と
主体的に関わりながら社会
に参与する人で溢れる世界
が見たい！

nl/minato 2018 Project Member

2018
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３つのチームに分かれて、活動の最後に
どういったイベントをするのか、
そのイベントに向けた準備や役割分担、
オランダへの渡航で調査したいことなど
話し合いました。またslackを導入して
オンライン上でも情報共有をしました。

Research 
 Trip 
in the
Nether-
lands

1 – 8 September

リ
サ
ー
チ
の
旅
、

オ
ラ
ン
ダ
へ
。

LGBTとジェンダー問題について
教育や政治の視点から考える

haring
 
伊藤 望
金 儒振
田代奈央 
本田ひかり
本吉亮介

実施日：2018年7月1日、7月19日、7月25日、7月30日、8月6日、8月22日、9月13日、10月3日、10月9日、10月15日、
10月19日、10月27日、10月31日、11月7日、11月20日、2019年1月19日

セクハラや LGBT、性役割など、各々興味のあるトピックには
違えど、共通項として「ジェンダーに関して興味がある」という
人たちが集まりました。メンバー間で気になったメディアを参照
しながら知識を共有。渡蘭後のイベントでは、普段社会から当て
はめられるステレオタイプに疑問を投げかけ、多様な生き方につ
いて参加者とともに考えました。また、昨年港区で採択された「同
性パートナーシップの公的認証」について港区議会委員へのアン
ケートを行い、政治的なアプローチも試みました。

Team

オランダでの家族と
社会のあり方について考える

heineken
笹原風花
ナオコ

実施日：2018年6月27日、7月11日、8月8日、8月20日、8月28日、9月25日、10月10日、10月16日、11月13日

オランダと日本における家族観や教育方法の違いについて、どん
な社会背景や文化的差異があるのか、「個」を尊重してお互いに幸
せになる社会をつくるためには、どんな要素が必要かを考えまし
た。国内では映画や文献を参照しながら、オランダではさまざま
な形態の家族へのインタビューを通して、個人と社会との関係性
の違いを分析。渡蘭後は哲学対話を企画し、自分らしさにまつわ
る体験を自他共に共有し、最終的にアート作品にまとめました。

Team

いろいろな人が参加できる
nl/minatoのメディアをつくる

ume-san
梅木慎一郎
小田由美香
加藤賢治
岸田祐佳
真下 麗

実施日：2018年6月23日、6月30日、7月10日、7月27日、8月4日、8月19日、8月25日、9月17日、8月26日、10月13日、
10月22日、10月24日、11月10日、11月24日、12月8日、12月14日

自身でメディアを運営したり、社会課題に対して知りたい／活動し
てみたい人が気軽に発信できる場づくりに興味がある人で集まり
ました。SNSやお茶会を通して、既存の方法とは少し違った方法で
人を巻き込む方法を試みました。自己を主張しつつ相手の主張を
尊重することが「共生社会」の根幹にあることをオランダから学び、
イベントでは困難を抱えている人への支援へと繋げていくために、
心理的な境界や距離感を緩めて一歩踏み出す仕組みを考えました。

Team

Team Meeting Research Trip in the Netherlands
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 「違い」は
 「新しいアイディア」
の源だ！
小田由美香

憧れのオランダ・アムステルダムへ
　9月 1日、スキポール空港行きの飛行機に、修学旅行ぶり
に国外へ出る私がいました。英語が不得意な私の渡航を後押
ししてくれたのは nl/minatoの皆さんと、オランダという
国に対する強い憧れでした。
ワークシェアリング、安楽死や同性婚、大麻、売春の合法
化、子どもが世界一幸福な国、さまざまな切り口から、この

国に対する注目が
高まっていることで
しょう。多様性に
寛容な国と言われ
るオランダに、「共
生社会」を実現す
るヒントをもらいに
行ってきました。

最初にお会いした
のは、アムステル

ダム市国際政策部ディレクターのサビーネ・ジンブレールさ
ん。アムステルダム市は行政レベルで、LGBTをはじめと
した多様性を尊重する必要性を認識しているそうです。
nl/minatoメンバーからの「共生社会のための政策にコスト
をかけることは、経済政策に比べて多くの人の賛同を得にく
いのではないか」という質問には、「共生社会の実現と、経
済の発展が相反するものとは考えていない」との回答が。多
様なバックグラウンドを持つ人たちを受
け入れることで今までになかった新たな
アイディアがもたらされ、街がより発展
していくと考えられているのです。

「かわいそうだから」、「差別してはいけ
ないから」といったネガティブな出発点
ではなく、ポジティブな気持ちで自分と
は異なる人たちを歓迎する、アムステル
ダム市民のしたたかさを伺い知れます。

多様性の裏にある、複雑な問題
　国際的なジャーナリストであり、自身も LGBTの当事者
であるボウ・ハンナさんからは、差別や偏見をなくすために
何をすべきなのかを教えてもらいました。
現代の社会では、差別の形はより複雑になっています。例え
ば、米国の黒人女性が黒人男性よりも軽んじられていたり、
ゲイ・コミュニティの中でも、白人のゲイからアジア人のゲ
イが差別されたりするそうです。
複雑に織り込まれた差別の糸が、より弱い立場の人を幾重に
も苦しめ、問題解決を困難なものにしているのです。「白人」
と「黒人」、「異性愛者」と「同
性愛者」といった、表面的
な「違い」にのみ着目して
差別をなくそうとしても、
この糸の絡まりをほどくこ
とはできません。

「もしもあなたが、あなた
が属する社会を変えたいと
思うなら」活動家でもある
ハンナさんは言います。
「あなたの社会の文脈で語る必要があります。西洋で上手く
いったことが、他の国でも上手くいくとは限りませんし、西
洋で正しいとされていることが他の国でも正しいという訳で
はないからです。同性愛を禁忌とする価値観が西洋から持ち
込まれる以前の日本に、衆道の文化があったように」
 
「共生社会」という言葉を、空虚なものにしないためにも日
本なりの共生の仕方を考える必要があるのだと、感じさせら
れました。

「違いがある」という強み

　Waag（ワーグ）は 17世紀に測量所として建てられた、
歴史ある建物です。今、この建物の中は、3Dプリンターや
電動のこぎりなどが使える「ファブラボ」になっています。「技

術をみんなでシェアする」というのが 21世紀
のWaagの役目なのです。
Waagの活動に参加するのは、特別な人では
ありません。さまざまな職業、人種、出身地
の人が一市民として、ともに研究し、製品を
つくるのです。ITエンジニアと服飾デザイ
ナー、障がいを持った人。異なるバックグラ
ウンドを持つ人たちが、それぞれの視点で考
え、それぞれが持つ知識や経験を共有するこ
とこそが、新しいものを生み出す原動力なの
だ、とスタッフのパウリン・メリスさんは力
強く語ります。
 
パーソナライズされた福祉用具をつくるチー
ムでは、取り外しやすいストーマが生まれま
した。
「スタートは、『ス

トーマを取り外しやすくしたい』
という、ひとりの女性の個人的な
要望でした。でも、同じような悩
みを抱えている人は世界中にいま
す。だからこのプロジェクトは、
彼女のためだけのものではないの
です。」
技術や経験だけではなく、「悩み」
をシェアすることにもまた、価値
があるのです。

日本でも、「多様性の尊重」という言葉が世に出てから久し
いですが、現実のものとなっているでしょうか。もしかした
ら、共同体の中に異なる存在が入ってくることに対して、拒
絶はしないけれど積極的に歓迎まではしない。そんな具合か
もしれません。
戦後、同質性の高さによって高度経済成長を遂げた日本人に
は、多様性に富んでいることが、社会にとっていかにプラス
に働くのかについてのイメージを持ちにくいことと思いま
す。ですが、Waagのような場所があれば、異なるバック
グラウンドを持つからこそ、それぞれの「強み」があるとい
うことを感じられるでしょう。

 

誤った「多様性が尊重される社会」に
しないために

　ここまで、「アムステルダムでは、多様性がポジティブに
捉えられていて素晴らしい」と述べてきました。しかし、こ
のレポートを書きながら、ふと思うことがありました。それ
は、「役に立つからという理由で多様性を歓迎するのは正し
いのか」ということです。

そもそも、人間はひとりひとりに違いがあることからは免れ
ず、多様性は当たり前に生じているものです。何かの目的の
ために尊重される、されないといったものではありません。
特別な理由がなくても、存在していることそれだけで尊重さ
れているはずなのです。
 
歓迎される多様性と、歓迎されない多様性とに選別される社
会にならないことを祈ります。「多様性を尊重しよう」とい
うフレーズが広がり始めている今こそ、裏にあるものを注意
深く見定めていく必要があると考えさせられました。

小田由美香   Yumika Oda

福祉の現場を経て、webメディア
で編集をしています。「誰も引け目
を感じなくてすむ社会」の実現を夢
見て、日々学んでいます。趣味は海
外の刑事ドラマを観ること。

1

オランダでは同性婚が可能だ。
LGBTの当事者らが街を練り歩く
「プライド・アムステルダム」が
毎年開催されている。

5

Waag内にあるテキスタイルラ
ボの見学。歴史的な建物の中に
は、３Dプリンターなどの最新機
器が並び、子ども向けのプログ
ラミング講座も開講している。

7

観光客が増加中のアムステルダ
ム。ほとんどの場所で英語が通
じることも、この国に多様な人々
が集まる理由なのかもしれない。

6

Waagで開催された市民向け
ワークショップの様子。「どうした
ら良いかわからない。教えてく
れる？」と周囲に投げかけられる
ことこそが重要だ、とWaagの
スタッフは語る。

8

休日のダム広場にて。ひとつひ
とつのシャボン玉がそれぞれ、
微妙に異なる色合いを見せてく
れる。

2

アムステルダム市は、国を越え、
他の都市と友好的な関係を築く
ことにも注力している。昨年ジン
ブレールさんは東京都を訪問し、
小池都知事とも会談した。

3

アムステルダム中心部から西に
進むにつれ、トラムにはアフリカ
系や中東系の乗客が増えてくる。
多くの移民や難民が住むこのエ
リアには巨大な公営住宅がいく
つも建っており、まるで違う街に
いるようだ。同じアムステルダム
のなかでもコミュニティが分断さ
れているように感じられた。

4

中東の人々向けにつくられた、
ミュージックビデオのようにお
しゃれな LGBTの啓蒙動画を見
せながら、その地域の文化的な
文脈に沿ったコンテンツをつくる
必要性を訴えたボウ・ハンナさ
ん。Twitter: @bdmhanna

1

2

4

5

7

8

6

3

Research Trip in the Netherlands Research Trip in the Netherlands
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I feel the system 
is cracking!
安部 良

　9月 3日、参加者全員での最初のプログラム、アムステル
ダム市国際政策部ディレクターのサビーネ・ジンブレールさ
んへのインタビューで、私からの個別の質問に対して返って
来た予想外の返答が、今回の滞在の目的を再確認するきっか
けとなりました。
高齢者の介護を中心とした日本の社会保障システムは高齢化
のピークや人口減少によって財政破綻の危機にあり、国は社
会保障サービスの大改革を始めています。高齢者のみなら
ず、子育て支援、障がい者支援、LGBTほか、さまざまな
事情を抱えた人たちを地域ぐるみで包括的にケアするプログ
ラムを自治体ごとに立案して推し進めてゆくことが目標とし
て掲げられていますが、3年ごとに大きく変わる内容を的確
に把握している地方自治体は少なく、混乱している現場も少
なくありません。私も建築家としていくつかの地方で新しい
社会福祉システムのお手伝いをしているなかでインクルーシ
ブなコミュニティづくりを提案する機会が多くなってきてお
り、その先例として福祉の先進国と言われるオランダではど
のような政策が行われているのかを質問してみました。そ
の質問に対するジンブレールさんからの答えが、System is 

cracking in Amsterdam... （アムステルダムでも制度破綻
が起こっている）でした。正直すぎる返答にびっくりもしま
したが、彼女は続けて先進的な試みをしているいくつかの民
間団体や場所や建築の実例をあげて、ぜひ見学をすることを
勧めてくれました。
続けてLGBTや自閉症スペクトラムなどさまざまな事情を抱
えている人たちについて、子どもの頃から学校の授業カリキュ
ラムの一環として正しい知識を習得しておけば、より早い時
期に告白することができ、心理的な負担も少なくなるのでは？　
という質問を投げかけると、アムステルダム市では 2年前か
らこうした教育が義務付けられました、という返答。これも
また、最近の事であったことに驚きを感じました。その背景
には LGBTに関して、イスラム教徒や敬虔なキリスト教徒

のコミュニティではいまだに家族の理解も難しく、迫害を受
ける危険さえも伴っており、とてもデリケートな状態にある
そうです。日本のように国や行政が指針を示し、その制度に
乗っかって地方自治体や民間のNPOが活動をするのではな
く、まず民間団体の固有な試みがあって、それを柔軟に行政
が支援しながら徐々に制度化されている状況なのかもしれな

いと感じました。認識を新たに、より固有な
活動をしている団体の具体的な事例を採集す
ることをこの滞在の目標にとらえ直しました。

Hot Spot 探訪  その1：
サステイナブルな実験集落
De Ceuvel

　9月4日、アムステルダム北部で文化的にも
建築的にも実験的な場所の事例という友人から

の紹介でDe Ceuvel（デ・クゥーベル）を視察しました。あ
いにくの雨天で早朝ということもあって敷地内部はひっそり
としていましたが、陸に固定されたボートハウスの間を縫う
ようにつくられた桟橋が楽しく、奥へ奥へと引き込まれるよ
うに散策をしました。偶然、扉が開いていた 1艘のボートハ
ウスを見つけて内部の見学をお願いしたところ、ランドスケー
プデザイナー、アンケ・ワインヤさんの事務所で、彼女の活
動や、この集落全体の説明をしていただくことができました。

そもそもこの場所には造船工場があって、重金属によって土
壌が汚染されていたこの土地を国が買い上げ、インキュベー
ションの場所として 10年間無料で貸し出したそうです。科
学者のグループがここを借りて、建築家やランドスケープデ
ザイナーも参加して、廃船になっていたボートハウスをタダ
同然で買い集めて事務所や研究所としてリサイクルしながら
集落をつくっていったそうです。
できるだけ地中に傷をつけないように基礎はつくらず、コン
クリートの基盤の上にボートハウスを固定し、地上を歩かな
いように桟橋をつくり、桟橋の下に電気や水道などのインフ
ラを設置してあります。地表面は主に自生する植栽で覆いな
がら時間をかけて土壌の再生をすすめているそうで、バイオ

技術を利用した重金属の除去が目下の課題だそうです。ボー
トハウスの屋根に設置した太陽光発電で電力をつくり、各
ボートハウス同士で必要に応じて電力の貸し借りをしながら
集落全体で電力を賄うシステムをつくり、インターネット上
でもエネルギーの供給と消費のバランスが確認できるように
なっています。排泄物はボートごとに浄化装置を通してその
周りに流し、周囲の植生が衰えれば自分の生活が乱れている
ことが隣人にもすぐわかる、とのことでした。

また集落全体の排水を植物と魚で浄化するシステムも設置さ
れており見学が可能となっています。その建物には会議や集
会のための貸し出しスペースも併設されていました。集落の
中心にはオーガニックカフェがあり、自家製の果実酒なども
楽しめ、週末にはさまざまなワークショップやイベントが開
催される人気スポットとなっているようでした。また敷地内
には何艘かのボートハウスを隣接させてつくられたホテルや
近隣の倉庫を借りて改造工事中のイベントホールなどさまざ
まな文化複合施設として運営がされています。この土地を借
りて 5年目、残り 5年間でリサーチの結果をまとめ、ここ
で実践されたバイオテクノロジーを使ってアムステルダム市
が近隣地域の再開発を進める計画につなげるそうです。

Hot Spot 探訪  その2：
旧刑務所内に大人気レストラン！ 
Refugee Company 

　アムステルダム南部のWenckebachweg 48 は古い刑務
所を再利用してインキュベーションの目的で安価で貸し出し
ている建物です。その一部に 3年前に開設された Refugee 

Company（リフュジー・カンパニー）を見学しました。

シリアからの難民たちの生活支援のために、私の古くからの
友人である建築家のフェムケ・バイスマさんとテキスタイル
デザイナーのフリュール・バッカーさんのふたりが中心に
なって、建築家やデザイナー、工芸職人など、ものづくりの
技術を持っている難民を自分たちのネットワークの中に招き
入れながら難民たちの職探しのための組織をスタートしたそ
うです。ボランティア活動ではなく難民たちの実益に結びつ
く活動をするという主旨で団体名に Companyという冠を
つけ、同時に難民たちが安全に匿われるためのシェルターで

あり、この国の習慣に慣れて新しい技術を身につける場所と
してこの場所をスタートしました。

刑務所内部の洗濯場を改装したスペースには彼らのオフィ
ス、裁縫やシルクスクリーンプリントなどの製作ができる
ワークショップスペース、ライブラリー、キッチン、中庭に
面したカフェがファッショナブルにデザインされており、こ
の場所で難民たちがつくるバッグなどのデザインプロダクト
を買えるショップも併設されています。カフェは本格的な
シリア料理が食べられるレストランとして評判になっている
そうで、事業全体の主軸として新しいメニューやサービスを
充実している最中だとのこと。新事業として始めたコーヒー
バーも順調で、今後は新しいデザインプロダクトも増やして
ゆくそうです。3年経った今、
Heinekenをはじめとするさ
まざまな企業からも協賛を得
ているそうです。活動資金の
1/3を助成金や基金で賄い、
2/3は事業の売上から賄って
いるとのこと。また売上の多
くはこの場所を使って開催さ
れる自主イベントやイベント
会場としてのレンタル料から
の収入で、新しい文化発信ポ
イントとして成長しつつある
ことを伺えます。

これらのような民間の実験的
な活動が事業として成立して
いる要因には、行政のフレキ
シブルな支援体制もあると思
いますが、こうした場所が新しい情報発信の場としての付加
価値をつけながら文化意識の高い市民に積極的に活用されて
いる、という気質が感じられました。 オランダは世界の国々
との関係を築きながら人や資金や習慣を取り入れ、新しい文
化を発信することで生き延びてきました、と視察の初日にジ
ンブレールさんが話してくださったように、問題を文化とし
て転換してゆく土壌がこの国にはあるのかもしれないと感じ
ました。

安部 良   Ryo Abe

建築家／一級建築士事務所安部良アトリエ代
表。著書『建築依存症 /ARCHIHOLIC』。代
表作である島キッチン（香川県豊島）をはじめ、
十津川村高森のいえ（奈良県十津川村）、福屋
八丁堀本店パブリックガーデンSORALA（広
島県広島市）など、全国で地域活性の基盤づ
くりとその舞台となる場の設計を手がけている。

1

運河沿いの造船工場跡地に10

年間限定でつくられた実験村De 

Ceuvel。

9

難民たちの特技を活かしながら
仕事先を探すことが最大のミッ
ション。

10 – 12

堀でぐるりと囲まれた外観は見る
からに刑務所。現在はさまざま
な団体のスタートアップオフィス
に活用されている。シルクスク
リーンの台やミシンが並ぶワーク
ショップスペース。コンパクトに
配置されたオフィス。

13 – 14

洗濯場をリノベーションしたカ
フェには大きな洗濯機がそのま
まディスプレイになっている。刑
務所の中庭に面してつくられたカ
フェが入口となっている。

2 – 7

断熱を兼ねた外装で、さまざま
にリノベーションされたボートハ
ウス、内部はシンプルな間取り。
カフェのテラス前に広がる集落
の中庭スペース、正面のグラス
ハウスがバイオ浄水システム。カ
フェの内装は廃校となった小学
校の木材などで自主施工。家具
もリサイクル品。

8

地表面や自生する植生を傷つけ
ないように歩行用デッキが巡る集
落内部の街並み。
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ゲームは社会に何ができるか 
シリアスゲームの
本場オランダに聞く
加藤賢治

　日本ではウェブメディアの状況が大きく変わりつつありま
す。ゲームにおいては、例えば動画のストリーミング放送な
どの個人発信のコンテンツが、速報性に優れ、さらにインタ
ラクティブ（双方向コミュニケーション）の機能を有し、情
報の質としても既存のテキストと画像が中心のウェブメディ
アを上回りつつあります。
ウェブメディアの収益はいまだ広告に頼っており、ページ閲
覧数を売り上げに変換する構造であるために、社会性がある
情報の掲載が難しいというのが実情です。これはメディアが
本来持つべきジャーナリズムという社会的正義の維持に関わ
る問題であり、私の運営するメディアにおいても社会的に有
意義な記事やコーナーをどう存続させて行くかが、主に経営
面での課題でした。このような課題を踏まえて、シリアスゲー
ムなどさまざまな社会的取り組みを実施しているオランダの
社会構造を知ることは、メディアのあり方について、なんら
かのヒントになるのではないかと思い、今回の渡航に参加し
ました。

はじめに
　私のオランダについての知識はほぼ「シリアスゲーム」に
限られます。それ以外にオランダについては「チューリッ
プ」、「サッカー」、「ミッフィー」くらいの知識しか持ってい

ませんでした。そこに nl/

minatoへの参加後にチー
ム内での情報共有で得た知
識、例えば LGBTへの取
り組みや売春が合法である
ことなどと、メンバーにオ
ススメされた「幸せな小国 
オランダの智慧」（紺野登
著）という本から得た知識

を持っての渡航となりました。「幸せな小国 オランダの智慧」
は、若干日本の現体制を批判的に見すぎていると感じました
が、オランダと日本の歴史的背景の共通項を知るうえで非常
に有益でした。
私にとっての最大の関心事は、オランダはなぜシリアスゲー
ム先進国なのか、オランダでは社会的な取り組みとビジネス

との融合がなぜどのように実現しているのかということでし
た。自身のウェブビジネスを、単なる労働集約型の産業的な
ビジネスから、社会的により意義のあるものに昇華させたい、

そのためのヒントを得
たい、というのが目的
でした。
オランダには 2015年

の統計で455社のゲームソフト関連会社があり、そのうちの
119社がシリアスゲームを専門に開発しています。（数値は
日本大学生産工学部古市昌一教授の資料より）小規模事業者
が多いということもありますが、ゲームソフト会社が 455
社というのは人口比で考えると極めて大きな数字です。その
445社の内、約 1/4にあたる 119社がシリアスゲーム専門
というのも驚くべき数字です。日本ではシリアスゲーム専門
の会社はほとんどなく、私が知る限り 2018年 3月に立ち上
がった「Game for IT」1社ではないかと思われます。その
「Game for IT」もまだ開発を開始していません。日本のシ
リアスゲームは日本大学、九州大学、東京工業大学など一部の
大学の研究室でその可能性が模索されているという段階です。
 

Dutch Game Garden

　さて、オランダにはユトレヒトに「Dutch Game Garden」
（ダッチ・ゲーム・ガーデン）というゲームのインキュベーショ
ン施設があります。このようなゲーム企業への支援体制が、

収益化に時間を要するシリア
スゲーム企業の発生を支えて
いるのだろうと思われます。

日本においてはこのような施
設はあまりありませんが、今
年の 4月、仙台市に「仙台ゲー
ムコート」という団体が発足
しています。この動きが浸透
すれば、今後日本でも、短期
間に収益化が難しい、社会性
の高いゲーム開発企業が設立

しやすくなるかもしれません。（※仙台市はフィンランドの
オウル市と産業提携しており、「仙台ゲームコート」はオウル
市の「Oulu Game Labo」（オウル・ゲーム・ラボ）をモデ
ルにしていると思われます。）Dutch Game Gardenでヒア
リングしたエピソードをいくつかご紹介します。

Monkeybizniz

　Monkeybizniz（モンキービズニズ）では教育系の会社など
からの委託を受けたシリアスゲームの開発をメインで行っ

ています。シリアスゲームの展開はエンターテインメントゲー
ムに比べると市場性からマーケティングが難しく、試作版を
コンパクトに作成し、初期での方向修正を実施してくことが
大切だとファン・デル・ハウトさん。また、教育関係者のな
かには保守的な考え方の人も多く、シリアスゲームの持つ価
値をうまく説明することに苦労するともおっしゃっていまし
た。この辺りのビジネスとしてのリスクや社会からの認知は
日本と状況がほぼ同じで、社会が寛容にシリアスゲームを受
け入れているということではなく、ゲームのつくり手側の努
力によって市場が形成され維持されている側面もあると感じ
ました。ファン・デル・ハウトさんはこの日もアムステルダ
ムで教育関係者へプレゼンがあるとおっしゃっていました。

GAIN PLAY STUDIO

　GAIN PLAY STUDIO（ゲイン・プレイ・スタジオ）は、脳
波を計測するガジェットと連動するシリアスゲームを開発し
ていました。見せていただいたゲームのひとつ「MindLight」
は、不安障がいを持つ子どもがプレイすることで恐怖をコン
トロールする術を学び、認知行動療法的な緩和治療を行うと
いうもの。ラドバウド大学との共同プロジェクトで、非常に
先進的なシリアスゲームだが、開発資金の獲得に非常に苦労
しているとのことでした。コンテンツがすばらしく、ぜひ世
に出して欲しいと思いますので、私のメディアでも彼らの取
り組みを記事として紹介したいと考えています。
 

ユトレヒト芸術学校
　続いてユトレヒト芸術学校（Hoge school voor de 

Kunsten Utrecht, HKU）の訪問についてレポートします。
約 3,900人の学生が舞台芸術と視覚芸術を学び、ヨーロッ
パ最大級の芸術・文化機関のひと
つであるユトレヒト芸術学校には、
ゲームインタラクション学科とい
う、ゲームの開発やデザインを学
ぶ学科があります。同じ建物内に
デザイン学科や音楽学科があるこ
とで、学生間のコラボレーション
もあり、例えばゲームの音楽を音
楽学科の学生が作曲するというこ
ともよくあるそうです。

このように大学の中にゲーム専門のコースがあるのは日本か
ら見るとかなり特異に見えますが、このような教育の基盤が
多くのゲーム開発企業やシリアスゲーム開発企業を生んでい
るのだろうと思われます。キャンパス内には九州大学からの
交換留学生もおり、また日本大学への留学を希望するオラン
ダの学生さんとも知り合うことができました。
 

オランダの社会的な取り組みと聞くと、先進的で洗練された
イメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。私もそ
のように思っていました。しかし実際に訪れて、現場を見て、
話を聞いてみると、そこには洗練された理想的な制度があっ
たわけではなく、理想に向けて悩みながらひとつずつ問題を
解決しようとする姿がありました。
シリアスゲームに関して、多くの方から聞いたのは「収益を
どう確保するか」ということでした。オランダにおいてもエ
ンターテインメントゲームと比較してシリアスゲームはまだ
社会的な認知が低く、収益構造を挿入しにくいことから、ビ
ジネスとしての継続は非常に難しいものでした。そのなかで、
多くの開発者は地道な広報活動や丁寧なコネクションづくり
によって資金を獲得し、ビ
ジネスを継続していました。
日本においてもこれからこ
の努力が必要なのだと感じ
ます。私の運営するメディ
アにどう社会性を持たせる
かという課題についても同
じでしょう。つまり私がひと
りひとりを説き伏せ、ひと
つひとつ問題を解決しなが
ら、ビジネスとしての継続
性を自らつくっていくとい
うことです。
Dutch Game Garden で、
ある開発者が「公的な助成
もなくはないが、非常に少
なく、ないのと同じ程度」
と言っていました。オラン
ダでは社会性がある取り組
みが厚くサポートされてい
るというイメージは誤った
ものでした。
一方でユトレヒト芸術学校
を訪れて感じたのは、コン
テンツとしてのゲーム産業
の日本の強さでした。かつて世界を席巻した日本のゲーム
産業はオランダでもまだ認知されており、彼らは任天堂や
SONYの話に非常に興味を持ちました。ゲームデザインを
学ぶために日本に留学したい、日本人のあなたと知り合えた
ことはラッキーだ、と学生に言われたことは気恥ずかしくも
あり、誇らしくもありました。
 
オランダに魔法はありませんでした。シリアスゲームがうまく
いく魔法はありませんでした。私のレポートでは触れていま
せんが、LGBTや性問題、市政など、その他のテーマについ
ても、魔法はありませんでした。数ある懸案のなかから、限
られた予算と労働力の範囲で、どうにか優先順位をつけ、苦
労して歩いている。私からオランダはそのように見えました。

加藤賢治   Kenji Kato

ゲーム情報メディア（https://sqool.

net/）を運営。メディアを運営するなか
でオランダのシリアスゲーム（アプライ
ドゲーム）に興味を持ち、取材経験あり。

1

「Dutch Game Garden」には
シリアスゲーム企業を含む数十
社が入居している。

2

シリアスゲーム開発会社Monkey 

bizniz代表取締役のディム・ファ
ン・デル・ハウトさん。

3 – 4

GAIN PLAY STUDIOのトゥウ
ン・アアルベルスさん（左写真右）

5

不安障がいをもつ子どものため
のゲーム「MindLight」。

6

ユトレヒト芸術学校校舎。

7 – 9

デザイン学科、ゲームインタラ
クション学科、ミュージックテク
ノロジー学科が同じ建物にある。
ミュージックテクノロジー学科の
カリキュラムには、ゲーム関連の
科目がある。
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オランダ見聞録
アムステルダム市民へのインタビュー
笹原風花

オランダを主語にして語るのは難しい
　オランダを主語にして語るのは難しい。これは、今回の
nl/minatoのオランダ探訪で折に触れて感じたことであり、
本レポートを書くにあたっても、最初に触れておきたいこと
です。
 
私たちは往々にして、「日本（人）は…」「オランダ（人）は…」
と、社会や国民を一括りにして語ります。オランダは自由な
国だ、オランダ人は LGBTに対して寛容だ、オランダ社会
は移民を受け入れている、などなど。もちろん、そういう傾
向やそう考える人の比率が他国や他国民より強いのは事実で
しょう。しかし、今回多くの方にお話を伺うなかでよく耳に

したのが、「アムステルダム
ではこうだけど、地方では保
守的な人たちも多くて…」と
いう言葉。個人的な知り合い
であるオランダ南部の町に暮
らす 60代の女性も、「オラン
ダと言っても、アムステルダ
ムのような都市部と地方とで
は考え方が大きく違う」と話
していました。
 
今回私たちがお会いしたの
は、アムステルダムに在住も
しくは勤務している方々が中
心です。前置きが長くなりま
したが、「オランダ（人）は～だ」
と短絡的に結論づけることな
く、あくまでもオランダの一

側面を見ているのだという意識を忘れず、見聞きしたこと感
じたことを書いていきたいと思います。

「みんな違って当たり前」をどう学ぶか

　「オランダ」と一括りにできないことを感じた一方で、想
像していた以上に、アムステルダムという街が多様性に対し
て寛容だということも実感しました。
例えば、ジタ・メイヤーさんのお話。子どもが欲しかったメ
イヤーさんは、ゲイの友人からの精子提供で妊娠・出産し、
現在 8歳になる女の子を育てています。このようなかたち

で子どもを産みシングルマザーになることに対し、特にメイ
ヤーさんの母親は大歓迎で、これまで周囲から苦言を受けた
こともなかったと言います。また、メイヤーさんの娘さんの
デイケア（保育所）には、「パパ・ママ」を持つ子どもだけ
でなく「パパ・パパ」や「ママ・ママ」を持つ子（同性カッ

プルの子）もいて、娘さんはそれを
当然のこととして受け入れていると
言います。自分と違う価値観を持つ

人々に対して寛容であり、子どもたちも「いろんな家族のか
たちがある」ということを当然のこととして受け止めている。
その事実は、子育てをしている一母親としても、とても衝撃
的なことでした。

また、現地コーディネーターの根津幸子さん（アムステルダ
ム市在住）のお子さんが通う小学校へのお迎えに同行させ
てもらったときのこと。そこでは実にさまざまな人種の子
どもたちが同じ教室で学
んでいました。先生とオ
ランダ語ではなく英語で
会話をしている保護者も
少なくありません。根津
さんに尋ねると、小規模
な学校にもかかわらず、
生徒の持つバックグラウ
ンドは 50カ国以上に及
ぶそうです。見た目も家
庭環境も考え方も、みん
な違って当たり前。そん
な環境で育つ子どもたち
を、少しうらやましく思
いました。我が子が通う
保育園にも両方もしくは
片方の親が海外出身とい
うお子さんが何名かいま
すが、やはり日本人がほ
とんどです。そして、子
どもたちは無意識のうちに、いわゆる日本人が「普通」だと
感じるようになります。それってとても、怖いことだと思う
のです。
 

自分で～できる人、自分に～できる人に

　私たちのチームは、オランダの親たちは家庭でどのように
子どもと接しているのか、家族のあり方や親子の関係につい
て興味を持ち、今回の探訪に際して、アムステルダム市内在
住の 3名のパパ・ママたちにインタビューをする機会を得

ました。
 
お話を伺ったのは、ローザ・アレンツ
さん（5歳・2歳の 2児のママ）、フラ
ンカ・ウェッセリングさん（5歳・2歳
の 2児のママ）、マールティン・クライ
ンさん（5歳・1歳半の 2児のパパ）。
私たちのチームでは、「（オランダでは）
幼い頃から子どもをひとりの人間とし
て扱っているのではないか」と推測し
ていたのですが、3名ともお子さんが

まだ小さいこともあってか、そ
うしたスタンスは明確には感じ
取れませんでした。ただ、将来
どのような人に育ってほしいか
という質問に対しては、「自立
し、自分に自信を持てる人」（ア
レンツさん）、「自分に自信を持てる人」（ウェッセリングさ
ん）、「自立して自分で決められる人、挑戦できる人、創造で
きる人」（クラインさん）と、「Self（自）」という単語が多
く出てきたのが印象的でした。自分で～できる人、自分に～
できる人に…というのは、自分で何とかしないと誰も何もし
てくれないよ、という自己責任の意識の強い国ならではなの
ではないかと感じました。そして、素敵だったのが、子育て
で大事にしていることを尋ねたときのアレンツさんの回答。
「Just Love（愛）!」と自信を持って答えてくれました。

ワークライフ
バランスの
実態は…？

　チームとしての関心事
に加え、私個人が興味を
持っていたのが、オラン
ダ人の働き方です（こ
こではあえて、「オラン
ダ人」を主語にします）。
私自身もふたりの子ども
を育てながら働くいわゆ
るワーキングマザーであ
り、仕事と育児の両立に
おいてはこれまで数々の
壁にぶつかってきまし
た。周囲の働くママたち
の苦労話もよく聞きます
が、一番多いのが「共働
きなのに、育児は女性中

心になっている」ということ。その要因のひとつが、日本社
会にはびこる長時間労働だと言えるでしょう。一方のオラン
ダでは、残業はほとんどなく、ワークシェアリングが進み、
週 2～ 4日だけ働くというパートタイムワーカーも多いと
のこと。そこで、今回の探訪ではその実態を探りたいと考え
ていました。

前出のアレンツさん、ワッセリングさん、クラインさんは、
自身もパートナー（3組とも結婚はしていない）も、多くが
週 4日勤務のパートタイムワーカー（クラインさんはシフ
ト制の勤務）。子どもが生まれる前はフルタイムで働いてい
たものの、子どもと過ごしたいからと、パートタイムに切り
替えたと言います。オランダでは、パートタイムになっても
基本的には雇用形態（正規・非正規など）は変わりません。
男性もパートタイムに切り替えるケースは珍しくなく、平日
は夫婦・カップルが別々の日に休みをとり、休みの方が子ど
もと過ごすそうです。パートタイムの共働きで、育児も家事
も分担する。幼い子どものいるカップルにとっては、こうし
た暮らしはごくごく一般的なのだそうです。ちなみに、保育
料は週に何回預けるかによって決まるため、子どもをデイケ
アに預けるのは週 2、3回だけという家庭が多く、デイケア

に預けない日は祖父母のサポートを得るケースも少なくない
ようです。
 
かたや日本では、待機児童が多い都市部を中心に、パートタ
イム勤務では保育所に預けるのが難しいのが現実です。その
ため、近くに子どもの面倒を見てくれる親や家族がいない限
り、育休復帰後は「週 5日のフルタイム勤務で保育園にも
週 5日預ける」か「仕事を辞めて専業主婦（夫）になって
家庭で子どもを育てる」か、言ってみれば 0か 100かの二
者択一を迫られます。パートタイムで働きながら（しかも両
親とも！）子どもとの時間も確保するという選択ができるオ
ランダは、その点でとても柔軟だと感じました。
 
アレンツさんはじめ皆さん働き方への満足度は高く、ワーク
ライフバランスという点では素晴らしいと思います。一方で、
フルタイムで働き続けたいママやパパだっているんじゃない
だろうか…と疑問が湧きました。これは日本ではあまり知ら
れていないことですが、実は、オランダのデイケア（保育所）
の利用料はとても高額です（一般的な額を伺うと、「日本の
無認可保育園と同程度かそれ以上」という感覚でした）。そ
して、所得に応じて料金の一部が還付されるため、高所得世
帯になるほど高額になるのです。そのため、あくせく働いて
高額な保育料を払って子どもを預けるよりは、適度に働いて
子どもと過ごす時間を持った方がいい、と考える人が多いの
だそうです。アレンツさんたちからも、「子どもと過ごした
り自分のために何かをしたりすることに時間を使いたい」と
いう声が聞かれました。
 
また、保育料が高いことについてどう感じているかを伺った
ところ、「高いのはありがたくはないが、そういう選択（未
就学児を預けて共働きをするという選択）をしているのは自
分たちなので、仕方ない」（クラインさん）と受け入れてい

る様子。一方、子育てにおいての課題や要望
を聞いた際には、「企業や自治体が保育料を
もう少し負担してくれればいいのだけど…」
（クラインさん）ともおっしゃっていたので、
やはり保育料が高い現実に対して改善を望む
気持ちはあるようです。

保育料が高いことも、柔軟な働き方を許容す
る社会構造を生み出している一要因なので、
保育料が高いことが一概に課題であるとは言
えませんが、私にとっては子育てをするうえ
でネガティブな側面に感じられました。そし
て、今回の探訪先で話を聞くなかで、働き方
についてはこんな課題も見えてきました。
「ワークシェアリングが進み、週 2、3日勤務
の女性も多いが、離婚後（オランダでは近年、
離婚率が上昇しているそう）に従来の収入だ

1

LGBTの象徴、レインボーフラッ
グが掲げられるアムステルダム
旧市街地。

5

家事はパートナーと分担し、主に
料理を担当しているというマール
ティン・クラインさん。子どもが
生まれた際には 6週間の育休を
取得したそう。

7

自転車大国オランダ。アムステ
ルダム市内では、自転車通勤の
人が多い。

6

フランカ・ウェッセリングさん。
言語学で博士号を取得し、近々
研究職に復帰予定とのこと。

8

オランダでよく見かける自転車。
このカゴに子どもを乗せたパパ・
ママたちが颯爽と街を走り抜ける。

2

オランダ南部の町、クラーニンヘ
ン。移民も少なく、多様性あふ
れるアムステルダムとはまったく
雰囲気が異なる。

3

かつて日本に3年間ほど滞在し
たことがあり、日本語も堪能なジ
タ・メイヤーさん。

4

ローザ・アレンツさん。子どもが
大きくなっても、フルタイム勤務
に戻るつもりはないと言う。
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 ｢女の子｣
きらい
田代奈央

けでは暮らしていけないな
ど、デメリットもある。また、
女性のキャリア志向が低い
傾向があり、大卒で高学歴
の女性でも能力を発揮しき
れていないケースもある」
（アムステルダム市国際政策
部ディレクターのサビーネ・
ジンブレールさん）
 
「女性の就労率は 74.2％と
高いが、そのうち 73％が
パートタイム。賃金の男女
差も依然としてある。女性
はパートタイム、男性はフ
ルタイム、という構造が根
強くあり、それが賃金差や
キャリアの差にもつながっ
ている」（Atriaのノーチェ・
ウィレムスさん）

働き方について日本がオラ
ンダから学ぶべきことは

多々あるが、保育料が高いなどの社会保障面も含めて全体
として成り立っているものだということを忘れてはいけない。
良いところ（良く見えるところ）だけ取り入れても、同じ結
果にはならない。そんなことを感じました。とはいえ、どう
働くか、どれくらい働くかについて選択肢が複数あり、柔軟
なのはとても素晴らしいことです。労働人口の減少が問題に
なっている日本にとっては、ヒントとなることがたくさんあ
りそうです。

日本を主語にして語るのは難しい。そんな話
を、オランダに行く前にチームでしたことが
ありました。オランダで日本の事例を紹介し
たり日本の状況を説明したりするときに、「日
本は…」、「日本人は…」と話すだろうけど、
そのときには多様性に対して最大限の配慮が
必要だと。拙い英語で何とか伝えることが精
一杯で、十分な配慮ができたとは言えません
が、同様に「オランダを主語にして語るのは難しい」と感じ
られたこと、言ってみれば、オランダという国を生身のもの
として複合的に捉えられたことは、とても新鮮で意義深いこ
とでした。そのような機会を得られたことをとても幸運に思
います。

On being seen
…見られることについて

　｢女の子｣ と言ったときに想像されるイメージがきらいな
のは、自分の中の、そのイメージに当てはまらない部分を
否定されているような気がして傷つくからです。nl/minato
では、そんなイメージ─性別に与えられた社会的な役割
（ジェンダー）について、話し合う機会を持ちたいと思った
からでした。
可愛いことが一番重要に思えた高校生の時期は、ジェンダー
について意識的に考えるようになった時期でもありました。
24才になった今でもはっきりと覚えているのは、高校生に
なって初めて彼氏ができたとき、別の科に所属していた彼の
友人たちが、品定めでもするかのように教室まで私を見に来
たときのことです。赤の他人から自分の顔かたち、身体に関
するコメントを聞いたときは、それが否定的なものであると
きはもちろんのこと、肯定的なものであっても、自分がモノ
になったかような不快な感覚をおぼえました。可愛いことが
重要だと思ってきたのは、自分が可愛くありたいからという
だけでなく、そうでないと女性としての価値を周囲に認めて
もらえないと、無意識的に考えていたからなのかもしれませ
ん。女性であることを窮屈に感じるようになりました。
 

On un-education
…自分で自分を教育しなおすこと
　可愛くて（細くて、目が大きくて…）、愛想が良く、家庭
的で、従順な ｢女の子｣ との葛藤は、多くの女性が経験して
きたことではないでしょうか。nl/minatoのテーマは共生社
会（Inclusive Society）ですが、私が Inclusive Societyと
聞いて想像するのは、社会的に与えられた女性像にあてはま
らない女性も含め、すべての女性が、自分の居場所があると
感じる社会です。

11月にプロジェクトメンバーとともにジェンダーや LGBT
のトピックを扱ったワークショップを開きましたが、その
ワークショップが、これまで教えられてきたあるべき女性像、
男性像を問い直すきっかけだったり、自分で自分を教育しな
おす機会になったらいいなと思います。そんなワークショッ
プにするために何が重要かということを学び、また、自分の
ジェンダーへの理解を深めたいとの思いを胸に、乗り継ぎを
含め片道 30時間かけてアムステルダムを訪れました。

 

Be relevant
…自分の問題として考える
　イェンス・ファン・トリヒトさんは、男性性についての考
え方─家父長制的な考え方を変えることで、男女平等な社
会を目指す、Emancipator（エマンシペーター）という団
体のリーダーです。

家父長制的な考え方の弊害は多岐にわたります。例えば、男
性が一家の稼ぎ頭であるべきで、女性は家庭にいるべき、と
いう考えは、本当は仕事だけでなく家族との時間をもっと多
くとりたい男性にとっては有害です。彼は男女平等が進んで
女性が働きやすい社会になることで、恩恵を受ける男性の一
例です。
Emancipatorのワークショップ、またファン・トリヒトさ
んへのインタビューを通して、個々人が社会的な課題を自分
に関係のある問題として捉えることは、課題の解決のため
に重要な要因のひとつなのだろうという考えに至りました。
ファン・トリヒトさんとも話したのですが、現状、ジェンダー
を女性のためのトピックだと考えたり、男女平等というと男
性嫌悪として捉えたりして、自分は無関係だと考えたり、反
感さえ示したりする男性は少な
くないようです。ですが、男女
間の不平等が実際男性にも不利
益を与えていることを伝えるこ
とで、自分に関係のある問題と
して真剣に考えることになるは
ずです。ワークショップでは身
近な事例を挙げることで、トピッ
クに親しみを持ってもらうこと
から始めたいと思います。

Be real 
…安心して話し合える環境づくり

　Sex matters（セックス・マターズ）は、学校などに出向
いて、若者を対象に性やジェンダーに関するワークショップ
をしている団体です。今回は実際に彼らのワークショップに
参加することができました。印象的だったのは、その内容の
オープンさです。アダルト
ビデオを見るか、同性に惹
かれるか、など、初対面の
人とは話さないであろう話
題が飛び交いました。です
が、そうしたトピックに対
してもあまり違和感なく話
し合うことができたのは、
彼ら自身から進んで本音を
出していくことで、正直に
話して大丈夫と思えるような、安心できる環境をつくり出し
ていたからだと思います。

日本では性に関する話題がタブーという風潮があるように思
えるのは、性教育が性行為ではなく性器の話に終始すること
からも、私の感覚だけでなく事実だと思われます。だからこ
そ、私たちがワークショップを開く際は、こうした環境づく
りには力を入れたいと思いました。

Be righteous
…正しいことをする
　以上の 2点がワークショップを開くにあたって気をつけ
た点ですが、個人的な学びとして挙げたいのが、私たちは正
しいことをしなくてはならないという点です。
ファン・トリヒトさんに1対1でのインタビューをしたとき、
Political is personal（政治的なことは個人的なこと）とい
う話題が挙がりました。そのとき私は、自分は個人的にジェ
ンダーの問題に取り組んでいても、政治的にアプローチ出来
ていないと言ったのですが、ファン・トリヒトさんは、小さ
なレベルでも、行動することが重要だとアドバイスをくれま
した。例えば職場で性差別的な冗談に笑わないこと。それが
許されない冗談だと発言すること。
社会人 3年目になりますが、それが決して簡単にできるこ
とではないことを実感しています。｢女の子｣ であることの
要求を感じて、それに迎合してしまうとき、罪悪感と、仕事
なんだし仕方ないという気持ちとがない混ぜになって、すご
くもやっとします。ですが、ファン・トリヒトさんだけでな
く、訪問したさまざまな団体の人たちが、自身が信じること
に向かって行動している姿を見て、嫌な気持ちをなかったこ
とにしないで、向き合わなくてはと改めて思いました。

田代奈央   Nao Tashiro

社会人3年目。大学に在学中、ジェンダー
について個人的に学ぶなかでオランダに
興味を持つようになり、1年間留学した。
最近、素敵なクロスバイクを購入したこ
とをきっかけに、日本における自転車の
市民権向上を願うようになった。

9

アムステルダム市が抱える諸問
題について詳しくお話しくださっ
たサビーネ・ジンブレールさん。

1

オランダの量販店の化粧品売り
場で。ダークトーンからペール
トーンまで、幅広い色のファン
デーションの展開。美の多様性
を感じさせる。

3

Sex mattersのワークショップ
の風景。輪になって話し合った。

2

イェンス・ファン・トリヒトさん。
昨年の nl/minatoのアーカイブ
ブックと一緒に。

10

Atriaのノーチェ・ウィレムスさん。
Atriaは、歴史的・文化的背景
から女性の人権について研究す
る組織。

11

ジンブレールさんを囲む nl/

minatoのメンバーたち。

12

アムステルダムを少し離れると、
穏やかな風景が広がる（ライデ
ンにて）。

笹原風花   Fuka Sasahara

SHIBAURA HOUSEの近隣に暮らす、
フリーランスのライター・編集者。教育
系出版社など数社に勤務後、独立。教育
や学びを中心に、幅広いジャンル・媒体
で取材・執筆を続ける。学生時代に 1年
間オランダ・ライデン大学に留学経験が
あり、今回は十数年ぶりの渡蘭となる。
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Sabine Gimbrère
City of Amsterdam/
Director of the International Office

@cafe droog

10:30 – 11:30
Zita Meijer
@cafe broer

De Visserschoolの
お迎えに同行
https://devisserschool.nl

14:30 – 15:15
Rosa Arents
@her house

15:30 – 16:15
Franca Wesseling
@her house

16:30 – 17:15
Martijn Klein
@Erasumspark

Artia
https://institute-genderequality.
org/about-atria/

Share Network
https://share-network.org/
what-we-do/

refugee company
https://www.refugeecompany.com

Dutch Game Garden
https://www.dutchgamegarden.nl

Amsterdams Lyceum
https://www.amsterdamslyceum.nl

de School
https://www.deschoolamsterdam.
nl/en/

Emancipator
https://www.emancipator.nl/en/
english-page/

1 Sat

2 Sun

3 Mon

4 Tue

5 Wed

6 Thu

September

Research Trip in the Netherlands

日中
観光とは違う視点でアムステルダム市内を見るフィールドワーク

19:00
夕食@De Balie

Arrival

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

14:00 – 16:00

11:00 – 13:30

10:00 – 12:00

12:00 – 13:00 

14:00 – 16:00 

15:30 – 17:00

nl/minatoの発足時からオランダの先端的
な取り組みなどを紹介していただいている
ジンブレール氏に、オランダやアムステル
ダムの基本的な知識や政治的方針などにつ
いてインタビュー。いまだに収入格差があ
る女性の社会進出の推進や独居老人の問題
など日本と共通するような問題も多い。共
生社会を成立するための鍵を聞くと、ジェ
ントリフィケーションによって虐げられた

貧しい人たちとの経済格差を減らすシェア
エコノミーの実現が必須、とのこと。またア
ムステルダム市が土地を所有していること
でできる都市計画として、全体の住宅の中
で40%をソーシャルハウジング（公営住宅）
として、幼稚園と老人ホームを近くに建てる
など。逆に、ジンブレール氏は「東京のゴミ
の少なさや清潔さを実現するために、どう
やって人を教育しているか」が知りたいそう。

「フェミニズムは人生を豊かにするための
ものだ」という考え方を男性性の視点から
広めていく活動を行う。musculinity（男
性らしさ）に捉われて苦しむ男性も多くい
る。男性は女性に比べてコミュニティが発
生しにくく、問題を抱えていても悩みを打

ち明けたり相談できず孤立しやすい。コ
ミュニティづくりのワークショップなどを
行いながら、暴力、労働、ケア、セクシュ
アリティ、性的多様性における問題から誰
もが解放されることを目指す。

オランダはシリアスゲームの先進国として
有名であり、多くのゲーム会社が事業とし
てシリアスゲームに取り組んでいる。日本
でもシリアスゲームは注目されつつある
が、社会性の高い事業は収益事業として成
立しにくいこともあり、まだ研究室の中と
いう段階である。Dutch Game Garden
は、教育系の会社などから委託を受けて、
アプリを専門としたシリアスゲームの開発
を行うデザイン制作のスタジオ「monkey 

bizniz」（ http://www.monkeybizniz.

com/）や、不安障がいを持つ子どもへ認
知行動療法的な治療を行うことのできる
ゲームを開発した「Gain Play Studio」な
ど、エンターテインメントの要素だけでは
ない社会性の高いゲームを開発する企業が
数十社入居しているインキュベーション施
設。実際にゲームを体験しながら、市場を
形成することがまだ難しい状況にあると
いった話を聞いた。

1917年に創立された、オランダで一番古
い高校。中学生の約 20％が進学し、大学
進学を目指す。グローバルな人材を育成
するため、言語教育に特に力を入れてお
り、希望すれば海外研修や資格取得も可能。
学校としても LGBTの支援を目的とした
パープルフライデーなどのキャンペーンも
自由参加で実施。アムステルダムでは近年、
電車のアナウンスでの呼びかけを「Ladies 

and gentlemen, ...」から「Passenger, ...」

に変更した背景もあり、「なぜ私たちの学
校にはジェンダーニュートラルなトイレ環
境がないのか」という議論を学生自身が起
こして、ジェンダーニュートラルトイレの
設置に至った。また、生徒が有志で集まっ
てつくったフリーペーパーのなかに、セク
シュアリティをテーマにしたものもあり、
ジェンダーへの関心も高い。学校としても
多文化な環境で生徒が学べるように意識し
ているそう。

スタジオやレストラン、ダンスクラブも
入っている複合施設。1953年にできた元・
職業訓練学校の建物。アムステルダム市が
市内の空き物件を４年間借りあげているイ
ンキュベータースペースのひとつ。その地
域を活性化し、環境が改善し、土地の価値
を高め、再開発業者が開発に入るという
ジェントリフィケーションを狙っている。
sex mattersの人たちとは、昔からの知り
合いで、ダンスクラブでハラスメントが
あったときに、クラブの従業員がどう対応

すれば良いかのワークショップを開催して
もらっている。また、移民の人が手に職を
つけることができるように、オランダでの
生活の手助けもしながら、1年間でスキル
を身につけることができるアムステルダム
市営の木工、鉄工のコースがある。これら
の仕事は需要があるのですぐに仕事が見つ
かるとのこと。また、コースに通っている
間は、de schoolのカフェで皿洗いの仕事
をしたり、コース終了後に、ダンスクラブ
でインターンをしたりしている人もいる。

80年を超える歴史をもつ、女性人権団体
Atria（アトリア）。女性の地位や働き方に
ついての制度や歴史について研究し、行政
に提言などを行う。図書資料などアーカイ
ブも充実しており、1階には一般公開のラ
イブラリーがあり、世界から有識者を招い
た講演会なども開催する。オランダで初め

ての高等教育を受け、オランダ初の女性医
師になった Aletta Jacobs（1854–1929）
の文書が第二次世界大戦で散逸したが、再
収集中。プレスチームがアクセシブルな情
報発信を心がけて、一般への普及に努める
と同時に専門的な知識へも誘導することを
目指している。

Share Network（シェアネットワーク）は
アムステルダムのRed Light District（飾
り窓地区）で売春をさせられている人身売
買の犠牲者が精神的に社会的に立ち直る手
助けをする団体。飾り窓地区の成り立ちや
売春の合法化、世界で起きている人身売買
の実情などについて説明を受けた。Share 

Networkが行なっているBranded Free（烙
印からの解放）という、売春をさせている
ポン引きに施された刺青を覆う新しい刺青
を入れることで、アイデンティティを転換

するプロジェクトについて話を伺う。売春
をしていたという過去は消せないが、刺青
をリデザインした後に未来に向かうパワー
がその人に満ちていくのを感じることが
できるそう。また、海外から来て売春させ
られているオランダ語がわからない人で
も参加できるダンスワークショップなど
Empower（力づける）活動も行う。飾り窓
地区での活動は危険を伴うが、名刺を配っ
たり、サロンを開くなど、助けを必要として
いる人にアクセスできるように考えている。

シリアからの難民がキッチンに立つレスト
ラン「Beautiful Mess」、彼らが縫製の技
術を習得できるスタジオ、職業のマッチン
グなどを行っている。縫製スタジオでは、
救命胴衣をリメイクしてバックパックや
ポーチを制作するところを見学した。彼ら

が制作したプロダクトはレストランの中で
購入可能。設立から 3年が経ち、支援プ
ログラムに参加していた人々が、今度は新
しく参加するメンバーを支援する動きも見
られるという。

オランダはさまざまな教育哲学や宗教観の
もと、学校を設立することができるため、
保護者は学校を選んで子どもを通わせてい
る。教育方針が異なる学校に子どもを通わ
せている父母に、その学校を選んだ理由や、
働き方と子育てのバランス、パートナーと
の育児・家事の分担、どんな人に育ってほ
しいかなど、話を伺うことで、実際の教育
や家庭の現場での様子を学んだ。またシン
グルマザー、同性カップルなど多様な家庭
が一般化しつつあり、シングルマザーに
なりたい人のネットワーク https://www.

bam-mam.nl/bam-iets-voor-mijもある。

Interview

Parents’ Talk

Visit

Visit

Visit

Visit

Visit

Visit

Visit
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Ivo Clason
Architect, Former Squatter

https://cargocollective.com/iclason

Bo Hanna
Journalist, LGBT+ Activist

https://www.linkedin.com/in/
bo-hanna-7a1454120/

sex matters
http://sexmatters.nl

16:00 – 17:00

17:00 – 18:30

19:00 – 21:00

スクウォットとは所有者が不在で放置された
建物に勝手に入り込み、占拠し、生活、管
理をすること。自由主義経済・金融中心経
済への抵抗でもあるスクウォットの精神は、
人々が集まり、自分たちの文化を生み出す
スペースとして、さまざまな文化の発祥の場
となってきたが、2010年にスクウォット禁
止の法案がオランダの両院で可決し違法と
なった。クラソン氏によると「スクウォット
はなくなったが、スクウォットの精神にのっ
とった出来事は続いていると思う。」とのこ
と。第二次世界大戦後、家賃が高騰し、ア
ムステルダムに住めなくなる人が増えて、
空き家が増えていった 1964年に学生が
Wonen is een recht（The right to dwell

＝住む権利）を主張してスクウォットを始め、
1969年に de krakerというスクウォットの
組織が設立され、どうやって合法的に押し
いるか、生活インフラを通すためには、と
いうアドバイスをしていた。当初は社会的な
意義を持っているスクウォッターが多かった
が、外国から来たオランダの文化を知らな
い人たちがスクウォットを始めたり、暴力的
なスクウォッターが台頭し始めたので、取り
締まる方向になったのではとクラソン氏は推
測する。「Bankjes collectief（路上のベン
チを登録して、即席のオープンエアカフェを
シェアする活動）や IJscuypje（冬はスー
プ屋になるアイスクリーム屋）はスクウォッ
トの精神を感じる。」とのこと。

スウェーデンで生まれ。オランダで育った
ハンナ氏は、コプト・ エジプトにルーツを
持つ。LGBTの権利を守る活動に意欲的
に取り組んでおり、特にアムステルダムの
イスラム教徒コミュニティで行なっている。
「ジェンダーやセクシュアリティはそれだ
けが問題ではなくて、さまざまな要素が絡
み合っているので、それぞれの文化に照ら
し合わせて理解する必要がある。例えば、
ヨーロッパのLGBTの事例をそのまま他の

国に当てはめるのは難しい。まず、それぞれ
の問題を可視化して、共有することが大事で
ある。」とのこと。また「セーフスペース（あり
のままの自分で本音で語り合える場所）」を
物理的にもオンラインにもつくることもよ
いけれど、危険があることを認識しないと
ならない、と指摘。コモンセンスだと思って
いることでも、歴史を辿れば実は違うかも？
という検証のようなことも必要かもしれな
い、と本質を見極めることの重要性を説く。

学校やスポーツクラブ、フェスティバルな
ど、若者が集まる場所で性別や性的同意な
どについてのワークショップを行う団体。
性犯罪やセクシャルハラスメントから子ど
もたちが自分自身を守るための活動をして
いる。20名以上の若いワークショップイ
ンストラクターが所属しており、それぞれ
の特性を活かしながら、性別やジェンダー
について前向きに話すことを促す。一部の
インストラクターは自身の興味や経験から
ブログを書いており、誰でもインターネッ
トでアクセス可能。「Gender Blender」

という、ステレオタイプの男女像について
論じるワークショップを実際に体験した。
インストラクターや他の参加者と対話型で
男性のイメージ・女性のイメージを書き出
していき、セックス（生物学的性差）と
ジェンダー（社会的性差）の違いについて
ディスカッションを行った。オランダの現
状としても、クラスによって性教育への取
り組み方には未だ差があり、座学のような
形式ではなく生徒とコミュニケーションを
密に取りながら、安心して話せる場づくり
を担っていきたいと話していた。

Presentation “Squat”

Presentation “LGBT”

Workshop

Research Trip in the Netherlands Feedback Events in Minato

Waag 
http://waag.org/nl/project/
makehealth

7 Fri

8 Sat

9:00 – 12:30

Departure

Waagは、Digitale stad（オランダで初
めてのインターネット・コミュニティ）で
働いていた人が 25年前に立ち上げた組織
で、テクノロジーを人に開くことを目指し
ている。ファブラボ、テキスタイルラボ、
バイオラボなどのラボがあり、市民ととも
に、芸術や科学技術を使いながら社会をよ
り生きる・楽しむ方法を探っている。例え
ば、コンピュータの仕組みを知れば、ただ
のユーザーではなく、もっとクリエイティ

ブに関わることができる。If you don’t 
open it, you can’t own itというスロー
ガン。Make Healthというワークショッ
プシリーズでは、市販品にカバーされない
ニーズに合う福祉用品・ケア用品をどのよ
うに開発していくかをいろいろな立場（市
民、デザイナー、医療関係者）から考察す
る。ファンドレイジング担当のメリス氏は、
公的な助成を得たら、活動成果はオープン
ソースにするという。

Visit

Feedback 
Events 
in 
Minato帰

国
後
に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
。
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これからの○○の話をしよう
─もやもやする性のはなし─

フルーツバスケットで
ウォーミングアップ
Text by 金 儒振

参加者でシェア
 「もやもやする性のはなし」
Text by 金 儒振・伊藤 望・本吉亮介・本田ひかり

日時：2018年11月3日（土・祝） 14:00～16:00（13:30開場）
対象：どなたでも
会場：SHIBAURA HOUSE 5F 
参加者数：16名

「○○らしくしなさい」「男/女ならこうするべき」
普段かけられる言葉や無意識の行動にふともやっとしたことは
ありませんか？　自分らしいって一体何？　誰が決めるの？
普段社会から当てはめられているジェンダーに関する
ステレオタイプやセクシュアリティに関する
もやもやについて話し合い、
多様な生き方に向き合うための対話型ワークショップを行った。

#オランダ
#自分らしく生きたい
#偏見の無い社会へ
#私にできることを知りたい
#対話を通して自分の考えを深めたい

● グランドルールの説明
● nl/minatoの紹介
● ウォーミングアップ
● もやもやする性のはなし（トーク/シェア）
● まとめ

Organised by team haring

　まずはじめに、参加者全員でウォーミングアップを兼ねたフ
ルーツバスケット（椅子取りゲームの一種）を行いました。
鬼役による質問（例）「オランダに行ったことがある人」に該
当する人が立ち上がり、空いている席に移動し、椅子に座れな
かった人が次の鬼役になり、新しい質問を投げかける、といっ
たものです。

鬼役が質問を思いつかなかった時のため、質問項目のくじを
準備していました。「ダイエットをしたことがある人」といっ
た一般的な問いかけの他に、「恋愛中の人」、「少年漫画と少
女漫画だったら、少年漫画の方が好きな人」、「同性にキュン
としたことがある人」、「自分のことをセクシーだと思う人」、
「カミングアウトされたことがある人」など、性やジェンダー
に関係のある質問も混ぜておきました。筆者から見る限り、
ウォーミングアップの前には初対面の参加者同士、固い空気
もありましたが、フルーツバスケットをしながらお互いの共
通点を知ったり、ジェンダーに関わる質問にも慣れていった
りするなかで、和やかな雰囲気が生まれてくるのを感じるこ
とができました。

フルーツバスケットをするうちにだんだん和やかな雰囲気に。

興味があるテーマに分かれて話し合う。

Information

Keywords

Programme

　フルーツバスケットでのウォーミングアップ後に休憩を挟
み、3つのグループに分かれました。各グループ、4つのテー
マ「女性は脚の毛を剃るべきか」「男性が人前で泣くのはあ
り？」「結婚から連想をする言葉は？なぜ結婚するのか？」
「男性は総合職であるべきか？」から 2つを選択し、トーク
開始です。各テーマ 20分間、合計 40分間の話し合いの後、
グループで話し合われた内容を全体とシェアしました。

女性は脚の毛を剃るべきか
　エステに脱毛に行ったら全身脱毛を勧められたという女性
からのエピソードで始まった。その際には指の毛までは考え
ていなかったのになぜ全身脱毛を勧めるのか疑問に思ったと
のこと。また剃刀の CMで、剃っている映像は生えていな
い足を剃っている、本来生えているところを剃る映像でない
とおかしいという意見も出た。毛が生えていることそのもの
に否定的な先入観を植えつけているのではないか。いっぽう
で、毛そのものについては生えているのが恥ずかしい、生え
ていない方が女性に限らず男性もきれいに見えるという考
え、またそもそも女性に毛が生えていないと思う男性がいる
という発言もあった。女性の立場からは脱毛は痛い、また剃
ると肌荒れがするという意見もあった。そこから（生き物と
して）生えている毛をなくすのは不自然ではないかという話
になり、また脚の毛だけでなく眉毛、化粧、髪型などもイメー
ジありきのもので、同調圧力や日本にあるおもてなし文化が
その根源ではないかという考えが出た。（本吉亮介）

結婚から連想する言葉は？
結婚はするべきか？
　グループの全員が結婚願望は今のところないが、結婚につ
いて思い浮かぶ言葉としては「身を固める、家庭、子ども、
法律、財産、角隠し、家財道具」などが上がった。結婚をす
る理由としては、自分の身を守るため、社会的な信頼を得や
すいため、周囲からのプレッシャー、結婚はするべきだとい
う固定概念、歳をとった時に寂しいからという意見が出た。
また、経験のために結婚するのもありという意見が出た。明

確な結論は出ていないが、昔からの風潮で結婚はするべきと
いう固定観念が世の中に蔓延しているという話をした。（伊
藤 望）

男性は総合職であるべきか？
　世間一般的に女性は一般職、男性は総合職という考えは古
くて問題でしかない。そもそもこの言葉が存在するのは、バ
ブル時代から構築されたシステムやトップダウン方式の企業
体制などといった原因があり、バブル時代の負の遺産を潰し
て新たなシステムをつくるためにも壁を壊すことが重要だと
いう結論になった。（本田ひかり）

　最初は意見が出ない場合はどうしようか、どのようにファ
シリテーターとしてトークを進めていこうか迷いましたが、
いざトークが始まると参加者の方々が思い思いに意見を言っ
てくれて、驚くと同時に安堵しました。ファシリテーターと
して、トークを進行していくと同時に自分自身も意見を出し
たり参加者の意見を聞くことを楽しめました。新たな気づき

としては、結婚をするのはなぜ
かという問いに「社会的な信頼
を得るため」「経験として結婚
をするのもあり」など今まで思
いつかなかった意見や考えを聞
けたことです。また、「結コン」
といったように新しい言葉も生
まれて大変興味深いと思いまし
た。男性は総合職になるべきか
という問いでは、日本の労働観
から現代に残るバブルの影響ま
でさまざまな観点から話をする
ことができて満足です。もっと
長い時間を取って、ディスカッ
ションができたらおもしろそう
だと思いました。 

イベント参加者の声

 普段、こういった話をすると
きは、大抵同じ人、そういった
コンテクストがわかる人だと事
前にわかっている人とばかりだ
が、今回、初対面の人と意見
を交換することができ、とても
新鮮だった。

 ワークショップという形式で
合意形成をしたり、日本ではな
かなか参加したことがなかった
ので、楽しかった。どこかで導
入してみたい。

 さまざまな方とひとつのテー
マについてじっくり意見を交換
し、考えを深めることができた。

 トピックが浅く、べき論が多
く、対話より議論に向かわせる
テーマ設定だった。

 先日、別のイベントでも結
婚の意義について議論していた
のもあって、非常にタイムリー
な話題であった。日本の社会を
変えるのに少しでも貢献できた
らと思った。

 こういった場が多くなれば情
報発信や対話のきっかけになっ
ていいと思う。

 参加者が多様な文化的背
景を持っていたことから文化や
地域による差にも話が及び、日
本の現状を客観的に見てみるき
かっけになった。自分自身の経
験を語ってくれている人もいて、
安心できる空間だったのではな
いかなと感じた。

 「女性らしく生きる」という意
識や考えは変わりにくいと思う
けれど、自分の周りの人に「〇〇
しなくても／〇〇してもいいで
すよ」というと力になるかもしれ
ないと思った。

イベントを終えて
Text by 本田ひかり

話した内容をガラスに板書していく。

「結婚から連想する言葉は？なぜ結婚す
るのか？」をテーマに話し合ったメモ。
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Team haringは、2017年 12月 8日に「同性カップルの『パートナーシップの公的認証』に関する請願」を港区議会総務常任委員会で
賛成多数で採択した、港区議会議員にアンケートを行いました。その背景には杉田水脈衆議院議員の論考『「LGBT」支援の度が過ぎる』（「新
潮 45」2018年 8月号）を受けて、市民として出来る政治的なアプローチはなんだろうかという議論がありました。港区議会議員にアンケート
を行うことで、採択後の制度づくりがどう動いているのかを知りたい、また市民が政治を監視しているという意思表明ができればと考えました。

請願の趣旨
同性同士で生活する者も家族として扱う「パートナーシップの認証制度」などを創設し、
その存在を公に認める方策をとることにより、港区を性的マイノリティにとっても住みやす
い魅力ある国際都市とされたい。また、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルに「家
族」という単位で供与するサービスや行政事務を具体的に精査し、同性カップルにも適
用可能なものを提示されたい。さらに、港区の教育、福祉、医療、就業、その他行政活
動で性的アイデンティティ、性的指向による差別を許さないための諸施策を講じられたい。

議員の方々にジェンダーに関する
知識や認識がそこまでないのでは
ないかと疑問に思いました。その
せいで日本ではなかなかジェン
ダー関連の法律整備や支援体制が
整わないのではないかとも考えま
した。地道に行政や国に現状を改
善するための働きかけをするのが
大事なのではないかと思いました。
（例 :ジェンダーや LGBT関連の
活動をしている議員に投票する、
署名活動など）自分たちができる
行動としては、以前開催したイベ
ント主催（P21-23）や LGBTの
人たちが自分たちの意見を率直に
言える場づくりをするのが大事な
のではないかと思いました。

率直な感想として、請願に対して
賛成が多かったとしても、「触ら
ぬ神に祟りなし」的な人が多いの
ではと推察しました。本当に興味
を持って取り組んでいる議員は極
めて少ないと思われました。やは
り区政は都政や国政の下にあるた
め、区でできることの限界（法整
備がなければ動けないなど）を認
識している区議がどれくらいいる
のだろうか。有権者としての声を
届けるという意味では、きちんと
したレポートを送付して、今後の
議員活動にこの問題が無関心では
いられないのだということを注意
喚起できたらと思います。

請願が採択された際に反対していた政党から
はほとんど反応がなかった。
➡今年、国会議員の発言による炎上事件もあったので、
その影響でこの類の質問には回答しないようにしている
のかもしれない。

困難を感じる人がいれば助けるのは当然という
人が大半。
➡オランダでは多様性におけるメリットや合理性を主張
する意見もあった。
➡日本の場合は感情論的に同意する人が多いのではな
いか。

賛成派のなかでも個人としては、具体性に乏し
い（活動を意識している人は少ない印象）。
➡反対派の意見がないのは残念。その理由もその人自
身の意見がないように感じた。

「いいえ」と答えた人のなかにも、制度が利用
されるように慎重に進めていかなければならな
いのではないか、また制度を乱立してしまうこ
とについて危惧する意見もあった。
➡ムーブメントにしていくことが重要だと感じるので、都
や国で実現していく際に精査することは必要だと思った。

➡その後の質問で、具体的な行動としては「見守りたい」
と書いてあった。放置しているだけでは？

少子化や税金に関することを論点とする（人権
は認めるけれど、制度をつくるのは反対など）
という意見があった。請願をした人が子どもに
対する行政投資に積極的だったから、請願を
認めるという回答をした人もなかにはいる。
➡立場によって結婚というものが持つ意味が違うことを
感じた、改めて考えさせられた。

採択後の動きがわかりにくい（どういう仕組み
で制度化が進んでいくのか。だれが、どのよ
うになど）ので、もっとリーチする方法があっ
たら興味を持つ人はいるのではないか。例え
ば自分の自治体のお知らせに関してはどうか。
広報誌や区のウェブサイトなどはあるけれども、
あまりアクセスしない。やはり距離感がある。

ジェンダーや LGBTに対する回答が思ったより
も、興味がなさそうな回答で驚いた。もちろん、
力を入れて活動している議員もいるがもう少し
数が増えてもいいと思った。

回収：19人／34人（回答率55.8％）

問1の回答
はい：13名　いいえ：4名
無回答：2名

本田ひかり

本吉亮介

議決結果（各会派の態度）採択
反対：自民党議員団、
東京維新の会
賛成：みなと政策会議、
公明党議員団、
共産党議員団、港区民と歩む会、
街づくりミナト

（出典：港区議会ウェブサイト 
https://gikai2.city.minato.
tokyo.jp/index.asp）

問1  「同性カップルの『パートナーシップの公的認証』に
 関する請願」の採択にあたって賛成しましたか。

問2 その理由

問3 区としてどのような施策やアクションプランが
 必要と考えていますか。東京都や国の単位では
 どのような動きがありますか。
 またその実現にあたって、議員個人として
 どのような活動や働きかけを行っていく予定ですか。

問4 このアンケートの回答を、活動の記録として
 アーカイブブックやウェブサイトに、御貴名とともに
 一般公開してもよろしいですか。

請願29第10号
同性カップルの「パートナーシップの公的認証」に関する請願

港
区
議
会
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト

分析

集計結果アンケート内容

Feedback Events in Minato Feedback Events in Minato

回収

はい
いいえ

無
回
答

未回収

W e led a workshop about how we can 
embrace diverse lifestyles. We talked 
about how problematic we found 
everyday comments and unconscious 

behaviors that imply “Be more feminine/masculine” and 
“Men/women should do/be X”, and how such words and 
actions made us doubt ourselves and our own identity. We 
also talked about the difficulties we had with mainstream 
society’s stereotypes around gender, as well as the 
confusion we experienced around sexuality. 

Keywords
#Netherlands #I_want_to_live_my_way #Towards_a_
prejudice-free_society #I_want_to_know_what_I_can_
do #Through_conversation_I_want_to_deepen_my_
understanding

Fruit Basket warm-up

First, we conducted a warm-up activity to get ready to 
talk about the tricky elements of gender and sexuality. 
The warm-up was a “fruit basket” game, where people 
took chairs away as they answered a question.

For when the chosen person couldn’t think of any 
questions, we prepared some of our own. These mixed 
general questions such as “Who’s gone on a diet before?” 
with questions relating to gender, such as “Who prefers 
manga where young men are the protagonists over 
manga where the main character is a young woman?”, 
“Are you attracted to the same sex?”, and “Do you have 
any experience of somebody coming out?” By playing the 
fruit basket game we learned what we had in common 
with each other and got used to these personal questions, 
creating a friendly and open atmosphere. 

Participants share their feelings about tricky 
gender issues

After playing the fruit basket game, we split into three 
groups. Each group chose two out of these four topics: 
“Should women shave their legs?” / “Can men cry in front 
of others?” / “What words do you think of when you think 
of marriage? Why should you get married?” / “Should it 
be only men that are put on the career track?”. We talked 
about each topic for 20 minutes, and then shared 
a summary of what we had talked about with the rest of 
the group. 

Should women shave their legs?

Participants shared various stories, from a woman who 
went to an aesthetician for laser hair removal and was 
recommended to remove all her body hair, to someone 

Event Report: 1

organised by team haring

Let’s talk about _
Talking about tricky gender issues

who thought it was strange that in a razor advert, the 
model seemed to be shaving an already hairless leg. It 
seemed that there is a negative prejudice about body 
hair in general. On the opposite side of the spectrum, 
participants talked about how they feel embarrassed 
when they have hair growth on their bodies, and that they 
are more attracted to people (not only women but also 
men) when they don’t have body hair. Some noted that 
there are even men who think that women don’t actually 
have body hair, due to the social norm of so many women 
getting rid of it. Other people suggested that getting rid 
of body hair is unnatural, while others thought that the 
social standards for not only leg hair but also eyebrows, 
make-up, and hairstyles are all a result of social pressure 
to conform. 

What words do you think of 
when you think of marriage? 
Do you think you should get married?

Words that participants associated with marriage 
included “settling down”, “domestic”, “children”, “legal”, 
“finance”, and “household goods”. As reasons to get 
married, participants offered “it’s a way to protect 
yourself”, “it’s easier to gain society’s trust if you’re 
married” “pressure from surrounding people”, “it’s just 
expected that everyone should get married”, “because 
you’ll get lonely as you age”. One person also expressed 
their opinion that one could also get married just to 
experience what it is like. While there was no hard and 
fast conclusion that emerged from our discussion, there 
was a feeling that the traditional idea that everyone 
should get married is still widespread in society.  

Should it be only men 
that are put on the career track?

In society, the idea that women should be employed as 
general staff and men should be set on a career track is 
an old-fashioned and problematic idea. The fact that this 
phrase even exists is due to the system of a top-down 
corporate structure built during the bubble era. The group 
concluded that to break this bitter legacy, we need to 
break down these walls and silos.
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哲学対話「あなたも私も幸せですか？」
─自分らしいってどういうこと？─

活動記録
Text by ナオコ

日時：2018年11月17日（土）14:00～17:30（13:30開場）
対象：どなたでも
会場：SHIBAURA HOUSE 5F 
参加者数：10名

オランダのアムステルダムで出会った人々や、
オランダの政策、社会制度、家族のあり方、
働き方などについて共有した後、参加者と一緒に身近なことや
自分自身に目を向けて、日々何気なく使っている
「ふつう」「みんな」「自分らしさ」について対話をした。

● nl/minatoの紹介
● アイスブレイク
● オランダで感じた「家族」について
● グランドルールの説明、哲学対話
（1）普通ってなんだろう？ ─社会の中で作られる普通
（2）みんなって誰だろう？ ─空気を読むこと・多数派／少数派
（3）個性ってなんだろう？ ─自分らしいってどういうことか／
価値観や文化の違いをどう受け止めるか
● 造形
● シェアの時間
● まとめ

8月8日 オランダでの具体的訪問先、
  質問内容について精査
8月20日 オランダ渡航中のスケジュール、
  訪問先での質問等について議論／
  イベントの内容について、具体的に決定
8月28日 オランダでのスケジュールリストづくり／
  チームハイネケンの立ち位置の確認
9月上旬 オランダ視察
9月25日 オランダ視察の報告
10月10日 イベントの計画
10月17日 イベントの計画の詳細決定（役割分担・
  タイムテーブル・必要備品・グランドルールなど）
11月13日 アンケートの文言推敲・進行表作成
11月17日 イベント実施・反省会

オランダについて知ろう
　まず、メンバーが知っているオランダについて、持ってい
るイメージや印象を話し合った。メディアを通して語られる
オランダや、実際に現地留学をしていた時の経験や、日本と
オランダの歴史的繋がりのなかで、長崎に残るオランダの文
化、ヨーロッパの歴史のなかで果たしたオランダの役割や位
置付けを元に、各自がこれまでに形成してきたオランダにつ
いての知識やイメージを伝え合った。
次に、これらの知識やイメージ、印象について、チームで同
じ映画や本を読むことで、さらに深めた。日本映画は各自事
前に視聴しておき、オランダの家族のあり方を描いたショー
トムービー「Zappbios Rabarber」、「Gloria」を一緒に視聴

チームミーティング
6月27日 活動の方向性を探る
  • オランダの家族の様子、学校の様子、
   家族関係や、教師と子どもの関係が
   滲み出るようなドラマや映画をみて分析
  • 日本の家族の様子、学校の様子、
   家族関係や教師と子どもの関係が
   滲み出るようなドラマや映画をみて比較
7月11日 ショートムービーを2つ視聴し、分析
7月26日 イベントの概要を決定／渡航組が
  オランダで何を見聞するか、
  どんな団体の誰を訪ねるかアイディアを出す

Information

し、気になったところ、オランダと日本の違いが際立ったと
感じたところ、振る舞いや台詞からオランダ人の価値観や世
界観、観念が現れていると感じたところなどを話し合った。

ムービーの視聴とブックトークの結果、我々が出したキー
ワードは以下の通り。
•親子関係と、個人対個人の関係など人と人の向かい合い方
•「役割」対「役割」として向かい合う日本のスタイル
•徹底的に個対個で向かい合うオランダのスタイル
•自由、自分らしさの表現
•個人の立ち位置と、その位置の流動性
 （日本：流動的、オランダ：固定的）
•社会の中における子どもの位置付け
 （日本：子ども＝おたまじゃくし、
 オランダ：子ども＝ミニカエル）
•色彩の選び方とジェンダーの描き方
•人の呼称から見え隠れする関係性

日本人とは、日本社会とは、
日本文化とは何だろう？
　オランダを知る過程で、日本との比較を通して日本を知る
こととなった。当たり前すぎて振り返ることがないことにつ
いて、考える機会を持った。
•挨拶にまつわる風習、習慣、振る舞い方から見える
 日本人の心について
•互いの呼称から見える、互いの関係の築き方、
 互いの捉え方
•子どもへの何気ない声掛けから見える、子どもの捉え方
• 「子どもが社会の中でどのように振る舞うと良しと
 されるか」から見える、子どもの社会的地位や位置付け

現地で何を知りたい？
• 何かにつけて、優れた面ばかりが発信される
 オランダについて、現地の人々の実感を知りたい。
•個人が際立つオランダにあって、LGBT、シングルマザー、
 多様な家族のあり方などの実態を知りたい。
•子どもが幸せであるイメージの強いオランダについて、
 日本との比較として夫婦共稼ぎ、週稼働日数3－4日を
 実現するにあたり、子育てよりキャリアを重視する人たちや、
 子育てとは関係ない世代は
 どう捉えているのか知りたい。

我々が見たい世界とは？
　team heinekenは、この活動
の始めから終わりまで一貫して
「日本人に受け入れ可能で実現
可能な」幸せの形を模索してき
た。オランダが辿った歴史的経
緯、オランダで実現されてきた

ことは、大いに参考にはなるが、日本にそのまま移植するこ
とは到底できないし、する必要もなく、すべきではないと考
えてきた。日本には日本が辿ってきた歴史があり、人々が大
切に引き継いできた文化や習慣、世界観があるため、それを
生かして日本型の幸福社会が実現されて、我々が見ることが
できたらどんなに素晴らしいだろうか、と常々話し合い確認
し合ってきた。
確固たる強烈な個人を形成しない日本人、他者との関係性の
中で自己を規定する日本人にとって、「みんなが少しずつ譲
り合い我慢し合う社会」ではなく「みんなが幸福になる権利
を保障できる社会」の視点に立てる世界を目指すには、他者
を知る機会が欲しい、他者と対峙する機会が欲しい、それは
対話からスタートするのであろうと考えた。

対話を通して我々の学びを分かち合おう
　この活動の集大成は、「対話」を中心に据えることと「自
己と向き合う」・「個人」を意識できることに我々は早くから
決めていた。他者と交流することで自己を知り、自己を知る
ことから他者を知る。「互いに譲り合い我慢を強いる」こと
を目的とせず、「互いが幸福であること」を目的とした活動
にしたかった。
そこで、次の 4つの構成でイベントを開催した。
•対話のための情報提供（オランダ渡航報告）
•哲学対話
•自己の学びをアート作品に表す
•感想、質疑応答の交流（対話）

活動を終えて
　今回の活動で感じた課題は、日本人が個人としてどう立つ
か、個人としてどう自己と対峙するか、他者と対峙するか、
であった。ここが明確になっている個人が集まると、自ずと
その個人は、社会とどう対峙するかが見えてくる。そうする
と、次は日本という国家が世界とどう対峙し、世界の中でど
のような役割を期待されて、どういう役割を負うことで貢献
し、どうリーダーシップをとれば効果的かが見えてくる。
team heinekenの活動は、小さくはあったがその根幹部分
へのアプローチに成功したと自負している。参加者が自己を
見つめ、自己に耳を傾け、他者と対話し交流することの心地
よさを実感していたことがわかったからである。
ただ、残念だったのは、港区の地域住民の多くに参加しても
らえなかったことだ。意識を高く持っている人だけではなく、
一般の住民に向けてこのような活動が届くことを今後の目標
とし、発信の工夫も必要だとわかった。

イベント参加者の声

 対話をすることの大切さ、楽
しさを感じた。

 自分の中にある感情や考え、
思いはモヤモヤのままでいい。

 自分がつくった作品や他者
がつくった作品を見て、説明を
聞いていると、社会の中で覆わ
れてしまった私の自己を、他の
人の中にも感じた。

 生活のなかで、自分の心に耳
を澄まし感じることを実践したい。

 自分の心の中をアート作品
に形づくる活動が心に残った。

 今後は、自分の心の中に耳
を傾けて見たい。

 哲学カフェを初めて体験し、
哲学とは難しいものとの観念を
持っていたが、とても深く楽しい
ものだと感じた。

 自分らしさがどこからくる
か、環境によって影響を受ける
ことなど考えるきっかけを得られ
てよかった。

 自己対話をすること、自分
らしさを実践したい。

 「自分らしさとは？」につい
て語りあったことが心に残った。
なぜなら、私がそのなかで自分
らしくいられた時間だったと感じ
たから。

 これからは自己の内面を感
情的に経験的に見つめ直すこ
と、形にすることを実践したい。
なぜなら、そうすることで、自
分がすがすがしい気持ちになれ
たから。

書き出した意見をもとにさらに対話を重ねる。

参考文献、参考資料：
書籍『０際から始まるオランダの性教育』リヒテルズ直子著
書籍『18時に帰る ―「世界一子どもが幸せな国」オランダの家族から
学ぶ幸せになる働き方』一般社団法人1 more Baby応援団著 
映画「そして父になる」是枝裕和監督

対話を重ねる。

オランダ視察の写真を交えて意見交換。

Feedback Events in Minato Feedback Events in Minato

Organised by team heineken

Programme
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共生社会を肴に語る、芋煮会

日時：2018年12月22日（土）14:00～17:00（13:30開場）
会場：SHIBAURA HOUSE 1F
参加者数：37名

「共生社会」とは、個人個人、生活環境、社会的背景が異な
る人々が、互いに認め合い、寄り添う社会ではないのか？
共生社会が成り立つ根幹は、他者を認め、自分も認める
ということが前提だと考える。これは、きちんと自己主張
しつつ、相手の主張も尊重するということである。オラン
ダはこのような考えが根付いていて、多様性な文化、共
生社会が成り立つ強みがあり、私たちが見習う部分であ
ると考えられる。社会的課題を抱えて生活している人たち
自身が社会的課題を乗り越える以外に、周りの人たちが
共感し、社会のシステムや制度が変わることによって解決
できる課題もあると考える。
今回、ゲストの方々のお話を通して、当事者や支援する
人たちと接触することによって、心理的な境界、距離感を
緩め、誤解、偏見の改善に努められると考えた。

員は日々の生活に対する支
援に手一杯なことが多く子
どもたちの情緒を育む時間
が相対的に少ないという話
を聞いた。そうしたことを
機に、さまざまな環境にあ
る子どもたちとアーティス
トの表現との出会いを通じ
て、夢や未来を描きやすい
社会づくりを考える、学びと創造のプロジェクト「dear Me
（http://dearme.a-i-t.net）」を立ち上げた。dear Meは、アー
ティストが作品を制作するうえでどのように社会や世界を眺
めているかといった学びの要素を組み合わせて創作すること
で、子どもたちに自由な発想をもたせることを目的としてい
る。施設に入所している子どもたちの多くは虐待やネグレク
トの理由で、自由な発想・発言ができる環境に置かれていな
いことが多い。衣食住だけでは人は豊かになれない。人とど
うやって繋がって、自分が生きやすい場所をつくれるのかが
重要で、そのための思考、考える力をつけることが必要であ
る。アートは答えがひとつではなく、多角的にみることがで
きる。アートを通して、今、置かれている場所はひとつでは
ないと発見する力をつけられると信じて活動している。

小林野渉
Freeushiku

　#FREEUSHIKUは、市民が入国管理局問題
について話し合うために始めたツイッター上の
ハッシュタグで、その後、入管問題についてさ
まざまな活動をオーガナイズする個人有志のグ
ループ名となった。入国管理局に対する人権問
題は日本の課題である。収容されるといつ出ら

堀内奈穂子
特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ［AIT／エイト］

　AITでは、これまでの主な活動として、現代アートの教育プ
ログラムMAD（Making Art Different）やアーティスト・イン・
レジデンスなどの活動を行い、アートの歴史や表現、あるい
は東京に滞在する海外のアーティストやキュレーターによる
知識をオーディエンスと共有する場をつくってきた。
なぜアートと福祉が結びついたのかというと、児童養護施設
でボランティアをしたことがきっかけ。児童養護施設の職

Information

イベント参加者の声

 社会を変えようとしている限
り、日本は真の意味で変わらな
いと思う。

 美味しいものを食べながら
話をするというのは良いものだ
なと思った。

 興味がある話を聞けて有意
義な時間でした。

 全体を通して体験に基づく
知見を直に聞かせていただくこ
との効果の大きさ、大切さを実
感した。

Organised by team ume-san

2グループに分かれて、今
日のイベントに参加した理由
などを含めた自己紹介。

芋煮を食べながら気楽に意見交換。

W e shared stories about the people we met 
in Amsterdam, as well as information 
about Dutch government policies, social 
systems, different family structures, and 

working styles. Then, together with participants, we 
talked about how we thought about ourselves and about 
things that have happened to us in our lives, before having 
a discussion based around topics such as:

Every day, we use casual expressions such as 
‘normal’, ‘everyone’, and ‘being yourself’. 

• What is “normal”? How is the concept of “normal” 
created by society?
• What does “everyone” mean? Reading between the lines 
and the distance between the majority/minorities
• What is “individuality”? What does it mean to be 
yourself? How should we see differences in culture or 
values?

Learning more about the Netherlands

When team heineken began their activity, participants 
shared what they knew about the Netherlands, based 
on what they’d read or heard in the media, what they’d 
experienced studying there, or things they had learned 
about the historical connections the country had with 
Japan, or the position and role that the Netherlands had 
in European history. By doing so, they built up an image of 
the Netherlands. 

Next, the team watched the same films, or read the same 
books, or watched short movies that gave an impression 
of a Dutch family, such as “Zappbios Rabarber” and 
“Gloria” and then discussed things that stood out to them, 
including the differences between the Netherlands and 
Japan that they noticed, or certain Dutch values that they 
picked up from the actors’ behavior or their lines. 

What do we mean when we say 
“Japanese people”, “Japanese society”, 
and “Japanese culture”?

The more we got to know the Netherlands, the more we 
were able to compare it to Japan, and to notice more 
things about Japan. We began to think about how we 
take some things for granted so much that we don’t really 
examine them. 

• By looking at Japanese customary greetings, habits, and 
behavior, what can we notice about Japanese people’s 
sensibilities?
• What can we learn about looking at the way we address 
each other, the way we build relations with one another, 
and the way we perceive each other?
• Looking at the way we casually address children, what 
can we learn about the way we perceive them?
• What does the way we judge children’s behavior say 

Event Report: 2

organised by team heineken

Philosophical dialogue: 
“Are you and I both happy?” 
What does it mean to be yourself? 

about children’s position in our society? 

What do you want to learn in the 
Netherlands?

Looking towards our trip to the Netherlands, we 
discussed what we wanted to learn.

• We always hear very positive things about the 
Netherlands, but what do people living there really feel? 
• In a society which seems to put a lot of emphasis on 
the individual, what is the reality for LGBT people, single 
mothers, and  alternative types of families?
• The Netherlands, which is reputed to have the happiest 
children in the world, has made it possible to have 
double-income households and for people to work just 
3-4 days a week. What is it then like for people who put 
more emphasis on a career over raising children, or for 
members of generations who have nothing to do with 
raising children? 

What kind of world do we want to see? 

team heineken looked into happiness, and considered 
what kinds of things Japanese people could accept, and 
what would be actually possible to implement in Japan. 
Although the examples from the Netherlands were very 
useful, we doubted whether Japan should, or could, just 
import those things without adapting them somehow. 
Japan has its own history, and its people have carefully 
sustained its culture and customs. We came to the 
conclusion that it would be better if we could cultivate a 
global perspective while creating a happy society that is 
still distinctly Japanese. 

In Japan, where people do not have the sense of being 
independent or isolated individuals, and where people 
tend to think of themselves as being determined by 
their relationships with others, we thought it would be 
better to aim towards a society that protects the right 
of everyone to be happy, rather than one in which we all 
shift our behavior to prioritize others and just put up with 
the consequent discomfort. To do so, we have to start by 
getting to know other people and begin discussions with 
them.

Sharing in each other’s learning through 
discussion

We decided quite early on that our range of activities 
would, mainly through conversation, focus on “looking at 
yourself” and “being aware of yourself as an individual”. 
By mixing with other people you begin to know yourself, 
and by knowing yourself you begin to know other people. 
Rather than encouraging people to prioritize others’ 
interests and endure whatever that entails (which is 
common in Japanese society), we wanted to orient our 
activities towards ensuring that everyone can be happy. 

Ending our activity

team heineken’s activity was short, but we felt proud that 
our approach towards the core elements was successful. 
We felt that participants were able to take a good look at 
themselves and to listen to themselves, partly because 
they realized how good it could feel to openly discuss and 
share things with others. 
However, it was somewhat of a shame that not many 
residents came from the local district, Tokyo’s Minato 
Ward. Our aim from now on is to reach a wider group 
of the general public, rather than only people who are 
already highly aware of these issues. We realized the 
importance of good communications to achieve this goal. 

Text by 梅木慎一郎
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T aking ‘Inclusive Society’ as our theme, we 
considered how the way of addressing social 
and cultural issues in the Netherlands is quite 
progressive, while comparing it to Japan and 

thinking about the possibilities for the same issues here.  
Is a society of co-existence not one in which people 
with different living circumstances and different social 
backgrounds accept one other? 

The core value of a society of co-existence is that people 
accept both themselves and each other. This means 
that, while looking out for your own interests, you also 
respect those of others. In the Netherlands this value 
is strongly rooted, resulting in a diverse culture and a 
society in which people can co-exist. We feel that we 
have something to learn from this. For those who have 
social problems or challenges, beyond trying to overcome 
those problems themselves, we feel that sharing and 
sympathizing with the people around them, and changing 
the social system can be one way to resolve these 
problems. 

This time, we realized that through listening to our guest 
speakers and meeting people affected by the issues that 
were talked about, as well as those championing their 
cause, we could soften psychological boundaries and 
feelings of isolation, and also reduce misunderstandings 
and feelings of prejudice.

Naoko Horiuchi
Arts Initiative Tokyo, AIT (NPO) 

AIT mainly works on an educational programme “MAD 
(Making Art Different)” and an artist-in-residence 
programme. Horiuchi started as a volunteer at a foster 
care institution, where she heard the staff didn’t have 
much time to spare for nourishing the children’s emotional 
needs. She thought that it would be good to help out with 
this by introducing the children, who were from all kinds 
of backgrounds, to artistic expression, and by doing so, 
contribute towards a society in which it is easier to have 
dreams about one’s future. With that as her motivation, 
she took contemporary art as her inspiration and created 
a project called “dear Me”, (to be found at http://dearme.
a-i.t.net), designed for children. Through art, she hopes to 
give people courage to realize that their current situation 
is not the only one possible. 

Noa Kobayashi
Freeushiku 

#FREEUSHIKU is a Twitter hashtag that was started to 
initiate discussions about immigration problems. It is 
also the name of a group that organises lots of activities 
around immigration problems. Human rights abuses in 
Japan’s immigration system is a big problem in Japan.

(A party where people 
share simmered taro 
is a common event in 
Yamagata and Miyagi 
prefecture among friends, 
family, school friends and 
work colleagues. It is an 
autumnal tradition, much 
like a summer barbecue). 

Event Report: 3
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A shared meal of simmered 
potatoes to talk about a society 
in which we can happily co-exist

Why are people being imprisoned? What does it mean 
for different cultures to co-exist together? Is it right to 
use foreigners to bolster our workforce to solve our labor 
shortage? In Japan some people say that workers from 
specific countries are useful, but not others. In that sense, 
we feel that Japan is behind on human rights.  

Yukari Matsumoto 
Kizunamail Project

Seven years ago, Matsumoto initiated the Kizunamail 
Project to prevent people from raising their children 
completely alone. To have children means having contact 
with hospitals, the local government and other local 
institutions, but many people find it difficult to initiate 
this contact or reach out for help. Many of these people 
feel that however much work they put into raising 
their children, they can’t avoid being stressed out. The 
Kizunamail Project therefore begins by sending support 
and advice to mothers from when they are pregnant until 
the baby reaches the age of three. 

Toshimi Kato
Spindle

Kato manages Spindle, a communication tool for women 
who like women. They aim to create lateral connections 
between women. As people age, there’s many life events 
along the way. When people are worrying about coming 
out, they can be greatly helped by advice from someone 
older or more experienced. Spindle’s role and function is 
to create these kinds of connections.

Emi Onizawa
Omnibus

Omnibus aims to maximize the possibilities and 
opportunities for people after they meet each other. 
(Because possibility=opportunity x selection). To make 
a society in which people can maximize their potential, 
regardless of their background, and avoid becoming 
alone, Omnibus focuses on three topics. 1) Children… give 
you lots of opportunities and lots of meetings to become 
adults who have curiosity. 2) LGBT… Omnibus aims to 
eliminate feelings of awkwardness around people, by 
encouraging people to turn those feelings into interest 
to be who you want to be. 3) Wine… wine is a tool of 
communication to become an educated and cultured 
adult. Omnibus uses wine as a way to connect people and 
to create good relationships between people. 

Closing the event

We feel that the evening really resonated with 
participants, and that thinking together about solutions 
for social issues, including improving systems in society, 
was a great way to create a space for further activities.

During the evening, we heard from three people who are 
working on issues through business enterprises, and two 
people who conduct activities in addition to their day job. 
Noa Kobayashi, who is one of the latter, answered the 
question, “Where do you get your motivation from?”, by 
saying: “I try to not just feel angry towards society, and 
instead do everything in a playful and lighthearted way.” 
Toshimi Kato said that what people need as they try to 
cultivate relationships and to understand people is “more 
connection” — a comment that left a lasting impression 
on us. 
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れるのかはわからない。数か月で出られる人もいれば、何年
も収容されている人がいて、明確なルールがわからない状態
であり、収容されている間に精神を病む人たちがいる。収容
されるとはどういうことなのか、多文化共生とはどういうこ
となのか、労働者不足という課題解決のために、外国人を人
材と捉えて受け入れるのはどうなのだろうか。現場からは
あの国の人間は使える、使えないなどの発言があったりす
る。そういった意味で日本は人権後進国だと考える。外国人
にとって日本は働く場所として魅力的ではなくなってきてお
り、韓国や他のアジアの国への関心が高まっている。

松本ゆかり
特定非営利活動法人
きずなメール・プロジェクト

　7年前、孤独な子育ての
予防を目的としてきずな
メール・プロジェクトを立
ち上げた。周りの人に子ど
もが産まれて「おめでとう」

と言える社会を目指している。毎日、LINE・メールで妊娠
中や産後のアドバイスなどを配信する事業。子どもを授かる
と病院、行政など、地域の繋がりが必要となるが、自身が積
極的に知識を付けないと繋がりにくい現状である。子育ては、
正解がないうえ、ひとりで悩みを抱え込みがちなので、妊娠
から 3歳まで毎日ひとりひとりに励ましを届け、応援する。
配信事業は、小児科医・産婦人科医、管理栄養士の協力を得
て運営している。
　また、コレクティブハウスで暮らしていて、そこには、ひとり
から家族まで住む部屋があり、キッチン、バス、トイレなどが
各部屋に備えられているが、共有スペースにキッチン、リビ
ングがあり、自主管理で運営している。月に1度の当番制で他
の住民の食事を用意するコモンミールという仕組みや、月に
1度の話合いは多数決で決めないというルールで行われてい
る。人と繋がるということは面倒くさいが楽しいことである。

加藤敏美
Spindle

　女性が好きな女性のためのコミュニケーション
サイトの運営をしている。縦の繋がりをつくるこ
とが目的である。年代が進むにつれてさまざま
なライフイベントがある。カミングアウトの悩み
など、年代が違う人から助言によって救われる
ことがある。このようなきっかけを与えられる役
割・機能を目的としている。また、LGBTが当たり前に感じる世
の中にしたい。そのためには、自分らしく生きる、他人に伝える
必要があり、身近な存在にならなければならないと考えてい
る。スピンドルは当事者に勇気を与えるサークルでありたい。

鬼澤絵美
株式会社Omnibus

　さまざまな人々の出会い
からひとりひとりの可能性
の最大化に繋げることを目的とする。可能性＝機会の数×選
択肢の数（可能性の面積）と考える。例えば、お金があって大学
に進学した場合、高卒の場合より就職の選択の幅が広いと考
えられるが、この可能性の面積は、人との出会いという「高
さ」を掛けることによって可能性の体積となり、増やしていけ
るという考え方である。誰もが孤立することなく、生まれた
環境にも左右されず可能性を最大化できる社会をつくるため、
3つのテーマを掲げている。①子ども…好奇心を育てる機会と
出会いを与え、偏見ではなく興味を持つ大人に。② LGBT…
自己の探究をサポートすると同時に他者への違和感を嫌悪で
はなく興味に変え、誰もが自分らしく生きる選択がしやすい世
の中に。③ワイン…ワインは教養であり、コミュニケーション
ツールである。ワインを通して、良質な出会いへと繋げていく。

イベントを終えて
　話を聞いた参加者が共感し、社会的課題解決にむけて一緒
に考えることによって社会システム、制度の改善に繋げられ
る活動の場のきっかけになったと感じているが、時間配分や
進行、誘導が上手くできなかったというのが反省点です。登
壇者と参加者とで対話し理解を深めることが目的であったの
だが、一方的な活動説明という形式になってしまいました。
今回、事業として取り組んでいる方 3名と仕事以外のライ
フワークとして取り組んでいる方の 2名の話を聞きました。
特にライフワークとして取り組んでいる小林さんが、「こう
した取り組みに関わるモチベーションはどこからくるのか」
という質問に「社会に対して怒りだけの感情でアプローチは
せず、悪戯心や遊び心を持って活動している」と答えたこと
や、加藤さんが人との関わり方と他者を理解するときに必要
なものを「接触量」という言葉で表し、説明していたことが

とても印象に残りました。「世界人権宣言」（第
3回国際連合総会、1948年 12月 10日、フ
ランス・パリ）の中で「すべての人間は生まれ
ながらにして自由であり、かつ尊厳と権利につ
いて平等である。すべての人は生命、自由及び
身体の安全に対する権利を有する」と宣言され
ています。全ての人がこのことを意識し、他者
に対しての関わり方を考えていく場が広がって
いければと思いました。

牛肉と舞茸が入った内陸の芋煮と豚肉と厚揚げが入った
庄内の芋煮の 2種類の芋煮の紹介をする田澤和佳さん。

芋煮を介して会話が弾む。芋煮
を調理するいい匂いが漂うなか、
イベントが進行。

会場からの質問に答える加藤さん。
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nl/minatoを通して
感じた自身の変化
ふうか　私は LGBTの問題にそれほど強い興味がなかった
ので、ニュースなどで知っている程度だったのですが、話を
直接的に聞いたことは刺激的で、世の中を肌で感じる感覚で
した。タイトルだけでスルーしていた記事をチェックするよ

うになりましたし、日本もどんどん変わっ
ていることを嬉しく思うようになって、私
にとって nl/minatoと出会えたことは良
かったなと思っています。
元行　私もひとつのニュースだけではなく
て、より広い範囲で見るようになりました
し、別々だと思っていたトピックが繋がっ

ているということを意識するようになりました。
きむ　LGBTやジェンダーのトピックについて、team 

haringで集まって話すために本を読んだりしました。おそ
らく、ひとりだけではしなかったことだと思いますし、意見
交換をすることで、自分以外の意見を知ることができるのは
楽しかったです。昨年は職場以外の人と定期的に触れ合うこ
とをするようになったのですが、それは nl/minatoでの活
動があったからだと思います。広い意味で社会を考えること
になりました。また、team ume-sanがオーガナイズした
芋煮会で登壇していた人たちがフリー志向の人が多かったの
で、いろんな生き方があると知ることができました。私も縛
られず自由に生きていけるという気持ちになりました。

中島　お茶会や芋煮会といった、食べ物を囲んでざっくばら
んに話す機会を持てたのが嬉しかったです。興味のある話題
を気軽に、でも世間話よりは濃い話をできる場をつくれたの
はとても良かったと思いました。今まで接点がなかったかも
しれない人を同じ場に集められる、食べ物の力はすごいなと
思います。
元行　食べ物があると緊張が解けますね。
中島　去年、連携した SHIBAURA HOUSEのフレンド
シップ・プログラムのひとつだったやる気あり美さんの
「KITCHEN」というワークショップ（どんなセクシャリティ
に対してもフレンドリーでありたい人なら誰でも参加でき
る、料理＆交流の場として、「おいしいご飯をつくる」とい
う目的を共有しながら、 自然に多様なセクシャリティに触れ
る機会をつくるワークショップ）などもその例かもしれませ
んが、何かのトピックを真面目に議論するだけではないのが、
nl/minatoらしさなのかなと思います。
元行　今年のプログラムは、去年の専門家からのレクチャー
が中心だったプログラムと比べて、ちょっと変えたところが
あります。イベントに来た人も話をできる環境をつくること

を心がけました。
ゆみ　私は nl/minatoに来ると考え方が似てい
る人たちに会えるし、日常生活や職場で言いづ
らいことが言えて、居心地がいいなと思ってい
ました。それから、実際にオランダ行ってみて
想像していたのと違ったのは、「アムステルダ

ムが小さい」ということです。東京という街の単位が大きい
からそう思ったのかもしれません。オランダでは、ものすご
くたくさんの人がリベラルなのかなと思ったけれど、人口だ
け見ると少ないのかもしれませんね。いろいろな方の話を聞
いて、アムステルダム以外の街ではアムステルダムのリベラ
ルさは感じられないんだろうなと思いました。ただ、アムス
テルダムの人たちは集団としては小さいけれど、パワーがあ
るのかもしれないです。
きむ　一般的な日本人と nl/minatoに集まっている人も
ちょっと違うのかなと思います。
ふうか　そういう意味でも nl/minato内での活動で満足す
るのではなく、これをどう拡散していければいいのかと考え
ることができたらいいです。
中島　イベントに来てくれる人はもともと興味がある人が多
くなりがちです。イベントに来ない層への働きかけも活動の
テーマにできたらと思うので、team haringがやった議員
アンケートは良い取り組みだったと思いました。「同性カッ
プルの『パートナーシップの公的認証』に関する請願」の採

nl/minatoを通して
挑戦したいこと
ナオコ　私はオランダ視察でも SHIBAURA HOUSEでの
活動においても、もう少し地
域の中に入って地域の人と何
かしたかったという思いが
残っています。参加を決めた
時には nl/minatoはそういう
活動をしているのかと予想し
ていました。大々的なことで
なくても、日本在住のオラン
ダの人と港区に住んでいる人
と会うというコンパクトなこ
とでもよかったかもしれません。
元行　先日、港区区役所に nl/minatoについて話をしてき
ましたが、確かに地域に入っていく難しさはあります。区民
へのアプローチは課題ですね。本当は SHIBAURA HOUSE
に来る子連れの親の皆さんに話を聞けたらいいのですが。
ナオコ　nl/minatoのような活動をしている港区に住んでい
ることに誇りを持てるようになれると良いですね。社会が変
わってゆく時というのは、多くの場合、既に身近なところで
その変化が始まっていて、それが混在する形で存在していま
す。それらの既に存在しているけれど、まだ顕在化していな
い人たちを巻き込めたらいいのかなと思います。プロジェク
トメンバーにもっと住民が入るといいかもしれないですね。
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nl/minatoメンバーとアドバイザー、
運営に関わったスタッフで、
nl/minatoの活動を通して自身が学んだことや
見えてきた課題などについて、
振り返りつつ、座談会を行なった。

出席者：

きむ
ナオコ
ふうか
ゆみ
中島 潤 （nl/minatoアドバイザー）

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

田代奈央

安部 良

伊藤 望

加藤賢治

日本的なコミュニケーションでは互いに
同調することが重んじられていると感じ
ています。だからこそ、意見が対立して
もOK、な雰囲気がありがたかったです。

専門も世代も違う人たちと旅をし、同じトピックで会
話を進めるなかで、他人の興味や好奇心が伝染して、
楽しみの幅が広がり、日常にあるトピックのなかに自
分が関わることの意義を見つけやすくなりました。

さまざまな価値観を持った人たちと
意見交換ができ、視野が広がるとと
もに、自分の考えを深められました。

日本も意外とだめじゃないな、という認識をもちました。
オランダには優れた思想や取り組みが多くあり、日本
には LGBTや貧困や政治的公平性などの多くの問題
がありますが、それは社会としての優劣ではなく、それ
ぞれの社会が解決せねばならない課題を持っていて、
両国ともに問題の解決に取り組む現場は、悩み苦しみ
ながら挑戦と失敗を繰り返しているのだと知りました。
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減が難しいですね。例えば、町内会活動は居
心地が良くないので、あまり気が進みません。
ゆみ　最近、youtube「せやろがいおじさん
（https://youtu.be/YhvBbpb3AD0）」 の 動
画にはまって見ています。社会問題に真っ正
面から切り込み、「人を傷つけない」笑いを追
求しているところに共感します。nl/minato
の自己紹介では、今日楽しかったことを話す
など、人がむやみに触れたら傷つけることに
触れない配慮（どのように呼ばれたい、職業
を言わなくて良い、など）がありましたが、
それは公共的な集まりに必要だと思いまし
た。
ナオコ　私は、どのように呼ばれたいかを尋
ねなければならないことが既に問題かなと思
いました。人権感覚が薄く、グランドルー

ル（会議やミー
ティング、ワーク
ショップなどを
行う際、安心安全
で実りある場にす
るために設定する
ルール）をつくり、
確認しなければな
らないのが日本の
現状ですね。顔も

わからない誰かを後ろ盾に、自分の意見をあたかも一般論の
ようにして、つまり「私だけではなくてみんながそう言って
いる」と主張するスタイルが横行しています。「私はこう考
える」と、主語を私にして話をすることが実りあるワーク
ショップにつながると考えています
きむ　ミーティングと違ってお茶会は何かを目的に集まって
いなかったのですが、それでも議題が自由だと難しいので、
何かのトピックが決めてあると良いなと思いました。

する前にもう少しお互いをわかってから、チームづくりをす
ればよかったかもしれないなと思いました。それから、明確
なゴールがないまま、初めて会った人たちとチームで活動を
始めるのは難しかったです。
ふうか　運営側の皆さんのほうで興味が似ているメンバーで
チームに分けてもらったのですが、自分たちで分かれたほう
がよかったかなと思いました。あと、チーム数がちょっと多

かったかなとも思います。
ナオコ　途中でチームが崩壊して行き
場がなくなってしまった人は、他のチー
ムに合流しましたが、結局、脱落して
しまいました。いつも全員が集まらな
くても、活動が続いていくように、大

きなグループ 2つくらいでも良いかなと私も思います。
中島　去年はインターンの皆さんの自主性に任せていたら、
イベント以外の活動がほとんど起こらなかったので、今年は
定期的に顔をあわせる機会としてお茶会を始めてみました
が、やはり顔を合わせることができない人とのメンバー間の
交流は SNSを使っても良いのかもしれません。
ふうか　社会人も多くなると、時間を合わせて会うのは難し
いですね。
ナオコ　オンラインでのミーティングも何度かしましたが、
私は実際に会って話すほうが好きでした。

中島　team haring は
紆余曲折しながらも継
続的な活動ができてい
た気がしました。活発
な議論を経てから、結

論を出せたことで、参加者にしっかりと意図を伝えることも
できたように思います。
ふうか　今年のメンバーたちも、来年も継続して活動するの
は難しいとしてもイベントは行く、というようなゆるいつな
がりができると良いなと思っています。
元行　初年度だった昨年はまず広く知ってもらうこと、今年
はイベントに来てもらって話をするということをメインにし
て、メンバーに学びを深くしてもらいました。自分の体験や
経験は残ると思うので、来年は、自分たちから活動している
場所に行くことをしたいと思っています。今まではキーワー
ドが先行していましたが、次はあまり細かく決めずにやって
みようと思います。

択に当たって賛成しましたか、という問に対して「はい」と
記入している議員の方が、記入され
ている「その理由」から推測するに
それほど理解が深い方でないのかな
と思うことはありましたが、「はい」
といったほうがいいかなとその方に
思わせるような時代の流れをつくれているのかなと思いまし
た。
元行　大使館に確認をとった議員もいたようです。
ふうか　個人的にどう思うかということではなく、そういう
ものだという建前でもいいから始めるのがいいのではないか
と思います。
中島　どうやって nl/minatoを社会に対して実行力がある
ものにするかを考えることができるといいです。
きむ　日本での政治は市民から離れていると思います。議員
や区役所がどう自分たちの声を受けているのか分かりにくい
です。
中島　nl/minatoというオランダと日本をつなぐ枠組みでは
あるけれど、日本について改めて知ろうというのはありかも
しれないですね。
元行　普段、区議会で話している話題に目を向ける機会がな
いですし。
ナオコ　team heinekenでは集まった時に日本の話をよく
していました。その時に自分たちの身近なことから遠ざから
ないで話すということを意識していました。壮大で崇高なこ
とに話が発展してゆくのではなく、常に身近なことや当事者
意識を持てる話題にするようにしていました。
ゆみ　オランダで子育て中の親の皆さんにお話を伺ったとい
うこともその結果のひとつです。

意見が違う人とも対話する
中島　nl/minatoだから話せることもあるので、そのさじ加

ふうか　例えば、その日のお茶会を仕切る担当者を決めてお
くとかも良いかもしれないですね。
ナオコ　ディベートを繰り返していると、「否定すること」
と「賛成しないこと」は違う、とわかってきて、意見が違う
という経験が怖くなくなっていきます。
中島　プチクラッシュを安心して起こせる場として nl/

minatoがあると良いのかもしれません。

nl/minatoを広げる
きむ　昨年、nl/minatoに参加した方とも交流したかったな
と思いました。
ナオコ　継続して参加しなければならない活動ではなくて、
一見さんでも来られるようなゆるい感じのほうが続けられる
ように思います。
中島　チームのミーティングは目的があるので、それと切り
離した集いの場をつくっていたら良かったかもしれないです。
ゆみ　芋煮会をやっていたら、近所の人ものぞいていました
が、入るまでには至りませんでした。
中島　フリースペースを
持っているSHIBAURA 

HOUSEをどうデザイ
ンして行くかを考える
ことになるかもしれま
せんね。
ナオコ　そうすると nl/minatoらしくなっていくかもしれ
ないです。
中島　実験的に nl/minatoメンバーが週末に SHIBAURA 

HOUSEを開けてみるとか。
ふうか　私はこのあたりに住んでいますが、近所に住んでい
る人で平日は別のところに通勤している人たちも多いと思う
ので、土日に SHIBAURA HOUSEが開いていたら来ると
思います。

チームでの活動・運営に関して
きむ　チームづくりはとても大事だと思うので、チーム分け

梅木慎一郎

本吉亮介

nl/minatoに参加し、オランダが社会的な問
題に取り組む姿勢に驚くことが多かったです。

自分にとっては、年齢も職業も違う、普段接点のない方 と々、話
しにくいことを話せたことに nl/minatoに参加した意味を感じて
います。今まではどちらかというと社会に積極的に目を向けるこ
とが少なかったのですが、nl/minatoを通してさまざまな意見
を聞き、議論し、社会への関与などについても以前より深く考え
るようになりました。ひとりで出来ることは小さいかも知れません
が、それは大きな流れを起こすきっかけになると信じています。

岸田祐佳

本田ひかり

真下 麗

きっと分かり合えないと諦めずに、知りたい・
分かりたいという気持ちで対話を重ねていく
べきだなと思いました（完全に自戒として）。

年齢や立場が違う人 と々、ジェンダーや政治に関する話など、
さまざまなお話をすることができてとてもおもしろかったです。

人の意見を否定する人が誰もいず、いろいろな思いを受け
止めてくれるメンバーと価値観を共有する場が新鮮でした。
多様性を受け入れるオランダに通じるところがありました。

Review Review
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Talk:
What we 
learned and 
issues that 
we noticed

Review Review

nl/minato members and advisor who 
were involved in operations held a 
meeting to look back on nl/minato’s 
activities to talk about what they 
learned and issues that they noticed. 

Participants

Kim
Naoko
Fuka
Yumi
Jun Nakajima (nl/minato advisor)

Mami Motoyuki 
(SHIBAURA HOUSE staff, nl/minato project manager) 

Nao Tashiro

Ryo Abe

Nozomi Ito

Kenji Kato

I think that in Japanese 
communication, speakers 
tend to put a lot of emphasis 
on maintaining harmony with 
others. Because of that, I felt 
that the atmosphere here 
allowed there to be differences 
or conflicts in opinion, and I 
was grateful for that. 

Travelling with people from different 
generations who have different 
specialisms, while having discussions 
about certain issues, I couldn’t help 
but be infected by others’ curiosity and 
their interests. I was able to expand my 
horizons in terms of what I find fun, and 
I’ve also found it easier to find meaning 
in engaging with everyday topics. 

Through exchanging opinions with people 
that have different mentalities and values, 
I was able to expand my perspective and 
deepen my way of thinking. 

I realized that Japan is not as bad as I 
expected. The Netherlands has an admirable 
mentality and impressive initiatives, while 
Japan has many problems such as how LGBT 
people are treated, as well as poverty and 
political equality, but that’s not to say one 
society is superior or inferior to another. It’s 
more that each society has its own problems 
that it must solve. And for both countries to 
solve their problems, they have to repeatedly 
challenge themselves, even though that will 
involve failures and suffering along the way.

Personal changes people 
experienced thanks to nl/minato

Fuka   I was personally not deeply interested in 
LGBT issues and only knew as much as is presented 
in the news. So hearing a presentation that directly 
addressed this in detail was really interesting, and I 
felt that I got to understand the issue in a personal 
way. I’ve now begun reading articles that I would have 
just skipped before, and I’ve become glad to see that 
Japan is gradually changing in regard to LGBT issues. 
So I’m really glad that I encountered nl/minato. 

Mami   I have also begun to look wider, 
beyond the news, and have begun to see 
connections between topics that I used to 
think were separate. 

Kim   I read books about LGBT and gender 
issues for team haring’s discussions. I think 
that’s probably something I would not have 
done by myself, and I found exchanging 
opinions and listening to others’ viewpoints 
fun. I used to only mix with colleagues, but 
this year I began to have regular contact 

with people beyond my workplace, and I think that’s 
thanks to nl/minato’s activities. Also, there were many 
free-thinking presenters at team ume-san’s simmered 
potato party, and I got to learn about many diverse 
lifestyles and ways of living. I’ve started to feel that I 
also want to live in this free, unfettered way.

Something we would like to do 
within nl/minato

Naoko   During both our trip to the Netherlands and 

my activities at SHIBAURA HOUSE, I thought that I 
wanted to do more in the local area, with the local 
people here. When I decided to participate in this 
project I thought that’s what nl/minato was doing. 
Even if I don’t make it a big project, I would have liked 
to have found Dutch people living in Japan and also to 
have found more people living in Minato Ward. 

Mami   The other day, I was talking about nl/minato 
with the Minato Ward city government office, and I 
noticed that when you get into the local area things do 
get a bit difficult. How to approach local residents is 
one issue, for example. I do think we should be talking 
to parents who bring their 
kids to SHIBAURA HOUSE, 
though. 

Naoko   It would be good 
if people living in Minato 
Ward could start to feel 
proud of their ward for 
doing activities such as 
nl/minato. Most changes 
in society occur when 
lots of small things begin 
to happen around you 
and then start to mix 
and become connected. 
Those things might have already existed, but I think it 
would be good to involve people for whom it’s not yet 
visible. It might be good if more local residents join the 
project as members.

Jun   I was glad to get the chance to talk casually at 
events like coffee meetings or food-related events like 
the simmered potato party. I think it’s great that we’ve 
created a place where people can talk casually about 
topics they’re interested in, on a deeper level than the 

usual polite conversation or chit-chat. I think that food 
can be a really powerful thing to bring in people who 
haven’t yet come into contact with the project. 

Mami   Yes, food really loosens people up. 

Jun   Last year, the related SHIBAURA HOUSE 
Friendship Programme hosted a workshop called 
KITCHEN, organised by YARUKI ARIMI. The idea was 
that anyone who wanted to be friendly with people 
of all sexual orientations could take part in this event, 
at which food was served and it was easy to mix. 
Their aim was to create an opportunity where people 
could easily come into contact with diverse forms 
of sexuality, and a second goal was to make some 
delicious food. That’s one example, but I feel that 
nl/minato is really about not just discussing topics in 
a serious way, but adding something else.  

Mami   In contrast with last year’s program, which 
focused on lectures from experts, we changed things 
a bit this year. We tried to make an event with an 
atmosphere where visitors could also talk to each 

other. 

Yumi   I meet lots of people 
with similar viewpoints as 
me when I come to nl/minato 
and am able to say things 
that I usually can’t in my daily 

life or at my workplace. That makes me feel really 
at ease. Also, one example of how reality defied my 
expectations on our trip to the Netherlands was that 
I had expected Amsterdam to be a big city before we 
went, but it wasn’t. Maybe I thought that because 
Tokyo as a whole is really big. Although there are lots 
and lots of people in the Netherlands who are liberal, 
as a proportion of the whole population that might be 
quite small. I listened to lots of stories and it seemed 
that the rest of the Netherlands outside Amsterdam is 
not very liberal. However, even though that group of 
people in Amsterdam might be quite small, they seem 
to have a lot of power. 

Kim   Maybe the nl/minato members are also a bit 
different from the general public in Japan.

Fuka   In that sense, perhaps we shouldn’t just be 
satisfied with our activities within nl/minato, but 
instead should aim to spread it further. 
Jun   I think a lot of the people who came to the 
events are people who are already interested in 
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Shinichiro Umeki

Ryosuke Motoyoshi

When participating in nl/minato, I found 
many surprising things in the Netherland’s 
approach to dealing with social issues. 

I felt it was really meaningful to be able to 
take part in nl/minato, and to be able to talk 
about topics that are usually difficult to talk 
about, with people of different ages and from 
different workplaces, with whom I’d usually 
have little contact with. Until now, I had 
not thought that much about social issues, 
but having heard many different opinions 
at nl/minato and being able to discuss and 
debate them, I began to think much more 
deeply about my involvement in society, as 
well as other issues. Perhaps what I can do 
personally is very minor, but I believe that my 
actions could trigger a bigger wave of action. 

Yuka Kishida

Hikari Honda

Rei Mashita

I realized that it was really 
important to keep trying to 
understand things and to continue 
having conversations, even if you 
find them difficult to understand 
(this is a reminder to myself). 

It was really interesting to talk 
about gender and politics with 
people of different ages and of 
different positions in society. 

It was really refreshing to be in a place 
where we could share all kinds of ideas 
with other people, where no one denied 
others their opinions or standpoint. That 
was something that it had in common with 
the Netherlands, which accepts diversity. 

Review Review

about. 

Yumi   That was also a result of our conversations with 
parents who were raising children when we went to 
the Netherlands. 

Talking to people with different 
opinions

Jun   There are some things that can only be talked 
about because it’s an nl/minato event, so it’s hard to 
make a judgement about whether to tie up with more 
official events. For example, I’m not comfortable going 
to a neighborhood association meeting, so I don’t feel  
to explore joining up with that. 

Yumi   Recently, I’ve 
become addicted to this 
video called “The ‘That’s 
Right!’ Guy” (https://youtu.
be/YhvBbpb3AD0). I 
really like the way he cuts 
into social issues directly 
and tries to make jokes 
that don’t hurt or offend 
anyone. 
When people introduce 
themselves at nl/minato, I 
have a feeling that we try 
very hard not to offend 
anyone (for example, 
asking people their 
preferred pronoun or 

saying that they don’t have to tell people what they do 
for a job) but maybe that’s necessary at an open public 
gathering like this.

Naoko   I actually think that the rule we have, that 
everyone has to ask each other how they’d like to be 
referred to, is a bit of an issue. The fact that people’s 
awareness of the issue is actually quite shallow so 
we have to impose a blanket rule (that is designed to 
make people feel comfortable and to be constructive 
in meetings, workshops, and events) sums up where 
Japan is at with this issue. To say your opinion, some 

people pretend as if you are only doing 
so on behalf of the general public — like, 
“It’s not just me, everyone is doing this”. If 
you actually said, “I’m doing this because 
I believe in it”, I think we would actually 
have more constructive discussions during 
workshops. 

Kim   Tea meetings are different to meetings 
in that they don’t have a specific agenda or 
topic of discussion. But perhaps we should 
choose a topic for each meeting. 

Fuka   For example, we could get the person 
who’s running that tea meeting to decide on 
a topic. 

Naoko   One thing that has helped us 
become less scared of having a different 
opinion to someone is that, by having debate 

these issues. I think that we should focus on activities 
on motivating the kinds of 
people who don’t usually 
come to our events, to join. 
So I think team haring’s idea 
to give a questionnaire out to 
their members was a good 
initiative. 
I agreed to the ‘Petition to get same-sex partnerships 
officially recognized’, but I did feel that some 
lawmakers who signed ‘yes’, don’t really deeply 
understand the issue. But I do think we’re creating 
an age now when people have started to think that 
saying ‘Yes’ is the right answer. 

Mami   I heard that some lawmakers actually checked 
with the Dutch Embassy to see if they were  officially 
involved with this project.

Fuka   Perhaps it’s okay if people are just following 
what they think should be done for the sake of looking 
good, rather than what they personally feel. It’s a start.  

Jun   It would be good to think about how nl/minato 
could show society that it’s effective and can deliver 
something. 

Kim   In Japan citizens are quite far from the 
government and authorities. It’s hard for people to 
understand how lawmakers and local government 
officials are hearing what they’re saying. 

Jun   nl/minato is a project to connect the Netherlands 
with Japan, but perhaps we could explore how we 
could better get to know Japan. 

Mami   Normally, we don’t have an opportunity to look 
at what is discussed at ward assembly meetings. 

Naoko   team heineken talked a lot about Japan when 
we met. We were trying not to talk about things that 
were too far away from us. Rather than talking about 
grand, abstract things, we tried to root the discussion 
in things we had experienced, or experiences of 
people affected by the problems we were talking 

over and over again, we understand that there is a 
difference between denying something and not wholly 
agreeing with something.

Jun   I think it would be good if nl/minato can be a 
place where it’s okay to have some small clashes of 
opinion. 

Spreading nl/minato

Kim   I wanted to talk again to the people who 
participated in nl/minato last year.

Naoko   Rather than obliging people to come again, I 
think we should focus on making a welcome space for 
first-time participants. 

Jun   A team meeting has certain topics that need to 
be discussed, so perhaps it would have been good to 
make a separate space for general gathering.

Yumi   When we held the potato party, I saw local 
residents peeking in, but they didn’t end up coming in. 

Jun   It might come down to thinking about how we 
can design Shibaura House, which has this free space. 

Naoko   If we did that then maybe we would be able 
to be more ‘nl/minato’-ish. 

Jun   For example, as an 
experiment the members 
of nl/minato could go and 
open SHIBAURA HOUSE on 
a weekend. 

Fuka   I live around here, and 
I know that many people 
who live here work elsewhere on weekdays, so I think 
they might come if SHIBAURA HOUSE was open on a 
weekend. 

The team’s activities and 
operations

Kim   I think it’s really important to think about how 
we form a team, so before we divided tasks I think we 
should have gotten to know each other a bit better. 
Also, since we don’t have a really clear goal it’s hard to 
start activities in a team with people you’ve only just 
met. 

Fuka   On the operations side, people were divided 
into teams based on their interests, but maybe it 
would have been better to decide ourselves how to 

divide into teams. Also, I think we have 
too many teams. 

Naoko   Some of the people whose 
teams collapsed halfway through the 
process joined other teams, but they 
ended up leaving eventually. Because 
it was hard to get everyone together at 
the same time, I think it might be better 

to divide into two big groups if we want to continue 
our activities. 

Jun   Last year we entrusted interns to use their own 
initiative, but because they didn’t get involved with 
much activity beyond the event itself, we organised 
a regular tea meeting for them to get to know each 
other. But there was still people who didn’t get to meet 
others this year, so maybe it’s good to use social media 
for this kind of thing. 

Fuka   There’s a lot of people who have a day job, too, 
so it was difficult to find times for everyone 
to meet. 

Naoko   We had lots of online meetings, 
but personally I prefer to meet face-to-
face. 

Jun   team haring had a lot of twists and turns but they 
managed to pull through and complete their activity. 
I think they were able to produce a result because 
they had very active meetings and their members 
communicated their ideas and intentions very clearly.

Fuka   I think it would be good if we could maintain 
a loose kind of connection. For example, even if this 
year’s members can’t join next year, maybe they can 
still go to the events. 

Mami   Since it was the first year last year it was 
good for people to go wide and get to know things in 
a broad way. This year I think we focused on asking 
people to come to the event and members really got 
to deepen their understanding on things. I think that 
this will really remain as a learning experience for 
them, so next year I’m sure they’d like to go on with 
what they worked on this year. Until now the keywords 
and themes have had precedence but I think next year 
we shouldn’t make them too specific or rigid. 
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1  お名前
2  所属団体名
3  nl/minato 2018の活動の全体や
 プロジェクトメンバーの印象を教えてください。 
4  今年のnl/minato、あるいは参加したイベントの
 キーワードのなかで何に共感／共鳴しましたか。
5  関わってくださった活動またはイベントで、
 最も印象に残っていることは何ですか。（その理由）
6  関わってくださった活動またはイベントは、
 皆さまにとって、どんな場・機会になりましたか。
7  もし、nl/minatoでの経験がご自身の今後の活動に

 活かせるとしたら、それはどんな形で反映できると思いますか。 
8  事前準備も含め、「もっとこんな風に（改善）できたら
 もっと深い時間になったのでは？」と思うことはありますか。 
9  nl/minatoは今後も活動を継続していく予定です。
 今後こんなプログラムがあったら良いなと思うことが
 あればお書きください。
10  その他ご自由にお書きください。
11  （オランダ在住関係者のみ）今年のプロフラムを
 通して得た情報を元に、日本におけるどのような
 問題について知りたいと思いましたか。

オランダ現地コーディネーター

Coordinators in NL

1  堀内奈穂子
2  NPO法人アーツイニシアティヴトウキョ
ウ［AIT/エイト］
3  ひとりひとりのメンバーが、自分が抱え
ている問題意識を共有しながら、それを自
由な形式でアウトプットできる場のように思
えた。
4  ジェンダーについて多視点で学べること
（学ぶ意欲がある人が集まること）

5  一見、難しいテーマも、食などを組み
合わせることによって、間口が広く、参加
しやすいイベントだったこと。
6  登壇者とのその後の交流に繋がった。
協働の可能性を探っている。
7  イベントでの出会いや交流を、自身の
プロジェクトなどで発展させること。nl/

minatoとの協働など。
8  登壇者からの視点としては、「なぜ、多
くの中から今回このメンバーが登壇するの
か」という、主催者側のテーマや意図、掘
り下げたい議論について、事前にもう少し
理解しておきたかった。
9  海外のジェンダー、社会学の研究者など
を招聘したレクチャーやシンポジウム。子ど
もも一緒に参加できるセミナーなど。
10 

1  パウリン・メリス  
2  Waag
3  プロジェクトメンバーとのミーティング
は興味深く、意欲的でした。意見交換し、
SHIBAURA　HOUSEの取り組みについ
てより深く知ることができました。
4  コミュニティへの関わり、健康 
5  アムステルダムでの意見交換だけだっ
たので、答えるのが難しいです。
6  今回の意見交換をステップとして、今後、
コラボレーションできることを期待していま
す。
7  引き続き、コラボレーションできることを
願っています。
8  SHIBAURA HOUSE とWaagがより
深く協力するために交換視察を実施する可
能性について話せたらと思います。
9  テーマについても楽しみにしていますし、
（必要であれば）アイディアを共有できた
ら嬉しいです。
10 
11  日本における美術工芸やウェルネスに
興味があります。

1  小林野渉 
2  #FREEUSHIKU ／ Bottle Collective
／ K.I Sound Studio
3  私がいる環境や業界とは異なる視点か
ら知的関心を強く持つ活動でした。「建築」
的だなと思いました。
4  共生
5  共生を考える芋煮会。普段の「人権派」
の活動では出会えない人たちの交流が出
来ました。それぞれ切り口が違ったので、
各々の営業や興味関心のズレが面白かった
です。
6  私が登壇させてもらったことで、
#FREEUSHIKU や入管・収容所・移民
問題を知ってもらえました。私たちのキャ
ンペーンへの寄付をいただいたり、nl/

minatoで知り合った方が私のイベントや
パーティにお越しくださいました。
7  「場」を持つということがサロンの力。
港区というのは私にとっては動線なので、
今後このエリアが持つパワーや出会いを
もっと広く道にして繋げていきたいです。
8  私の活動は多岐にわたり、まとまりがな
いので、もう少し、キッチリとポートフォリ
オやプレゼン資料をつくっておけばよかっ
たです。
9  労働
10 また機会がありましたら遊びに行きます！

1  松本ゆかり
2  NPO法人きずなメール・プロジェクト
3  おだやか
4  共生社会と芋煮会。
5  各登壇者の話が少しずつ長引いたが、
集中して聞いてくれている姿勢。
6  励ましの場
7  皆の前で話し、聞き合うことの楽しさを
団体のスタッフに伝えたい。
8   
9  男性の地域参加について話してみたい。 
10 

1  キリコ・メカニクス   
2  
3  非常に教育的でありつつ、楽しみ、クリ
エイティブ
4  コラボレーション、異文化間、教育的、
オープン、分野横断的 
5  Sex Mattersのワークショップが最も印
象に残りました。 
6  どのように日本においてどのようなタ
ブーがあって、どのように受け止められて
いるか、知ることができました。  
7  日本のタブーに対する私の意識を少し
（おそらく、より注意深く）変えることにな
るかもしれないと思いました。
8  多文化社会についてもっと話すことでよ
り興味深い機会になると思います。 
9  1日ごとにテーマを設定することで、より
「問題」や「テーマ」に意識的になると思
います。
10 
11  性教育、売春

1  根津幸子  
2  Urbanberry Design
3  たくさんの好奇心と幅広いトピック 
4  健康、ジェンダー、親子 
5  パパ・ママトークで、家事と仕事がパー
トナー同士平等に分担、協力されている話
が聞けたこと。 
6  意見交換を通じてより互いを知る機会に
なりました。
7  オランダからの情報を個人的にももっと
発信できればと思います。 
8  渡航期間をオランダのホリデー時期とず
らすこととアポ取りを早めに始めること。
9  例えば、WaagはSHIBAURA HOUSE
との継続的なコラボレーションに興味を
持っていますので、検討してみることができ
ると思います。
10 
11  子どもの空間、遊び場

1  Name
2  Name of your organization 
3  What was your overall impression of the 2018 

 nl/minato project and our project members? 
4  What keywords do you associate with 

 this year’s program?
5  In your opinion what was the most impressive activity 

 or event that we organised as part of the program? 
 (Please explain why) 
6  What kind of opportunities did this year’s 

 project provide, and how did you engage 
 with these opportunities? 
7  How do you think your experience in the project will 

 affect your future thoughts and activities? 
 In what way has this program influenced you? 
8  After reflecting on your participation in nl/minato, 

 can you think of any ways that you could have 
 had a deeper involvement with the project? 
 Including preparation time, contents, planning etc. 
9  We are planning to continue the nl/minato project 

 next year. What do you expect from our the program, 
 and do you have any advice for our future direction?
10  Any comments are welcome.
11  (For people involved in the NL) Based on the 
 information you received in this year’s program, 
 what particular issues would you like to know 
 more about in the Japanese context?

1  Naoko Horiuchi
2  Arts Initiative Tokyo (AIT), a non-

profit organization
3  I thought it was a place where each 

and every participant shared the issue 
that they cared about in a free format.
4  Where we got to learn about diverse 
perspectives on gender (gathering 
together lots of people who were eager 
to learn)
5  At a glance, these were tough topics, 

but combining it with food made it 
easier to take part. 
6  I was able to mix with and talk 

to those who gave presentations. 
I explored the possibilities of 
collaboration. 
7  The people I met and talked to at 

the event will help me develop my 
own projects. I also appreciated the 
collaboration with nl/minato. 
8  As a speaker, I wished I had better 

understood what the hosts were 
planning beforehand. What were their 
intentions and their aim, what was the 
theme of the events (in-depth), why 
they had chosen the other speakers 
specifically out of all the potential 
people they could have chosen. 
9  Foreign gender specialists and 

sociologists giving lectures and 
symposiums. Seminars that children 
could also take part in. 
10 

1  Paulien Melis  
2  Waag
3  The meeting Waag had with project 

members was interesting and inspiring. 
It was great to exchange ideas and hear 
more about the setup and methods of 
SHIBAURA HOUSE.
4  community engagement, health 
5  cannot say, as we only had an expert 

exchange in Amsterdam
6  we see the expert meeting as a 

first collaboration that will hopefully 
continue the coming years. 
7  we hope to continue the 

collaboration
8  we would like to discuss the 

possibilities to organise an exchange 
visit from Waag to SHIBAURA HOUSE 
/ Japan, as a deeper engagement. 
And based on this exchange see if 
collaboration in a project can be 
continued.
9  we would love to hear about the 

theme, and are willing to share ideas (if 
necessary).
10 
11  we are interested in the context of 
health in Japan as well as the crafts and 
arts 

1  Noa Kobayashi 
2  #FREEUSHIKU/Bottle Collective/K.I 

Sound Studio
3  I felt really intellectually stimulated 

by mixing with people with different 
viewpoints to my own, because they 
work in different environments and 
industries. I thought it was constructive.
4  Co-existence
5  The simmered potato party where 

we talked about co-existence. I was 
able to mix with people working in the 
area of human rights that I don’t usually 
get to meet. Everyone had a different 
angle and it was really interesting to 
hear from people working in various 
industries, with diverse interests. 
6  I was able to give a presentation 

about my project #FREEUSHIKU about 
immigration, imprisonment and the  
problems with the importing of labor. 
This really helped our campaign, and 
people that I met at nl/minato came to 
our events and parties. 
7  I realized the value of having a place, 

such as a “salon”, to meet. For me, 
Minato ward is the center of a lot of 
my activities, so I would like to utilize 
the power of this area and broaden my 
networks here. 
8  My work is very diverse and it’s hard 

to summarize it or narrow it down. 
So I think it would have been good to 
have made a portfolio or to have made 
some kind of hand-out to go with my 
presentation.
9  To focus on labor as an issue
10 I’d love to come again

1  Yukari Matsumoto
2  Kizunamail project, a non-profit 

organization
3  Comfortable
4  The simmered potato party and the 
discussion about co-existence 
5  Everyone’s speeches and 

presentations were quite long, but 
everyone listened and followed very 
carefully.
6  It was a really inspiring place.
7  I want to tell my staff about how 

fun talking in front of other people and 
listening and talking to them can be. 
8  
9  I want to talk about men’s regional 

participation.
10 

1  Kiriko Mechanicus   
2  
3  incredibly educative, fun, playful and 

creative 
4  collaboration, intercultural, 
educative, open, interdisciplinary.  
5  I was most impressed by the 

workshop in the School by Sex Matters. 
6  I was able to understand more about 

taboo culture in Japan and how this is 
perceived.  
7  I think it will make my attitude 

towards Japanese taboo a bit different. 
Perhaps more careful. 
8  I think it would have been interesting 

to talk more about multicultural society. 
9  I think it would be wise to work 

in a more thematic way, per day! So 
have one ‘issue’ or ‘theme’ be the most 
important per day.
10 
11  Sex education, prostitution

1  Yukiko Nezu  
2  Urbanberry Design
3  A lot of curiosity and diverse topics 
4  Health, gender, parents & kids 
5  In the Parents talk we heard those 

parents are equally collaborating and 
sharing time. 
6  It was an opportunity to learn more 

about each other through an exchange 
of ideas. 
7  I would like to send more information 

from the Netherlands.
8  Avoiding to travel during the 

Dutch holiday period and starting the 
appointment early.
9  For example, Waag Society is 

interested in running a workshop at 
SHIBAURA HOUSE. Maybe we can 
discuss deeper or prepare something 
about that.
10 
11  Kid’s space and playground
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禁無断転載

About SHIBAURA HOUSE

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

SHIBAURA HOUSEは日々の運営テーマ
を、ローカル（友人のような関係をつくる
コミュニティ）とグローバル（海外とのク
リエイティブカルチャーのハブ）といった、
ふたつの領域で設定しています。オフィス
街と新しいマンションが混在する芝浦で、
企業で働く会社員と、生活の場とする住民
がお互いに気軽に知り合えるような機会と
して大小さまざまなイベントを開催し、地
域との関わりをつくる一方で、海外のグ
ループや文化施設、大使館と連携しながら、
海外の人々を招聘。ワークショップやレジ
デンスといったプログラムを用意し、彼ら
の活動を広く伝えています。

また世界で活躍する建築家・妹島和世氏が
手がけた SHIBAURA HOUSEの外観は
きわめて強いメッセージを放っています。
全部で 7つある階層は透き通るようなガ
ラス張り。内部の活動が外から見えるよう
にデザインされています。誰でも無料で
利用できる 1Fはガラス 1枚で仕切られ、
街に溶け込むような「リビング」。ここは
テーブルとイスが設置された公園のような
場所。2Fと 3Fは大きなテラスによって
立体的に繋がる「ラウンジ」で、落ち着い
て勉強や仕事ができるスペースです。4F
はデザインや印刷物を手がけるスタッフが
揃う「ワークスペース」。最上階はさまざ
まなイベントが開かれる「バードルーム」。
各階は大胆なスキップフロアで連続的につ
ながっており、空間全体の一体感が表現さ
れています。

実施期間：2018年3月 － 12月
会場：SHIBAURA HOUSE／オランダ王国大使館
活動記録：www.facebook.com/nlminato/
主催：SHIBAURA HOUSE
後援：オランダ王国大使館

SHIBAURA HOUSE
〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-4

Tel. 03-5419-6446

実施にあたり、多大なるご協力を賜りました
下記の皆様に心より御礼申し上げます。（敬称略）

トゥウン・アアルベルス、粟飯原 萌、イェルン・アベルス、
クリスティナ・アンデルセン、五十嵐美津恵、五十嵐 司、
池田絵里佳、岡本未来、イボ・クラソン、近藤彩音、近藤洋子、
佐藤彩有里、佐藤清加、サビーネ・ジンブレール、
ヴィンセント・スキッパー、高津稲穂、田澤和佳、棚橋 毅、
谷口未果乃、中條永味子、ボウ・ハンナ、リンゼイ・ハウスデン、
フロア・ファン・スカヘン、クララ・ファン・ダウケレン、
ディム・ファン・デル・ハウト、イェンス・ファン・トリヒト、
ジタ・ブハリ、古市昌一、エバ・ベルグハウス、フェムケ・ベルスマ、
デニス・ボンチェ、アルドリー・マルティネス、パウリン・メリス、
クリスタ・メインデルスマ、山下和宏、ロエラ・リーフェルト、
レネー・ロムケンス、和田明莉、港区議会議員各位

Project period: March – December 2018
Venue: SHIBAURA HOUSE / 
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Facebook page: www.facebook.com/nlminato/
Organised by SHIBAURA HOUSE
Supported by Embassy of the Kingdom of the Netherlands

We would like to express our sincere gratitude to all of 
the following people for their generous contributions in 
making this programme possible.

Teun Aalbers, Megumi Aibara, Jeroen Abels, 
Kristina Andersen, Midsue Igarashi, Tsukasa Igarashi, 
Erika Ikeda, Miku Okamoto, Ivo Clason, Ayane Kondo, 
Yoko Kondo, Sayuri Sato, Sayaka Sato, Sabine Gimbrère, 
Vincent Schipper, Inaho Takatsu, Waka Tazawa, 
Tsuyoshi Tanahashi, Mikana Taniguchi, Emiko Chujo, 
Bo Hanna, Lyndsey Housden, Floor van Schagen, 
Klara van Duijkeren, Dimme van der Hout, Jens van Tricht, 
Gita Buhari, Masakazu Furuichi, Eva Berghaus, 
Femke Bijlsma, Dennis Bontje, Aldree Martinez, 
Paulien Melis, Christa Meindersma, Kazuhiro Yamashita, 
Roëlla Lieveld, Renée Römkens, Akari Wada, 
Members of Minato City Assembly
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