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「KOBE デザインの日」記念イベント。
2011 年は “DESIGN FOR LIFE くらしとデザイン ” を
テーマに、地域・生活を見つめ、くらしの中の
身近な資源や課題に気づき、その活用や解決に向けて
行動するきっかけとなる、全 30 イベントが開催されました。
『.DOCK（ドック）』は、このイベントの一環として行われた
「デザイン都市・神戸のためのメディア 移動編集会議」から
生まれたメディア。多くのメディアを手掛ける
ニーハイメディアジャパンのルーカス・B.B 氏をゲストに迎え、
バスで実際に神戸の街を巡りながら生み出されました。
.DOCK = Document Of Creativity in Kobe
（神戸の創造性の記録）
国内外のクリエイターと市民が出会う
港のようなメディアを志向し、また、
神戸のヒト、モノ、コトをドキュメントし、
国内外に創造性のネットワークを拡げて行く

Design City on October 15th.
In 2011, a total of 30 events were held with the theme
ʻDesign for Life,ʼ as a chance to move towards solutions or
practical applications of design, and to recognize themes
and familiar resources in our livelihoods, looking hard at
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our lives and our local areas.
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of the “Kobe Design Day Commemorative Event 2011.”

「KOBE デザインの日」記念イベント 2011 をドキュメント。

All events are in chronological order; this is a collected

全イベントを時系列に並べ、どのような人が神戸にいて、

archive of ideas from the People of Kobe showing what

どのようにデザインを捉え、活動しているのかをまとめた、

kind of people are in Kobe, what kind of design has been

言わば神戸の人とアイデアのアーカイブです。

captured, and what kind of activites everyone is doing.
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“

そろそろ、デザインの対象を
「もの」の色やかたちに限定するのは
やめにしなければならない。

”

生きてくなかでのデザイン。我ながら、こなれないタイトルだと

て捉えるのが自然だろう。デザインも名詞としてのデザインではな

思う。しかし、私たちは 3 月 11 日、激 震に見 舞われ、以後、

く、デザインする、つまり動詞として捉える方がずっといい。

すべては変わってしまった。ものの見方が変わってしまったので
あり、すでに世界は地震以前の世界ではない。私たちはあらた

なぜそうかといえば、デザインを名詞として考えていれば、どう

めて、すべてを自分たちの「生」と結びつけて、考え直してみな

したって完成形ばかりに意識が向かい、できあがったこのかた

ければならなくなってきている。これが大上段に構えた大げさな

ちの車、こんな色 彩とシェープのワンピース、という具合に、

話でないことは、阪神・淡路の大震災を経験した神戸の人たち

他人の作業の結果ばかりを追いかけることになる。専門家の技

なら、わかってくれるのではないかと思う。

術やセンスはすばらしいものだし、最大限の敬意を払えばいい
けれど、それはあくまで「他人事」であり、自分が主体的にデザ

芹沢高志 特別寄稿 : 生きてくなかでのデザインということ

DESIGN IN OUR LIVES
Special contribution by Takashi Serizawa

しかしそうならば、それはデザインも例外ではない。

インに関わるわけではない。しかし動詞として考えれば、自分が

ごく普通、デザインとは「もの」の色やかたちを、ある枠組みの

取り戻す、と言ったらいいだろうか？

デザインするという感覚が戻ってくる。デザインを、自分の生に
なかで上手に収めてみせることと思われている。例えば車のデザ
イン、服のデザイン、建築のデザインといったように…。たしか

デザインを「自分事」にするのである。

に目に見える世界のことだから直観的にもわかりやすいが、それ
だけで捉えていたら、デザインの本質をあまりにも狭めてしまう。

自分の生を、よりいきいきとしたものにしていこうとする努力、

デザイナーという一部の専門家以外の私たちにとっては、結局

創意工夫、そのすべてがデザインであると言える。それこそが私

は好きか嫌いか、センスが良いか悪いか、まあそんな趣味嗜好

の考える「生きてくなかでのデザイン」ということだ。

の問題として処理されて、自分自身が生きていくことと直結はさ

神戸市はデザイン都市を推進している。しかしこれは、デザイン

れにくい。

された都市に生きるのではなく、市民ひとりひとりがいきいきと

それに最近では、都市デザインとか社会デザイン、システムデ

ジョンであろうと私は思う。その主体性こそが、時代を切り開く

ザインといった言葉も耳にするようになり、すでに「もの」では

推進力なのだ。

生きるために都市をデザインし続けるという、そんな都市のヴィ
「デザイン」を知っていますか？

芹沢高志（せりざわたかし）
1951 年東京生まれ。神戸大学理学部数学科、横浜国立大学
工学部建築学科卒業。89 年に P3 art and environment を

形をととのえること？きれいな配色？

なく、
「こと」のデザインが強調される時代にも入っている。
その上で、もうひとつだけ付け加えておきたい。私たちは一方的

開設し、さまざまなアート、建築関係のプロジェクトを展開する。

それもデザインの一部ですが、それだけでなく、

とかち国際現代アート展『デメーテル』
（2002 年）総合ディレ
クター、横浜トリエンナーレ 2005 キュレーター、別府現代芸

デザインは暮らしのさまざまなところに存在しています。

術フェスティバル
『混浴温泉世界』
（2009 年）総合ディレクター。
著書に『この惑星を遊動する』、
『月面からの眺め』、訳著にバッ

そもそも辞書を引いてみればわかることだが、英語のデザインと

に状況に振り回されず、かけがえのない自分を生きようと、自分

いう言葉には「計画」という意味があり、その結果として、確か

の生をデザインし続けていくわけだが、同時に人生は思い通りに

に「もの」や製品の色やかたちが決められることはあるけれど、

なるわけではない。予期せぬことの連続であり、だからこそ生き

もっと言えば、くらしをよりいきいきとしたものにする工夫、

クミンスター・フラー『宇宙船地球号操縦マニュアル』、エリッヒ・

それがデザインのすべてではない。もうそろそろ、デザインの対

るに値する。つまり、デザインは完成されず、つねに開いている

そのすべてがデザインだと言えるかもしれません。

ヤンツ『自己組織化する宇宙』
（共訳）などがある。

象を「もの」の色やかたちに限定するのはやめにしなければなら

ということだ。つねに開かれたデザイン、それこそが生きてるデ

ない。

ザインの要だろう。

Takashi Serizawa

「生きてくなかでのデザイン」
デザイナーだけのものではない、くらしの中にあるデザインについて
都市・地域研究家の芹沢高志さんからのメッセージです。

P3 Art and Environment Executive Director
www.p3.org

これはデザインに限ったことではないけれど、私たちはなにもか
も、
「名詞」で捉えたがる。実はこれこそが私たちが抱える最大
の問題のひとつに思えるのだ。生きてく現場で正直に考えれば、
すべてはプロセス、過程であり、本当はなにもかも「動詞」とし
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“

「KOBEデザインの日」記念イベント 2011

We have to gradually quit
limiting designʼs subject matter to
the colour and shape of ʻobjects.ʼ

”

Design in our lives. Itʼs not a smooth title if I say

live, if I think honestly, itʼs more natural to grasp it all

so myself. However, everything has changed after

as a process, a mechanism; in truth moreover a ʻverb.ʼ

March 11th and witnessing the severe earthquake.

Design is not design as a noun; it would be better if we

The way we look at things has changed and the world

thought of it as ʻto design.ʼ

is not the world it was. We have had to rethink how

DESIGN FOR LIFE
開 催 日：

平成23年10月8日
（土）ー 16日
（日）

Period:

8th Sat -16th Sun Oct 2011

開催場所：

神戸市営地下鉄海岸線沿線

Venue:

along Kobe city subway Kaigan line

総参加者：

9,490人

Participants: 9,490 person

主

催：

神戸市

Organizer:

Kobe City

共

催：

「デザイン都市・神戸」推進会議

Partner：

Design City Kobe Meeting

後

援：

神戸商工会議所

Supporter：

Kobe Chanber of Commerce and Industry

神戸ビエンナーレ組織委員会

The Board of KOBE Biennale 2011

Why so? If you think of design as a noun, no matter

「ＫＯＢＥデザインの日」記念イベント２０１１について

About the “Kobe Design Day” Event 2011

everything is attached to our ʻlives.ʼ I believe that if

what you will always be looking at something done

there are people who can understand that this is not

for the finished formʼs sake; youʼre in the habit of

an over-exaggerated speech with a haughty attitude,

chasing after the results of somebody elseʼs work like

itʼs the people of Kobe city, who experienced the great

the finished form of a car, or a dress with a certain

Hanshin earthquake.

colour and shape. A specialists skills and sense are a

その日から、被災地の復旧、復興のために自分たちに何ができるの

wonderful thing and itʼs important to pay the greatest

か、多くの人が悩み考え、
そして行動しました。
また、
あらためて人の

respect to them, but this will always be ʻsomeone

しあわせとは何かと考えた人も多いように思います。

However, if this is the case then design is not an
exception.
Routinely, design is thought of as skilfully achieving

elseʼs thingʼ to the last and totally unrelated to an

an ʻobjectʼ within a framework of colour and shape.

independent design for yourself. However, think of it as

Things like car design for example; clothes design,

a verb and the feeling that you ʻdesign yourselfʼ comes

architectural design. Certainly, it is intuitively easy to

back. Or should I say that you ʻregain your life?ʼ
Design is something to be taken as a ʻself matterʼ.

understand because it is a visual world, but if we only
grasp that idea then the essence of design is reduced.

You could say that creative originality and the effort to

In regards to all of us that are outside this group of

take possession of a more vivid life for yourself on the

2011年3月、東日本大地震により多くの尊い命が奪われました。

阪神・淡路大震災の経験を持つ神戸はその経験を活かしながら、
この度の東日本大震災でさらに気づいたこと、学んだこと、
そして、
それを踏まえて今後の生活を心豊かにしていけることを提示してい
かなければならないと考えています。
個人にとって、地域にとって、
そして、社会にとってのしあわせは、身
近なことから主体的に想像的かつ創造的に考えていくことからはじ

whole is design. This is the ʻdesign in our livesʼ that
I often think about. Kobe is established as a design

processed as something we like or donʼt, and think has

city for us. But this is not an existing city that has

今回の「KOBEデザインの日」記念イベント2011は、
「ひとがひとら

good or bad sense―a problem of likes and tastes.

been designed; I think itʼs a city with a vision, a city

しく心豊かにくらすデザイン」
をテーマに、地域、生活を見つめ、
くら

Recently, words like City Design, Social Design, System

constantly being designed for a rich life for each and

しの中の身近な課題に気づき、
その解決に向けて行動するきっか

Design are often heard, and we are already entering an

every citizen. And it is this independence that is the

けとなるデザインに触れる機会とするために開催いたしました。

era emphasizing the design of not ʻobjects,ʼ but ʻthings.ʼ

driving force opening up a new era.

You could start by looking it up in the dictionary; thereʼ

In addition, thereʼs one more thing Iʼd like to add.

s the English word for design which means ʻplan,ʼ and

We should keep designing our own lives―living as

although this consequently means the decisions of

irreplaceable individuals―without being thrown

colour and shape behind an ʻobjectʼ or manufactured

around arbitrarily by the current state of affairs; but

item, this is not entirely ʻdesign.ʼ We have to gradually

at the same time we shouldnʼt live just for our own

quit limiting designʼs subject matter to the colour and

pleasure. There is a continuous series of unforeseen

shape of ʻobjects.ʼ

things in life, and this is what makes it worth living.

まるのではないでしょうか。

themselves for the reconstruction and rehabilitation of the affected
areas.

exactly what ʻhappinessʼ is again. I believe that, while taking
advantage of the experience that Kobe has had with the Great
Hanshin Earthquake, we must present the additional things we have
noticed and learned from the Great Eastern Japan Earthquake this
have spiritually rich lives.
We believe that happiness―according to the individual, the local
area and society―begins by thinking about familiar things, and
then on to being proactive in thinking imaginatively, or moreover,
creatively.
The “Kobe Design Day” Commemorative Event 2011 had the
theme “Design for living with a rich human spirit,” and was held as
a chance to make us look hard at our local areas and lives, noticing
the familiar themes therein, and also a chance to feel a ʻdesignʼ that

「デザイン」
は、
目に見える物の「形や色」
だけでなく、課題発見から
計画や仕組み構築など、課題解決までのプロセスを含めた幅広い
意味を持っています。
そして、
その中で心豊かなしあわせを実現する
のが、神戸市の目指すデザイン都市です。

motivates us towards their solutions.
“Design” is not just the ʻcolor and shapeʼ of visible things, but
holds a broader meaning which includes the whole process of a
system or planʼs architecture, from the discovery of a challenge, to
itʼs settlement. And Kobe―aiming at being a true Design City―is

今回のイベントには多くの方々が参加し、課題、
目的を設定し、
デザ
イン、
アート、文化など様々な創造的活動を活用した課題解決や地
域の魅力向上のきっかけとなるイベントを開催していただきました。

implementing a spiritually rich happiness amongst all this. We held
an event in which a great number of people participated, creating
goals and themes with various solutions, and utilizing various
creative activities like design art and culture and a chance to improve
the charm of the local area.

to constantly grasp it as a ʻnoun.ʼ Frankly, I think this

constantly opening up. A vital point of living design is

今回の機会が少しでも、
イベントとしての｢デザイン｣でなく、行動と

is the greatest problem that we face. In the places we

that itʼs design that has always been opening up.

しての「デザイン」
が広がるきっかけとなればと願っています。

.DOCK

their worries, done things, and wondered what things they can do by

time round, and based on this what we need to do to continue to

specialist designers it is hard to come in direct contact

That is to say that design is never finished; itʼs

In March 2011, a great number of lives were lost in the Great East
Japan Earthquake. Since this day, many people have thought about

In addition, I think that there may be many people wondering

with design in our own lives; and so it is eventually

This is not something limiting design, but we seem

6

くらしとデザイン

We hope that we created even a small chance for ʻdesignʼ as a
action, rather than ʻdesignʼ as just an event, to start spread around.

.DOCK
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2011

10.7-18

10:30-18:00

2011

10.8,9,15

18:00-22:00

映画とブックデザイン

Iʼmaトークライブ vol.11, 12, 13

Movies and Book Design

I'ma Talk Live vol.11, 12, 13

神戸映画資料館

I 'ma

Kobe Planet Film Archive
http://kobe-eiga.net

http://www.wonderful-o.com/ima

場所

映画とブックデザインをテーマにした、以下の3つの企画から成るイベント。

場所

日常の中にあるデザインやアートに気づき、
より身近に感じてもらえることを目的した、
デザイン、文化、
アートに

神戸映画資料館

10/7-18 展示

映画のデザイン−鈴木一誌の仕事

Salon Iʼma

携わるゲストを招いた全3回のトークイベント。

10/15,16 上映会

本にしたい映画人−
『やくざの詩』、
『ヨコハマBJブルース』

( ハーバーランド駅 )

10.8

都築響一（編集者・写真家）
「あなたの日常に隠れた日本の姿」

映画の本を作る−ブックデザインと編集

参加人数

10.9

影山明仁（大北産業株式会社 代表取締役）

鈴木一誌（ブックデザイナー）
・山根貞男（映画評論家）

65 人

（新長田駅）
参加人数

10/16

201 人

対談

「好きな漫画の世界が現実にあったら!?名作マンガの間取りとは?」
10.15

Events featuring movies & book design; Hitoshi Suzuki invited as a guest book designer.

松村貴樹（IN/SECTS編集長）
「ローカルから生まれるニュートピア!?」

A Talk event with guests looking for new perspectives in daily life.

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

フィルム・アーカイブとして活動する神戸映画資料館の持つ資料（書籍・パンフレット・映画祭カタログ、
ポス
ターなど）
を
「デザイン」
という切り口で提示。本に限らず、工夫を凝らしてデザインされた
「物」
が身近にあるとい
うことに気づくきっかけになったと思います。
対談では造本の細部にわたる解説がスクリーンに画像を映してなされ、後日、参加者から以下のような感想

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

日常の中で見落としがちな事柄に関わる
「デザイン」
を、
ゲストのトークを通して感じてもらえるイベントを全3回
実施。ゲスト3名を選ぶにあたっては、
「デザイン」
という行為が持つハードル(デザイン業に関係する人しか理解し
がたい内容など)をより身近に楽しく、
時に論理的に話をして頂ける方を選定しました。
参加者からは
「デザインされた物は身近な所にもたくさんあった」
「まさかあんな物にもデザイナーという立場の

をお寄せいただきました。

人が関係しているなんて知らなかった」
「色々な業種の中にも計算されたデザインがあった」等の感想を聞く事が

「わが家の映画本たちのカバーを全部はずしてみたい衝動にかられています。大好きな本でも、
カバーもじっ

出来ました。

くり読んでなかったし、
はずした姿もみたことありませんでした。本が、作り手の時間と手間と愛情たっぷりにでき
あがるものであることを再確認しました。」
I think this was a good chance to recognize there are things around us that have been designed
from their origins with ingenious plans.

今だから言える一言：

今後のイベントにおいては、
「デザイン」
という言葉が持つイメージをより広く楽しい形で感じてもらえるよう、
会場

”

を飛び出し屋外を舞台としたり、
現場を訪ねたりと、
方法を変えて続けていければと考えています。
I think everyone was able to understand the broader image that the word ‘design’ holds.

”

ほかで開催されていたイベントと連携できればもっとよかったように思います。こちらのイベントの都合で交流会に参加できませんでしたが、こういう機会を継続して設けていただ
けると嬉しいです。
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2011

10.8-16

13:00-21:00 ( Sat, Sun, Public holidays 10:00-21:00 )

第6回金の卵オールスター
デザインショーケースKIITO巡回展
The 6th promise for the future: All-Star Design Showcase at KIITO

N P O 法人プラス・アーツ
Plus Arts NPO

http://www.plus-arts.net
場所

デザインの未来を担う全国の学生たちの「日常／非常ハイブリッド型デザイン」のアイデアを紹介する
『作品

KIITO

展示』
と、
『トークイベント』の開催、
そして、出展学生とKIITO 登録クリエイターの『ポートフォリオ展示』
を行い

（三宮・花時計前駅）

ました。

参加人数

トークイベントゲスト：佐野恵子(アクシスギャラリー)／太刀川英輔(NOSIGNER)

330 人

永田宏和(NPO法人プラス・アーツ)／原田祐馬(UMA/design farm)
A student exhibition with the theme "recommendations on ordinary and extra-ordinary hybrid design".

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

日常と非常はかけ離れたものではなく、隣り合わせにあるもの。
そんな視点で生み出された斬新な学生たちのアイデアに触れることで、
デザインがくらしの中で何ができるの
か？ということを少しでも考えるきっかけになればと思い、本展覧会を企画しました。
会期中の作品展示やトークイベントを通して、例えば祭りといった非常の場で昔の知恵やくらしに必要なも
のを継承するための仕組み、
つまり物や形をつくるだけではないデザインの力に改めて気づかされました。
今後も
「デザイン都市・神戸」
を担っていく若手クリエイターや市民、学生などの方々に対して、社会や地域
課題とデザインのつながりをイメージするためのきっかけづくりをしていければと考えます。
We were able to once again realize that the power of design is not just producing shape and color.

今だから言える一言：

”

1) デザインがくらしの中で何ができるのか？ということ考える場をつくる。2) デザインの未来を担う全国の学生たちのアイデアを神戸で発信する。という２つのコンセプトがあり、

佐野恵子（アクシスギャラリー）、太刀川英輔（NOSIGNER）、永田宏和 (NPO 法人プラス・アーツ )、

トークイベントに来て頂いた方には、ゲストの方のお話を直接聞くことができたため２つのコンセプトを伝えることができたかと思う。しかし、展示された作品を見るだけでは、1) の

原田祐馬（UMA/design farm）をゲストに迎えたトークイベント

目的については、十分に伝わりきっていなかったようにも感じる。全体としてのコンセプトを伝えるための仕掛けが、何かもう少し必要だったのではと思う。
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2011

10.9

10:00-16:00

2011

こうべガーデンカフェ 2011
神戸のごちそう、神戸のくらし、... そして旅

10.9

16:00-

,16

18:15-

関西カモフラージュドパーティ 神戸海岸線公演
Kansai Camouflaged Party

Kobe Garden Cafe 2011

こうべガーデンカフェ実行委員会

関西カモフラージュドパーティ

Kobe Garden Cafe Executive Committee

Kansai Camouflaged Party

http://kobegardencafe.com

http://kancamo.com

場所

第2回こうべガーデンカフェ2011は、“神戸のごちそう、神戸のくらし…そして旅”をテーマに、デザイ

場所

関西カモフラージュドパーティによる、台本、打ち合わせのない演劇「インプロ」公演。自動車整備工場「日

みなとのもり公園

ンやものづくりにこだわった3 9店舗、そして、神戸布引ハーブ園、
「 ハートニットプロジェクト」
（ 盛岡）

10.9

野モーターズ」、そして「丸五市場」商店街を舞台に、30 分ほどのステージを、3 分から 5 分の短いシーン

などが参加し、衣食住を通して、毎日の暮らしの中でデザインの楽しさを提案するイベントです。

日野モーターズ（苅藻駅）

を中心とした構成で行い、観客とともに物語をつくりあげました。 場所や職業といったお題をその場で観客に

Enjoy world travel in Kobe. Kobe Garden Cafe offers international food, tea, interior, zakka and music.

10.16

聞き、ふさわしいシーンをデザインし、演じました。

（三宮・花時計前駅）
参加人数
3,700 人

丸五市場（駒ケ林駅）

An ad-lib theatrical play by the Kansai camouflaged party.

参加人数
60人（9日20人、16日40人)

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

デザインという言葉の概念がとても広くなって来ている中で、形のないデザインと、形のあるデザイン、
その
両方共に敢えて、
ぬくもりのある手仕事やものづくりへのこだわりを伝えたいとの思いで開催しました。
イベントにありがちな、張りぼてで軽薄なイメージではなく、神戸らしい「くらしのデザイン」
を楽しむため
の、
たった一日だけの贅沢な時間を演出するものにしたいと思いました。
毎日の暮らしを素敵に楽しく過ごすための衣食住に関わるもの、音楽／旅／アート／クラフト／映画な

We think ‘design’ is the necessity to enjoy ourselves, our pastimes and the social problem that Kobe of all

今だから言える一言：

我々はお客さんからお題を頂いて、
その場限りのシーンを演じます。セットも衣装もなくお客さんの想像力
を大いに稼働していただいて、
イメージしていただくわけです。自動車工場や市場を、駅にも、城にも、殺人
現場にも、取り調べ室にも、
なんにでも変えることができます。お客さんそれぞれに想像力を発揮していただく
ンを想像することで、普段なかなか使わない脳の部分を使う感覚に陥り、大いに楽しんでいただけたと思っ
ています。

ぐものがデザインではないでしょうか。
「神戸の地場産業はデザインです」
と言える日が来るように、神戸

places especially should think about (having experienced the earthquake)—and what ties it all together.

イベントを通して感じた「デザイン」

ことで、物質的なデザインがそこに無くても、物は作り出せる、
というデザイン性を狙いました。お客さんはシー

ど文化的なもの、
そして、震災を経験した神戸だからこそ考えければならない社会問題、
そのすべてをつな
の“たからもの”を発信し続けたいと考えています。

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

ゼロから作り上げるこういった芝居に「デザイン」
との繋がりの一端を見出せたと感じています。
また、
ほか

”

自分の日常生活にデザインは関係ないもの、難しいもの、商売にならない、などというイメージが一般的にはあるらしい。味はとてもおいしいのに、パッケージがダサイから買い

の団体にはない「物語のデザイン」
を打ち出せたのではないでしょうか。
I think that everyone had a good time with scene design imagined from drama stories; it was quite
different to physical design.

今だから言える一言：
丸五市場では、直前までヘルプのスタッフがいなかったので、上演の場所やお客さんの席をどうするかで相当迷いました。

たくないと思うものって無いだろうか？多少まずくてもこの箱がかわいいから買ってしまうものって無いだろうか？それさえも意識せずに買い物をするのだろうか？毎日の料理の盛り

”

つけや部屋の模様替えもデザインではないか。デザインは関係ないと思っている人には、なかなか広報が目に入らないらしい。そんな人にこそ来て欲しいと思う。
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2011

10.9 14:00-17:00

神戸運河音楽祭

運河のほとりでおおだまこだま
Kobe Canal Music Festival

沼田里衣
Rii Numata
場所

兵庫運河のビルや倉庫に囲まれた複雑なこだまのする地点で、法螺貝、ハンドベルグループ、アキビンオ

兵庫運河

オケストラ、管打団、即興楽団、舞踊家などが出演し、場所を魅了。観客は自由に場所を行き来し、キャナ

（御崎公園駅）

ルレガッタ神戸による水上の観客席も味わいました。

参加人数

ゲスト：音遊びの会、三田村管打団？、キャナルレガッタ神戸、アキビンオオケストラ、浜山ハンドベルグ

300 人

ループ、音楽の広場隊、宮原正貫（法螺師）ほか
A new Sound experience along and on the river. Boat rides are also available.

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

アートの力により、人と人の関係をどのようにデザインするのかが一つのテーマでした。事前のワー
クショップで様々なコラボレーションを行い、その過程で価値観の交換や新たなつながりが生まれま
した。高齢者ハンドベルグループと大学院生による音楽作り、地域の音楽家と小学生の音を楽しむ
ワークショップ、障害者を含む即興音楽グループと応募者による共演など、音楽を愛好する様々な人
がそれぞれの表現方法で参加しました。
音楽会では、地元のコミュニティに支えられながら、見る人も、演奏する人も、共に場所の面白さを
味わうことができました。これからも様々なコラボレーションにより、この土地独特の表現が生まれて
いくことを願っています。
We took up a challenge: using design to unite people with the power of art and music. We feel certain
that by trying an accumulated experiment like this, we brought forth a charming representation of the
areas characteristics.

今だから言える一言：

”

つながりをデザインするためには、膨大な時間が必要だ。何度もその土地に足を運び、丁寧に対話を重ねる必要がある。この作業は様々な人が関わるアートを作る上でも非常に
重要だが、その事務運営を可能にすることはなかなか難しい。今後は、こうしたアートを可能にする土台の部分から考えていく必要があるだろう。
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2011

10.9

14:00-/19:00- ,10 14:00-

2011

福島県立いわき総合高校演劇部神戸公演

10.10

19:00-

ちいきいと vol.3

「Final Fantasy for XI.III.MMXI」

ちいきをつなぐクリエイターのお話・写真

Iwaki Sogo High School Drama Club Kobe Performance

Chiikiito vol.3

いわき総合高校 演劇部
神戸公演を実現するための実行委員会

ちいきいと実行委員会、神戸市
Chiikiito excutive committee, Kobe City

Excutive committee for realizing Iwaki Sogo High School Drama Club Kobe Performance
場所

東日本大震災で被災した高校生たちが、顧問のいしいみちこ先生の指導のもと、
自らの実体験を基に集団制作

場所

神戸市内の各地域で活躍する人々による”ご当地自慢大会”。
うまいみせ、十八番など7つのお題について、

Art Theater dB 神戸

した演劇作品の上演。今、
インターネット、新聞で見聞きするフクシマに関するキーワードをユーモアたっぷりに叫

KIITO

地域の「一枚の写真」
を同時に出し合い、其々の魅力を思いっきりPRする
「写真大喜利」。第3回となる今

（駒ケ林駅）
参加人数
180 人

びながら、言葉にならない思いに祈りをこめて、少女の「さよならのやり直し」
を描きます。

（三宮・花時計前駅）

A theatrical performance with a prayer for the aftermath of Eastern Japan earthquake in 2011.

回は、新長田、新開地、灘、長田〜兵庫の4つの地域の代表が登場しました。

参加人数

ゲスト：伊藤由紀・山下香・西脇理江・佃由晃（下町レトロに首っ丈の会）、林正樹（神戸アートビレッ

40 人

ジセンター）、角野史和（スタヂオカタリスト）、慈憲一（ナダタマ）
Slide-talk with local creators: discovering a new perspective of Kobe.

“

写真：清水俊洋

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

都市における劇場のあり方を、
デザインとして考える場合、生身の身体を通じて情報を発信し、地域住民
に感動を提供することで、表現者と観客が交流する拠点として機能する場と考えます。
このプログラムでは福島と神戸、大震災の被災地という共通の体験から、演劇を通じて地域と地域の
＜繋がり＞が生まれました。TV等の映像では感覚できない創造性があり、大きな感動があり、新しいネット

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

10月10日にKIITOにて、
神戸市内の各地域で活躍する人々によるご当地自慢大会「ちいきいと」
を開催しま
した。新長田、
新開地、
灘、
長田〜兵庫の4つの地域の代表が登場。
うまいみせ、
十八番など7つのお題につい
て、
地域の
「一枚の写真」
を同時に出し合い、
其々の魅力を思いっきりPRしました。
19時30分に必ず従業員が泣く居酒屋、
りんごじゃないアップル、
美人3姉妹が営業する座席指定の喫茶店、

ワークが生まれました。

本格的な卓球が繰り広げられる地下街などなど、
それぞれのスライドにまつわる背景を知ることで、
より魅力を感じ

多様なネットワークをデザインすることは、人間を孤立から救い、
コミュニケーション豊かな地域社会の形

ることができます。笑いあり驚きあり、
そして終わると何となくそれぞれの地域に行ってみようかと。

成に繋がります。そのような拠点となる劇場を神戸につくることが、
デザイン都市としてのアイデンティティの

参加された方々が、
マチに興味を持つ、
愛着を持つきっかけとなり、
ゆくゆくは、
自らの手で魅力的なマチをつくって

形成になると考えます。

いただける、
そんな地域とのつながりを生むデザインが、
楽しく育まれたイベントでした。

Designing various net works is an act that relieves humans from isolation and is linked to the
formation of a regional community abundant in communication.

今だから言える一言：

”

There are many fascinating things in one’s local area. A love of your local area and discovering
these things also creates a great local design.

”

いわきからの 32 人の生徒 + 先生の移動費の確保、そして、チケットがなかなか売れなかったことに苦労したが、結果的に、マスコミの取り上げの大きさや口コミ等で満席になった。
新長田の商店及び商店街の方々が、宿泊所・貸布団・銭湯・食事・支援金・広報協力など、多大な協力をしてくださった。高校生と先生より 32 通のお礼状が届いたほか、地域
の銭湯にもお礼の寄書が届くなど、関係性が繋がっている。
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2011

10.13

18:30-20:30

COLUMN

カフェ雑談：

カフェ雑 談 的コ ラ ム

くらしをしあわせにするデザイン
cafe talk: Design makes lives happier

カフェ雑談実行委員会、神戸市
Cafe talk executive committiee, Kobe City

「正義」の危うさについて「対話」する

場所

地域やくらしの中で様々な工夫や活動をされている方々を招いて、日々の暮らしを心豊かにするデザイン

Art Theater dB 神戸

について語る、
カフェ雑談的トークイベントを開催しました。

（駒ケ林駅）

雑談ゲスト：石村由起子（くるみの木）、藤本智士（Re:S編集長）、方原伸幸（NOBU'S インテリアデ

参加人数

ザイナー）、増田喜昭（子どもの本専門店メリーゴーランド）、山本ふみこ
（エッセイスト）雑談案内人：

45 人

中村真利亜（劇団TAKE IT EASY!）

編集者という、デザインなる「言葉」がとても身

デザインごころ

近な生業のなかで、ぼくはきっと「デザイン」っ

わたしたち主婦とデザイン。このふたつ、そうとう
に深い仲だ。……と、わたしは考えている。ひと
りの主婦の働きや選択がひとつ家の生活スタイ

A cafe-talk like session with guests who have original perspecitives on life, all to make it happier.

ルをつくり、その生活スタイルが地域のスタイル
をつくり、地域のスタイルが日本のスタイルをつく
り、日本のスタイルが世界の……。 主婦だけで
なく、誰も彼も、ひとりひとりがデザイナーだとい
える。 趣味が良し悪しとか、デザインの才能の
有る無しとか、そういう話をする前に、まず、自
分がデザイナーであるということを意識することが
大事だ。 大事だし、おもしろいじゃないの、と思
う。 炊きあげたご飯を茶碗によそう、くつしたを繕
う、玄関の三和土を掃除する、なんていうのも、
デザイン。一瞬一瞬に、
デザインごころははたらく。

て言葉を一日に 3 回くらいは口に出しながら、日々
を生きている。そのくせに今回の場を与えられた
ぼくは、デザインに翻弄されて、戸惑って、半ば
打ちのめされて、いま、相変わらずな日々を過ご
してる。デザインをテクニックとして理解しようと、
表現として理解しようと、趣味嗜好として理解しよ
うと、とにかくそのすべてに行き詰まりを感じるのは
「デザイン」という言葉が「 正義 」という言葉
のもとにあるからなんだと、今回参加させてもらっ
て気づいた。 例えば原発推進派も、反対派も、
みんなそれぞれの「正義」のもとに声をあげてい
る。ゆえにそこに必要なことはそれぞれの持つ「正
義」の危うさについて互いに「対話」しあうこと
であって、だからこそデザインにおいても、そうい
う意味での対話が必要なのだろうと、そんなこと
をいま、ぼんやり考えている。

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

身のまわりにじっくり目を向けてみると、多くのデザインされたものを見つけることができますが、
デザインされていないものも多く存在します。それらを、自らデザインしていく前向きな人が増えてい
くことが、デザイン都市・神戸に求められることだと考えています。多くの人が「デザインする」とい
う価値認識を持つことが何よりも大切なことで、それがデザインの可能性を広げることにもなります。
び？でも、心が躍るということは大事ではないだろうか？」と、くらしの中であえて問いかけてみる
必要があると思います。言葉や数字で表せるものがすべてではなく、曖昧さの中にある「人らしさ」
についてあらためて考え、行動してみる大切さを認識することが必要です。人をワクワクさせる行動
の積み重ねがきっとステキなデザインとなり、人らしい心豊かなくらしを実現すると考えます。
Thinking that you can design by yourself from potential, familiar areas is the realization of a
spiritually rich livelihood.

今だから言える一言：

藤本智士

山本ふみこ

「物的な充足や便利というだけで、人は心が豊かになるのだろうか？これって、無駄？これって、遊

”

主婦 / 随筆家

クリエイティブエディター

北海道生まれ。現在は、東京在住。出版社勤

兵庫県生まれ。あたらしい、ふつうを提案する

務を経て独立し、文筆活動をつづける。著書に

『Re:S
（りす）
』編集長。誌面にとどまらないモノ
・

『まないた手帖』
（毎日新聞社）、
『足りないくら

コトの編集・デザインを手がける。
『ニッポンの

いが おもしろい』
（オレンジページ）、
『わたしの

嵐』の編集及び原稿執筆や、
『ALBUM EXPO』

節約ノート』
（PHP 研究所）
『
、家族のさじかげん』
（家の光協会）ほか、がある。

などの展覧会を企画。自著として『ほんとうの
ニッポンに出会う旅』
（リトルモア）を刊行。

「こんなイベントがあるのを知っていれば参加したのに」とイベント終了後に参加できなかったことを悔しがる声が非常に多かったことから広報面での課題を痛感した。
誰に向けて広報しようとしているのか目標を持った丁寧な広報を怠ったと反省している。
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2011

10.14-16

11:00-18:30

2011

神戸下町おかんアート展

オムニバス・ムービー
"BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW" in KOBE

ー おかんアートは母の愛 ー
OKAN Art exhibition

下町レトロに首っ丈の会

HERE＆THERE

Crazy about SHITAMACHI-RETRO

http://solchord.jp/byt/byt-kobe.html

http://citamatiretro.com
場所

兵庫区・長田区在住の手芸&工芸を愛するおかん・おとんアーチストたちの作品展示ならびに、神戸海岸

場所

指示書をもとに制作された5分のドキュメンタリー映画のオムニバス上映会＆トーク。既にネット公開されている

神戸元町商店街

通・乙仲通などで活躍する若手クリエイターたちの作品展示。また、彼らを講師に招き1時間で製作できるお

神戸映画資料館

30本以上からセレクトした6作品と、当イベントのために制作された神戸編8本を上映。上映後のトークには制

海文堂書店

教室も開催。最終日には交流会である
「おかんアートサミット」
も開催しました。

2 階ギャラリー
（みなと元町駅）
参加人数
500 人

“

（新長田駅）

An exhibition of "OKAN"'s fancyworks - "OKAN" stands for "Mum" in Kansai dialect. Many "OKAN"
from old town in Kobe gather together to exhibit their fancyworks. They also gave short fancywork

参加人数
53 人

作作家10人が参加しました。
[神戸編参加作家]椿﨑和生（美術家）／森下明彦（メディアアーティスト・美術愛好家）／永田収（写真家）／
森本アリ
（音楽家）／文（ダンサー）／宮本博史（アーティスト）／前田真二郎（映像作家）／崟利子（映像作家）

lessons during 3 days. The "OKAN" artist's summit, an gathering party were held as well.
Screening of an omnibus film "BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW," shot with a written directive.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

デザイン、というとある特定の層のみが関わる言葉のように捉えられがちですが、下町兵庫長田では、
普通の地域住民が自分自身が作りたい作品を無心に製作しています。こういうところにデザインというもの
が生まれていることを一人でも多くの神戸市民、また神戸以外の方々に知ってほしいと思います。
おばちゃんやおじちゃんが無心で生み出すデザインは、見栄えや反響を意識するクリエイター達が太刀

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

“映画
（映像）
とデザイン”というものをどう結びつけるのかということは、
あえて意識しないようにしました。
し
かし、異なった分野のアーティストが映像作品を制作することで、神戸という町がどう見えるのか、
それが“デ
ザイン”に繋がるのではないかと考えました。
5分の短編映像、
しかもドキュメンタリー映像というものは、物語を追うものではなく、視覚的なイメージが強

打ち出来ないようなパワーを秘めています。それは「脱力系破壊力」とも形容されるかもしれません。こう

く印象に残ります。そういう意味では、非常に“デザイン的”です。指示書に従い、短い時間の中で目前の人

いう、市井のデザイン・アートが神戸の下町に着々と根付いていることを、全国区においても「神戸＝お

や風景の映像だけで構成していくこのプロジェクトは、各自の”デザイン性“が発揮されたものといえると思い

かんアート」と認識される程度に至るまで浸透させていきたいと考えています。

ます。その大きな要因は、神戸という町の多様性
（人や風景）
だと思います。

In the design innocently thought up from grammas and grandpas is a hidden power that is more
than just appearance. And for that reason, it’s priceless.

今だから言える一言：

20

10.14 17:00-/19:00- ,15 18:30-

”

In the videos taken by artists from different fields, the streets of Kobe showed various people and
scenery. This allowed the artists to demonstrate their individual design sense, and for us confirm
Kobe’s magnetism.

今だから言える一言：

”

より多くの人にお教室に参加してもらえることを今後の課題としたい。1 日当たり 100 名ほど（スタッフや展示関係者を除く）が会場に訪れてくれた。多くは神戸市からの来訪者であっ

両日とも悪天候だった為、上映会に足を運んでくださる方が少なかったのが残念でした。新作の神戸編は、バラエティーに富んだ面白い８本の作品が出来上がり、もっと多くの人

たが、遠方（宝塚市、朝来市、京都市、大阪府）からの来訪者もあった。また、次回展覧会を行う際には是非出展したいとの声もあり、今後より広い範囲で作品募集から行う必要

に観ていただきたかったです。しかし、このプロジェクトは、インターネット公開を前提としており、現在上記 URL にて公開中です。上映会当日だけではなく、今後ネット上で広く

があると考えられる。

多くの人に観てもらうことで、このイベントが開催当日だけではなく、大きな広がりを持つものになっていくと思います。
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2011

10.15

11:00-/13:30-/15:00-

2011

10.14 19:00- ,15 10:00-18:30 ,16 10:00-18:00

ザ・ロケットゴールドスター画伯による

issue+design workshop@神戸耐震大学

2コマまんが教室

『復興 Walk＆Talk 2011』

2-frame cartoon class by master Rocket Goldstar

issue + design workshop : Reconstruction Walk & Talk 2011

NPO 法人 MoDISH KOBE

神戸耐震大学実行委員会

MoDISH KOBE

Kobe Earthquake Proof Univercity (KEPU)

http://modish-kobe.com
場所

神戸市のごみと資源の分別キャラクター「ワケトン」などでおなじみのザ・ロケットゴールドスター画

場所

東日本で復興に取り組まれている方など、
いろいろな人といっしょに神戸の復興の現場を訪ねて歩く
「Walk」

神戸市立地域人材

伯ことイラストレーターの山崎 秀昭さんによる 2 コマまんが教 室。参加者を小グループに分け、それ

神戸市立地域人材支援

と、東日本の復興のためにヒントになることや、
自分たちなりにできることを語り合い考え合う
「Talk」
を合わせて
行うことを目指した企画です。

支援センター
（駒ケ林駅）
参加人数
30 人

“

ぞれが自分たちで 2 コマまんがを制 作。また、山崎 秀昭さんの 4 8 0 点の「2 コマまんが」も 8 台の

センター（駒ケ林駅）

展示台で展示しました。

甲南大学

講師：ザ・ロケットゴールドスター画伯（山崎秀昭）

参加人数
34 人

A Manga classroom from the artist The Rocket Goldstar.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

このワークショップは、子どもたちにデザイン思考の原初体験を目的として計画しました。 子どもたちが
実際に手と頭を動かしながら創作するなかで、デザインに必要な「自分の独創性をきちんと分かりやすく伝
えようとすること」と「他者へのあたたかなまなざし」を自然に体得させることができるプログラムです。こ
の制作者の意図と第三者の反応という、デザインワークのもっとも基本的なこと、デザイナーとしてもっと
これからも神戸の学校などを中心にこうしたワークショップ活動を行い、子どもたちにデザインの本質的

今だから言える一言：

イベントを通して感じた「デザイン」

デザインとはモノの形や色のことだけでなく、様々な課題を解決するための道筋だと考えています。耐震
大学は、神戸に蓄積された耐震や防災に関する知見を集積し、
「 楽しさ」や「美しさ」、
「わかりやすさ」
といっ
た人の心を動かすデザインの力を活用して、
より多くの方にその情報が届くような活動を目指しています。
校生など、普段は出会うことのない人と人とが繋がったことです。仙台の｢Radio3｣・南三陸町の｢番屋プロ
ジェクト｣・神戸市長田区の｢FMわいわい｣という三者の出会いを活かし、｢番屋｣から仙台・神戸をつなぐ生

なことを経験させられるプログラムを広めていきたいと思っています。

creativity accurately and making it easily understood” and “a warm gaze at others.”

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

今回の一番の成果は、東日本の方と神戸の方、阪神淡路大震災を経験した方と震災後に生まれた高

も体験すべき二面を、わずかな時間で無意識のうちに経験できるものです。

This was a great chance to smoothly master that which is essential in design: “communicating your

A social design project. Featured topic was "disaster reconstruction".

中継ラジオ番組のプロジェクトなど、様々なアイデアが生まれました。

”

今後の活動の中で、今回のアイデアを実現していきたいです。
Centerpiece of this event was to connect people who were not supposed to meet such as people
in Eastern Japan & in Kobe, and people who experienced Hanshin Awaji Earthquake & high school
students who were born after the quake. We came up with a project about radio connecting Sendai
& Kobe. We would like to realize the idea through our activities.

”

今回のワークショップは、十分に集客力があるイベントであるとの客観的な判断のもとに開催しました。しかし、実績としては参加者が 30 名と、結果はまったく振るわなかったと
の評価を私共の団体では行っています。2009 年のデザインの日を実施した団体として、あえて述べさせていただければ、デザインの日イベント全体の広報力が 2009 年に比べて
はるかに劣っていた、と言わざるを得ません。せっかく予算を投入して行うイベントである以上、集客のための広報活動にもっと注力すべきであると考えます。
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10.15-16

10:00-18:00

「 房耳」 の使用法を拡張する

The andy buncher

参加型リサイクルプロジェクト

手編みの業

The andy buncher
「 房 耳 （ふさみみ）」 という播 州 織の製 造 過 程で発

大城戸祥暢（房耳再生プロジェクトチーム）

生 する端 材を再 利 用する The andy buncher プ ロ
ジェクト。 写 真だけ見ると単なる手 芸 教 室のようにも見

Okido Shokufu

えますが、 2011 年の 「 KOBE デザインの日」 記 念イ

http://www.okd-weaver.jp

ベントのテーマ 「くらしとデ ザイン」 を見 事 に 体 現し

場所

播州織の製織工程で発生する端材 “ 房耳（ふさみみ）”。 単にゴミになるだけでなく、産業廃棄物と成りつ

神戸アートビレッジ

つある、
この房耳を再利用して、指編みでストールを編上げる講習会。 参加者は、房耳（一綛 300ｇ約 55 ｍ）

センター 3 階会議室 2

10 種類の中から好きなものを選び、編みの基本「ガータ編み」で、2 時間以内にストールを編み上げました。

たデザインプロジェクトなんです。

播 州 織の製 織 工 程で発 生する ” 房 耳（ふさみみ）” と呼ば

（ハーバーランド駅）

参加人数

れる端 材は、 生 産 工 程で発 生する「あたり前のゴミ」として扱

A finger knitting workshop by recycling the usually discarded "fusamimi"

86 名

われてきました。 The andy buncher プロジェクトは、
その「あ
たり前 」に疑問を持った大城戸祥暢さんの想いからスタートして
います。「『 何かに使えるはず！』と思いながら、ずっとどうして
良いかわからずにいました。 ある時、 繊 維 業 界の SNS オフ会
に参 加し、 現 物を参 加 者に渡したところ、『 作ってみたい！』と
いう反 応が 相 次ぎ、 房 耳を使って製 品を作るという可 能 性が
見えてきました」。
廃 棄 物 を 利 用 するブランド は、 今 や 多く存 在しますが、
T h e an d y b un c h e r プロジェクトのユニークな点は、いき
なり製 品 化・ブランド化 するのではなく、 ストールを編み上
げる講 座という方 法をとったところ。 その 理 由について大 城
戸さんはこう説 明します。「最 終目標はブランド化ですが、ま

“

ずは房 耳の 存 在を知ってもらうことだと考え、講 座の形をと
ることにしました。 同 時に、 作る行 程を楽しむということを

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

体 験してほしいという思いもありました」。参加者の反 応はど

イベントを通して感じた「デザイン」

うだったのでしょうか。「 ほとんどの 参 加 者 の方は講 座 時 間
の 2 時間以内に作り上げ、喜んで持って帰られました。最 初

固定概念を脱して、多角的なモノの見方やアイデアを活かす事で、端材も充分に再生可能と成る事を体

に房耳とストールの 仕上がり見 本を見せたときには、ほとん

験してもらい、モノ創りの楽しさや ʻ 遣れば出来る ʼʻ 考えれば創れる ʼ という事を伝えたいと思いました。

どの方が尻 込みしていましたが、2 0 分ほど手ほどきをした後

ストール制作を課題にしていましたが、そこからスヌード（輪状のもの）や、羽織りのものへとカスタマイズ

は、みな黙々と没 頭して、かたちができあがるころには達 成

する人たちが数名出てきました。ひとつの例を提示することで、参加者からアイデアが生まれる、相乗効果

感を感じてもらえたようです」。

を感じました。
This was a chance to make the best use of an idea/viewpoint of a multilateral object, escaping

講 座の形 式をとることで、「ストールだけでなく、スヌード

from fixed conceptions and experiencing the excitement with one’s own created design: the process
was enjoyable, it was a can-do approach, and everyone could think it through.

今だから言える一言：

”

昨今では、
ファッション
（デザイン）
の街ʻ神戸ʼが過去の言事となりつつあり、世間一般風潮を鑑みても
「創る楽
（たの）
しさ」
より
「与えられる楽
（らく）
さ」に偏りつつあると実感するので、原点に返り、
見て愉しむデザインと並行し、
（自らが）
創り出すデザインにも新たな可能性・感動がある事を体験によって気付いて貰いたいと考える。

24

.DOCK

（ 輪っか状 のマフラー） にカスタムする人がでてきた」 など、
逆 にアイデ アを得られる効 果もあったと言 います。「 もっと
周 知されれば、 更なるアイデアが 得られると思います」 と大
城 戸さんは考え、2 012 年の 4 月以降には、神戸にとどまらず、
大阪、名古屋、東京などへのキャラバンも検 討中とのこと。
神 戸 発 の 再 利 用 プ ロジェクト、T h e an d y b un c h e r プ ロ
ジェクトのこれからの動きに注目です。
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2011

10.15

13:30-17:00

2011

10.15

13:00-19:00

デザインカフェ KDA

デザイン都市・神戸のための

Design Cafe KDA

Travelling editorial meeting for the design city Kobe

NPO 法人神戸デザイン協会

オー・プロジェクツ

Kobe Design Association

OOO Projects

http://www.kobedesign.net

http://www.outofoffice.jp

「ソーシャルデザイン、ひとくちいかが？」

メディア 移動編集会議

場所

社会の諸問題をデザインの創造力で解決しようとする「ソーシャルデザイン」をテーマに、その可能性を市

場所

デザイン都市・神戸を発信するメディアを、バスで実際に神戸の街を見て回りながら考える編集会議。

神戸レガッタ &

民、とりわけ次代を担う学生、若手デザイナー、クリエイターと、神戸デザイン協会のデザイナーが共に考

Bal gallery 33

アスレチッククラブ

えるフォーラムを開催しました。第一部は、7 名のプレゼンテーターによるプレゼンテーションとそれを受け

多数のメディアを立ち上げてきたニーハイメディアジャパンのクリエイティブディレクター、ルーカス・B.B

( みなと元町駅 )

たディスカッション。第二部は、安心地産食材を用いたフードとドリンクを通じた交流会を行いました。

氏をゲストに迎え、編集、そしてメディアに関する講義を実施。それをふまえて、実際に神戸の街をリサー

参加人数

チし、デザイン都市・神戸に必要なメディアについて会議したうえで、参加者有志でプロトタイプ（試作品）

（三宮・花時計前駅）
参加人数
38 人

13 人

Design cafe for pursuing possibilities of social design with young designers.

を制作しました。
A travelling editorial meeting in a bus. Researched Kobe with foreigner's POV, and made a prototype media.

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

多くの課題を抱える私たちの社会において、デザインのもつ可能性を様々な角度から検証し、その成果
をフォーラム参加者が共有し、今後の活動に生かす試みとして、このフォーラムを開催しました。
社会の期待に応えるデザイン力の再認識と、これまでのコマーシャル一辺倒からソーシャルへとの意識

イベントを通して感じた「デザイン」

このイベントは、「編集講義」「神戸の街のリサーチ」そして「実際にメディアのプロトタイプを作る」まで
をひとつのイベントとしてデザインし、イベントを単にイベントで終わらせないように考えました。
ゲストに、雑誌『PAPERSKY』やフリーペーパーの『mammoth.』などを手がける、ルーカス・B.B. 氏、
京都在住のドイツ人デザインエッセイスト、ビアンカ・ボイテル氏、そして大阪在住のデザイナー、ダンカン・

が醸成されるきっかけをつくれたのではないかと思います。

ブラザトン氏という3 名の外国人を迎えることで、いつも見ている神戸の街を違う角度で見つめ直すという、

ソーシャルデザイン、または、コミュニティデザインは、コミュニティに深くコミットするため、多くの時間

デザインに大切な「気づき」を得やすい環境も用意しました。

と熱意を要することを再確認しました。デザイナーと市民がもっと身近に接する機会を増やすことで、自然

このイベントから、『.DOCK (Document Of Creativity in Kobe)』の企画が生まれ、それが、このイベ

に神戸に浸透するのではないかと考えています。
We thought that, by increasing the opportunities for designers and citizens to connect close to
home, an awareness was brewed from a previous complete commercial devotion towards a social
one, with the re-acknowledgement of a design power that lives up to societies expectations.

今だから言える一言：

”

「ソーシャルデザイン」
というテーマに魅力がなかったのか、
PRが不足だったのか、
参加者数が予測を下回ったことが残念だった。
自分たちデザイナーのいま最も関心のあるテーマを選ん
だのだが、
デザインの重要性を広く知ってもらうためという目的であれば、
もう少し違うアプローチがあったかもしれない。

26

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

.DOCK

ント報告書にも発展しています。
Not just letting the event simply come to an end, we had an opportunity to get a valuable ‘awareness’
of design, and we were able to re-look at the same old streets of Kobe from a different angle.

今だから言える一言：

”

定員を 12 名と少なく設定したので、チラシなどでの告知はせず、Facebook や twitter などのソーシャルメディアだけで広報しましたが、予約はすぐに埋まりました。なので、告
知や準備の面では特に苦労はなかったのですが、当日のスケジューリングの想定が甘く、予想以上に時間がかかってしまい、かなり早足で巡ることになったのが反省点です。

.DOCK

27

2011

10.16

15:00-16:00

海岸線でShall We Dance!?
Shall we dance on the Kaigan line!?

N P O 法人 DA N C E BOX
Dance Box
http://www.db-dancebox.org
場所

地下鉄海岸線車両内で北村成美 +Revival ダンサーによるダンスでスタート。演奏は淡路島から参加のブラス

地下鉄海岸線車両内

バンド。 次第に乗客はパートナーとして選ばれ 1 対１のダンスへ。やがて全員が一列になり、電車内全体を移

[ 貸切 ]（新長田駅 < >

動して踊りました。新長田駅前広場では、一般の観客も増加し、大きな観客の輪の中でダンスが展開されました。

三宮・花時計前駅）

ラストに近づくにつれ、多くの観客も参加し、感動的なフィナーレを迎えました。

新長田駅前広場
参加人数
80 人

“

What if a subway train suddenly becomes a dance hall? A new dance experience with Shigemi
Kitamura on the Kaigan line.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

ダンスを通じて、日常的な電車や駅前広場という空間のなかで、普段とは異なる「出会い」をデザインす
ることをめざしました。その結果、アーティストと観客（乗客）の間、観客間に新鮮なコミュニケーションが
生まれ、刺激的で幸福な時間を体験できました。今後、地下鉄海岸線に乗るたびに、この車内での体験
の記憶がよみがえり、一過性のアートイベントではなく、個々にとっての永遠の時間となることでしょう。
駅前広場では、積極的にダンスの輪に入ってきた人もいて、鑑賞から参加まで短時間で多様なコミュ
ニケーションの在り様がみられました。 神戸がデザイン都市として機能するためには、空間やプロダクツだ
けではなく、アートとデザインが往来しながら、多様な価値観が共存するコミュニケーション豊かな社会形
成をめざすことが必要だと思います。
For Kobe to function as a Design Cit y, we feel we need to have our eye on the formation of a
society abundant in communication in which various values—not just spaces and products—co-exist,
and a society where art and design comes and goes.

今だから言える一言：
「神戸デザインの日」というフェスティバルになるのはよいことだが、電車を使った事業が他に重なるなど、客が分散し、集客に響いた。
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2011

10.16

10:00-17:00

2011

絵本がつなぐ子どもの笑顔

Earth Day Kobe : Fall 2011

Picture book brings kids smile - from Kobe to Tohoku -

メリーゴーランド

アースデイ神戸実行委員会

Merry-go-round

Earth Day Kobe executive committee

http://www.merry-go-round.co.jp

http://www.outofoffice.jp

場所

3 月 11 日に東北を襲った震災の後、絵描きは絵を描くことで、本屋は本を売ることで何か支援できな

Art Theater dB 神戸

いかと考え、荒井良二、飯 野和好、石井聖岳、おくはらゆめ、4 名の絵本作家に協力してもらい、新

（駒ケ林駅）

田新一郎（仙台・アトリエ自遊楽校主宰）のメッセージをそえて、展覧会とトークイベントを神戸・新長

参加人数

田で開催しました。

180 人

A picture book exhibition for the disaster in eastern Japan 2011.

“

11:00-17:00

アースデイ神戸2011 in 秋

〜 神戸から東北へ 〜

子どもの本専門店

10.16

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

場所

アースデイは、神戸だけでなく、世界各地で「地球のことを考える日」として、開催されるイベント。アー

ホームズスタジアム

スデイ神戸では、NPO などの団体や企業などで行っている環境活動や環境配慮型商品を紹介し、来

神戸（御崎公園駅）

場者が自分でも気軽にできる環境活動を知ってもらい、生活の中で実践してもらう活動を行いました。

参加人数

An event to think about the earth. Introducing occurrences in the world and acts of organizations that work for

1,500 人

social issues.

“

イベントを通して感じた「デザイン」

たくさんの方たちに、絵画や絵本を買うことで、東北を支援していただき、たいへん盛り上がる
イベントとなりました。
長田の地で、応援を呼びかけたことにも喜びがありました。遠くから来ていただいた作家の方、
お客さんとして来ていただいた皆さんに、感謝合掌です。

国際協力や環境問題などを考慮した物品を紹介することで、新たなライフスタイルの提案をし
たり、ワークショップなどの体験イベントから、自ら物を作り出す楽しみを伝えようとしています。
エコバックの利用やフェアトレード商品の購入など、参加者のライススタイルが少しずつ変わっ
イベントを可能な限り続けていくことで、新しいライフスタイルのデザインが、徐々に浸透して

ために」・・・多くの人たちの想いをつなぐこともりっぱなデザインだと考えます。

children affected by the Tohoku Earthquake.

イベントを通して感じた「デザイン」

ていくことを期待しています。

子どもは、どんな状況にあっても元気です。希望であり、生きる力となります。「子どもの笑顔の

We were able to realize that design is connected with the intention to bring out the smiles of

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

いけば良いなと考えています。

”

We think a gradual infiltration of a new lifestyle design based on international cooperation and
environmental problems would be good.

今だから言える一言：

”

今回は出店募集の期間が短く、他の秋のイベントと重なり出店者を集めるのに苦労しました。また、来場者と出店者が話すキッカケとなるように企画した「クイズラリー」や「ワー
クショップ」「ライブ」などのタイムスケジュールの情報が来場者にうまく伝わらなかったため、人を集めるのにボランティアスタッフが頑張ってくれました。多くの人に楽しんでもら
うため、どうやって情報を流していくのかを考えて次回のイベントにいかしたいと思います。
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2011

10.16

11:00-/15:00-

2011

海岸線大脱出

Design that ticks and connect generations

Escape from Kaigan line

喜多亮介

世代を繋ぐ、時を刻むデザイン実行委員会

Ryosuke Kida

Design that ticks and connect generations executive committee

http://datch1984.blog134.fc2.com/

http://www.rurikoplan.com

場所

普段は立ち入ることが許されない地下鉄の車両基地を使用した参加型謎解きゲーム。参加者は、実際の夢かも

御崎車両基地

めの車両内に閉じ込められ、車内に仕掛けられた謎を協力して解き、脱出を目指しました。

参加人数

An escape game from a train in the rail yard in Misaki park.

場所

ＶＭＤ協会理事大島氏による店内展示を 1 週間にわたり開催。そのレセプションとして、大島氏を講師

（旧居留地・大丸前駅）

に迎え、トークイベントを 2 日間にわたり行いました。

450 人

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

今回、デザインに関しては以下の 2 つの観点を持って取り組みました。ひとつは、初対面の人間
同士がある課題に向かってお互い試行錯誤してコミュニケ―ションを取るような場をデザインするこ
と。もうひとつは、電車に閉じ込められるというような、日常ではただの困ったトラブルでしかない
出来事にストーリーを持たせることで、とてもワクワクする場面へとデザインすること。どちらも形

イベントを通して感じた「デザイン」

神戸の老舗宝飾店が、世界のマーケットに対して発言権を持ち、存在感を発揮していることを、
時計を題材とした店頭演出やトークイベントを通して市民の方々にお伝えしました。神戸に店舗を構
える意義や戦略を考察することは、今後の神戸のデザイン都市の在り方を考えることにもつながり、

学ぶ場とし、
「世界と神戸の繋がりをより強く感じた」との感想もいただきました。

今後、神戸にはデザイン都市として、物のデザインばかりでなく、私たちの生活をより楽しく、ワ

今だから言える一言：

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

また、世界最高峰の時計の緻密さやデザイン、職人の技術を伝承するモノづくりの現状も併せて
一般市民のみならず、デザインや生活産業に携わるクリエーターから会社員までご参加頂き、幅

クワクする驚きに満ちたものへ変える発想が街中に充実することを願います。

that transform, bringing things of thrilling astonishment and enjoyment into everyone’s life.

An exhibition and talk by Atsuko Oshima, a visual merchandising specialist.

さまざまなクリエーターに刺激を与えることとなると思います。

のないものですが、都市生活をより豊かにする上で非常に大切なものだと私たちは考えます。

We hope for the whole of Kobe, as a Design City, to be full not of designed objects, but of ideas

創業 105 年の時計宝飾店「カミネ」旧居留地店にて、
「世代を繋ぐ、時を刻むデザイン」をテーマに、

「カミネ」旧居留地店
参加人数

40 人

“

10:30-19:30

世代を繋ぐ、時を刻むデザイン

〜 笑顔・地下30メートル 〜

（御崎公園駅）

10.16, 17

”

広い世代やご職業の方々にデザイン都市 KOBE をお考え頂く機会になったと思います。
Introducing a design and the delicacy of the worlds finest watches that long-established businesses
in Kobe are holding, this was a chance to think about Design City Kobe.

”

この種のイベントを車両基地でやるのが初めてということ、また、車両基地が本来こういったイベントに適した場所ではないということから、あまり準備をすることができず、ゲー
ムバランスが上手くいかない場面がありました。
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2011

10.16-23

11:00-17:00

スチェキな人のスチェキなことば
〜アイスクリン写真館 in 地下鉄海岸線沿線〜
Scheki words by Scheki people

Re:S（りす）
Re:S
http://re-s.jp
場所
丸五市場
（駒ケ林駅）
参加人数
500 人

“

「うつくしいデザインとは？」そんなテーマを掲げながら長田の町を歩いたその記録を、インスタントフィ
ルム「チェキ」の写真とともに、昔ながらの中判フィルムカメラで捉えた写真展として展示。また、イベ
ントとして、丸五市場の美味いもんをセットにしたチェキ写真館も開催しました。
An escape game from a train in the rail yard in Misaki park.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

長田という下町独特の文化のなかでデザインがどのように息づいているかを明らかにしようと思い、開催
した本展でしたが、実際に町の人たちが、自分たちの暮らしのそばにあるものがデザインと呼べるものな
のだと気づいてくれたことに、とても大きな意味を感じました。お洒落でカッコいい完成された外面だけを
デザインと呼ぶのではなく、そこに住む人々とともに生きるデザインが、僕たちが信じて止まない写真のチ
カラをとおして浮き上がり、そこに感動してくれた方がいたことを誇りに思います。また、撮影をさせていた
だいた商店街の人たちが、イベント後、誇らしげにその作品をもらってくれたことはとても嬉しいことでした。
暮らしのそばにあるデザインのチカラに気づき、それをほんとうの意味で日々の暮らしに使うことができる
町に、神戸がなればよいなあと思います。
We hope that Kobe becomes a district where people can take notice of the power of design within
their own lives and use it day after day.
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「KOBE デザインの日記念イベント 2011」 では、
地下鉄海岸線を巡り、 多くのイベントに参加
してもらうため、 スタンプラリーを実施しました。

※印のついたものは除く

兵庫大仏

和田岬

浜山レガッタ艇庫
（兵庫運河）

KIITO （※）

神戸市役所

みなとのもり公園

御崎車両基地

真野地区

神戸市立

ホームズスタジアム神戸

地域人材支援センター （※）

乙仲通

神戸元町商店街 （海文堂）

TEN X TEN （※）

神戸映画資料館 （※）

Art Theater dB 神戸 （※）

丸五市場

篠崎倉庫

I'ma （※）

ファミリアホール （※）

長田南部

地下鉄車両内

六甲ミーツアート （※）

浮きドック

清盛くん

有馬温泉

旧神戸生糸検査所

自動車整備工場

神戸アートビレッジセンター （※）

日野モーターズ
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2011

10.9 10:00-15:30

2011

下町遠足ツアー

KAVC界隈

「愛して恋して和田岬編」

新開地〜旧湊川隧道を歩く

Old town walking tour - Wada Misaki

KAVC Neighbourhood Tour

下町レトロに首っ丈の会

神戸アートビレッジセンター

Crazy about SHITAMACHI-RETRO

Kobe Art Village Center

http://citamatiretro.com

http://kavc.or.jp

集合場所

2005 年 10 月より下町レトロに首っ丈の会が、神戸でも震災後稀少になった下町情緒が残る兵庫区・長田区

集合場所

約 100 年前に旧湊川を埋め立てて出来た「新開地」を、かつての川の流れに沿ってツアー。今も残る川の痕

和田岬駅

南部地域の海岸線沿線を中心に月に 1 回行ってきた地域資源発掘活用ツアー。和田岬に今も残る昭和の

ハーバーランド駅

跡や昔の面影を残した路地を巡りながら、人工衛星饅頭、はらドーナツ、冷やしあめ等、新旧スイーツの食べ

参加人数

香りを体感するツアーを開催しました。

参加人数

歩き。さらに新開地の起源である 100 年前に作られたレンガ造りの旧湊川隧道の内部見学も行いました。

20 人

“

10 人

A tour of the downtown Wadamisaki area. Unchanged candy stores, art admiration and a visit to Home's stadium.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

下町遠足ツアーとは、2005 年 10 月より下町レトロに首っ丈の会が、神戸でも震災後稀少になった下
町情緒が残る兵庫区・長田区南部地域の海岸線沿線を中心に、月に 1 回行ってきた地域資源発掘活
用ツアーの異名です。このツアーは、ただ単に商店で試食を行い、レトロなまちなみ資源を巡るという風
に理解されがちですが、実は地域の人的資源や空間資源を発掘するプロセスとなっています。

A tour of the KAVC (Kobe Art Village Center) Neighbourhood, from Shinkaishi to the former Minatogawa Tunnel.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

今回のツアーでは、あえてデザインを意識するのではなく、そこにあるもの（まちの景色）を改めて見てもらえ
るようにしました。時代により様々な顔をもっている新開地は、建築、土木、意匠のほか、それらを伝える絵や
写真、文献など多くの資料が残されているので見所に困ることもなく予定通り終了しました。
さて、今回のツアーの本題はここから。終了後に緩やかに雑談がはじまると、どんどん話が盛り上がり、建

また、ツアーの中で各資源が自ら持つ個性を披露することで、個人のもつ個性が地域の魅力へとつな

築物や看板などデザインの話も出て、気がつけば終了時間を 1 時間以上オーバーしていました。参加者がそ

がる仕組みとなっています。その人がいるこの地域だからできたツアーという原理です。これがデザインと

れぞれにコミュニケーションを取りながら、結果として自然にデザインの話が出来るような場を作ることが出来た

どう関係するかどうか分かりませんが、敢えてデザインという言葉を用いなくても定義できる要素が内包され

のが、一番の成果だったと思います。

ていると考えます。
The individuality that each person possesses becomes a fascinating design of the local area.

今だから言える一言：

38

10.15 13:00-17:00

”

We were able to c reate a c hance to get exc ited talking about the design of buildings and
signboards that exist spontaneously within this quarter, and this was an important result.

今だから言える一言：

”

ツアー参加者は、
下町レトロ側による告知での参加者のみであった。
ＫＯＢＥデザインの日記念イベントチラシを見ましたという参加者が居なかったことが若干残念であった。

デザインの視点で改めて地域を見直す機会が出来たことは勉強になりました。プログラム全体のボリュームがありすぎて、情報共有ができずに相乗効果を出しにくかったのが

新しい層の参加者にも今後参加してもらいたいと思う。

もったいないと感じました。

.DOCK.
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2011

10.15 13:30-15:30

2011

10.16 13:00-15:00

いざ！着物de神戸

下町情緒・真野まちめぐり

エレガンスを巡る旅

Downtown tour of Mano

Kimono walking tour

真野地区まちづくり推進会

KIMONO × KONOMI 藤藪一博

Mano Town Development Promotion Committee

KIMONO x KONOMI

http://manomachi.cocolog-nifty.com
集合場所

真野地区は、日本最長のまちづくりを行うまちです。 真野地区に残る路地や長屋、街角のお地蔵さん、昔な

集合場所

着物姿でまちを歩き、乙仲通周辺の神戸のモダンな街並みの中にある、歴史を感じる建築デザインとギャ

真野地区

がらの町工場など、昭和の頃の懐かしい景色や下町情緒に触れていただくまち歩きツアーを開催しました。

みなと元町駅

ラリーのアートに触れるツアー。最後には、ツアー中に買ったスイーツをみんなで食べながら、感想を話

まちづくり会館

A downtown tour of Mano Block, with that friendly Showa retro atmosphere full of alleyways and row houses.

参加人数

参加人数

し合い、交流を深めました。人と人がつながることによって生まれる市民同士のデザインが神戸にはある

7人

というイメージを共有しました。

37 人

Paticipants dressed in Komonos and tour in Kobe. Visiting galleries, sweet shops and seeing architecture.

“

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

“

イベントを通して感じた「デザイン」

私たちのまちでは、いろいろな「まち歩き」が、年間何回か取組まれています。30 年にわたる密集事
業の再開発をしていますので、「ハード面でのまちづくり」を視察する「まち歩き」。 地域福祉関係や震
災復興がらみの視察は、それらに関係した建物や施設を対象に「まち歩き」しています。 最近増えた、

「3 丁目の夕日」的な狙いで行いました。 多くの方々にまちを見てもらい、交流しながら私たちも学ばせて

今だから言える一言：

というデザインを伝えたいと思い、開催しました。ギャラリー巡りをした事で、デザイナーのクリエイティブな
世界に触れ、新しい感動・刺激を得ることができました。 洋服ではなく、きもので集まったことでより刺激

を、より気付きやすい形にし、多くの方に感じてもらう為に活動していきたいと思います。

今回の「ＫＯＢＥデザインの日」まち歩きは、「下町情緒・真野まちめぐり」というテーマで、まさに映画

東日本大震災で明らかになったように、
ʻ絆ʼが一番大事だと思います。

きものという趣味で集まった一人ひとりの間にコミュニティを発生させ、常に新しい発見がある街「神戸」

付き」があった時に初めて認識できるのだと思います。私はこれからも気付かなかった神戸にあるデザイン

などを主体としています。

This was a great chance for everyone to feel traces of the good old area as ‘region design.’

イベントを通して感じた「デザイン」

を受けやすい状況だったと思います。デザインは普段と同じように生活していても存在していますが、「気

下町レトロ的な「まち歩き」は、古き良き時代の名残というか「長屋」「銭湯」「駄菓子屋」「まち工場」

いただきたいと思っています。

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

Awareness is the key for design, so we want to keep having opportunities for it.

”

COLUMN

コ ラ ム：まち歩きの 一 歩

”

今回のデザインの日記念イベントでは「まち歩きツアー」を開催。日頃から地域でまち歩きツアーをされている方々にご協力をお願いし
実現したものです。どこか遠くへでかけた観光先でのまち歩きといったものでなく、自分たちが暮らし働く身近な地域でのまち歩きといっ
た経験は、みなさんの中でもそうないのではないでしょうか。まち歩きは、まちのステキから課題までいろんなことを気づかせてくれます。
実はこの気づきが地域やくらしの中でのデザインを生み出すことにつながるのではないかと思います。デザインを他人任せでなく自分た

40

.DOCK
.DOCK.

ちの行為としていく自律性の高いまちづくりは、まち歩きの一歩からはじまる可能性が十分あると考えます。
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title:

Town meeting to talk about City of design

デザイン都市・神戸の
「くらしとデザイン」、
そして、
「人とデザイン」
神戸市統括監を中心に、
イベント関係者や「デザイン都市・神戸」に
期待を寄せる人々が集まり、
熱のこもった議論が繰り広げられました。

Kobe City Office

デザイン都市を和やかに語り合う会

Town meeting about the city of design

10.16 17:30-18:30

organizer:

2011

地域や社会の課題は山ほどある。それを解決してい

る人はデザイナー。神戸市にいる人全員が
デザイナーになれば素敵だ。

人とデザインをつなぐ場所や空間が必要。
りんごがウサギの形に切られているのもデ
ザインだ。

心の中からわきでるもの、わくわくしたり好
きだと思ったりする場をコーディネートする
こともデザイン。神戸はそのようなことがやりやすく

なっているような気がする。

デザインは自分だけのものでなく他者のた
めにやること。色々なコミュニティをつないでいくこ
とを社会文化デザインと言ってもいい。

デザインとは意識や態度である。デザイン
するという意識をもって行うすべての行為が
デザイン。すべての行為をデザインと言ってしまうと、

デザインで広い空、広い心を取り戻すプロ
ジェクトができればと思う。

event organizers and those who look

余計にデザインが分からなくなる。デザインを意識するた

デザイン・クリエイティブセンター神戸が提供するサービ

toward "city of design Kobe".

めの啓蒙も必要だと思う。

スは、サービス過剰にしないほうがいい。

ここでは、コメントの一部を抜粋して紹介します。

A meeting with city officers, designers,

Here are the comments from the meeting.

場所
Art Theater dB 神戸
（駒ケ林駅）
参加人数
21 人

デザインとは気づき。自分は東京から神戸へ帰って
きたことで地元を客観的に見ることができた。
すでにあるものにも大きな可能性がある。
デザインはプロセスが大事だ。
わくわくする気持ちを保ち続けることが大切。

42
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センターは、作りすぎてはいけない。意識を持っ
ている人が、お互いに刺激しあう場となるべきだ。
いろいろなことを自分のこととして捉えるこ
とが大切。センターの場も自分事とし、市が何かやっ

これからのデザインは古い物を大事にする
ことが大切である。
ここ 2 〜 30 年で、人間がデザインによって多様

に作り変えられるようになった。これはおそ
ろしいこと。デザインとは何か、人間とは何かを考え

直してみる、批評・分析的なことが必要ではないかと思う。
また、あえて垣根、隙間を作ることが必要と思う。隙間
の重要性を考えつつ、デザインとは何か、人間とは何か、
をセンターで検証できればと思う。

場の力は人である。センターは、誰が何を起こすか、

それがどういう熱を生むかということに期待している。

デザインというのは人らしく生きていく力だ。
ひとりひとりがこの力を持ち自律的に行動していけ
るまちがデザイン都市。自ら考え行動していくこ
とが自分たちの真の幸せにつながるという趣旨の話が多
かった。センターも決してサービス過剰になってはならな
い。また、整備も完全でない方がいい。むしろ課題を残

てくれるということではなく、自分たちで作っていくこと

すぐらいの方がクリエティブな力を発揮できる。そこに自

ができればいい。

律的な行動が生まれるかどうかが最も重要だ。

.DOCK
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2011

10.16

2011 10.13-16 13:00-21:00 ( Sat, Sun 9:00-21:00 )

19:00-21:00

クリエイティブ交流会 in 丸五市場
Exchange party in Marugo market

丸五市場、神戸市

2011

2011年度

キッズデザイン賞 神戸巡回展

アニメーション神戸
授賞式・上映会

Kids Design Award 2011 Kobe touring exhibition

Animation Kobe

NPO 法人キッズデザイン協議会、神戸市

アニメーション神戸実行委員会、神戸市、
神戸デジタルコンテンツ振興会議

第16回

Kids Design Association, Kobe City

Marugo Market, Kobe City

10.15, 16

Animation Kobe executive committee, Kobe City,
場所
丸五市場
（駒ケ林駅）
参加人数
250 人

“

Kobe Digital Contents Council

「KOBE デザインの日」記念イベント 2011 を締めくくるイベントとして、新長田の市場「丸五市場」を会
場に交流会を開催。「くらしとデザイン」のテーマそのままに、生活の真ん中にある市場で行うことにより、
いわゆる交流会的な雰囲気とは違った、フレンドリーな空気のなか、ローカルフードをつまみに、京阪神
のクリエイターや市民の交流が活発に行われました。

場

所

場

KIITO

所

（三宮・花時計前駅）
参加人数

神戸市立地域人材支援センター（駒ケ林駅）
神戸国際会議場メインホール

170 人

参加人数

550 人

An escape game from a train in the rail yard in Misaki park.

Vo i c e f r o m t h e o r g a n i z e r

イベントを通して感じた「デザイン」

市場は人と人をつなぐ ―「市場」という場は単にモノの売り買いをする場と言えるでしょうか。 市場で
交わされる会話、市場で過ごす人々の様子から見てもその域には留まらないと思います。地域コミュニティ
の場がそこにはあります。デザインの日記念イベント最終日、今回のイベントに関わられたクリエイター、
市民の方々の交流会の場として市場を選んだのは、もともと市場が持っているこうした場の力が交流の場
として機能するのではないかと考えたためです。
場をデザインするというと、
その場をおしゃれに装飾するようなことを第一に思い浮かべますが、
すでに持っ
ている機能に気づき、新たな機会によりそれを引き出すこと、そういった場づくりも十分デザインだと言える
と思います。 決して、装飾するデザインを否定するわけではありませんが、それを優先するあまりに交流の
場がデザイナーの作品発表会的な場となってしまっては本末転倒です。市場を人が集う場として再認識し、
また、場を創るデザインについても一石を投じたいという思いで今回の交流会を企画しました。 再活用、
再編集、間違いなくこれからのデザインのキーワードと言えると思います。
From now, our design keywords will be ‘reapplication’ and ‘revision.’
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”

キッズデザイン賞は、
「子どもたちの安全・安心に貢献するデザ

すぐれたアニメーション作品やクリエイターを表彰する授賞式、

イン」
「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」そして「子

有望な若手クリエイターを発掘・育成するコンテストを開催しま

どもたちを産み育てやすいデザイン」という理念を実現し、普

した。また、東日本大震災被災地支援を目的としたチャリティ・

及するための顕彰制度。神戸巡回展では、受賞作品を実際に

アニメ上映会を実施しました。

手にとって見ていただける展示を行いました。

ゲスト：大地丙太郎（アニメーション監督）ほか

An exhibition of award winning design that contributes to the safety of

Animation Kobe is an award to celebrate those who have been

children; cultivating creativity of kids and mothers.

contributing to the industry.

.DOCK
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コミュニティのデザイン

しい形を作ることがデザインだという風には、みなさんには思っ

コミュニティデザインには二種類の意味があります。ひとつは、

てもらいたくないですよね。かっこいいものを作ることがデザイ

新しく人のまとまりをつくるという意味でのコミュニティデザイ

ンではなくて、実は、そのデザインに至るまでの明確な問題意

ン。例えば高齢者問題のような、地域の課題に立ち向かうため

識と、それを動かしていくための力強いコンセプト、それを実現

のコミュニティをつくります。もうひとつは、既に存在しているけ

させていくための技術的なスタディ、そしてそれを最後にどうい

れど、うまく回らなくなったコミュニティに刺激を与えて、自分た

う形で打ち出していくか、この行為全体がデザインなんです。

ちで解決する力をつけてもらうという意味でのコミュニティデザ
イン。どちらの場合も、大体 4 段階のステップを踏みます。第 1

ふつうのくらしのなかにあるデザイン

段階はヒアリング。地域の人や、その周辺で活動しているＮＰＯ
を対象に、やりたいことや、活動していく上でどういったことが

こういった行為は、市民の人たちも日常的に行っていることなん

ハードルになっているのかなど、課題を確認します。あるいは、

です。例えばネイルを例にとると、パソコンを使う人や洗い物を

強みは何なのか、できることは何なのか、を聞いていきます。ヒ

する人、それぞれにとって絶妙な長さをデザインしているわけで

アリングはひとりひとりに行うので、どのように人をつなげると

すよね。自分の爪の長さがどのぐらいだとどういう問題があって、

良いチームができるかが考えられるようになります。そこで、第

それに対して、美しい形にするための落としどころ ― ネイルに

2 段階目は「ワークショップ」。ワークショップの場で、みんなが

するのか着け爪にするのか ― というソリューションが変わってき

できることを出し合います。例えば、
「あなたは○○できるんだっ

ますよね。実はこれは、生活の中のデザイン的な思考なんです。

たら、わたしは××ができるから、△△しましょう」という関係
性が生まれるようにしていきます。その人たちがうまくつながる

被災地のためのデザイン

ような場をデザインしていくということですね。第 3 段階では、

いま、アメリカのサステナブル建築の研究機構である「ベーシッ

「チームビルディング」を始めます。
「ワークショップ」を経て、
「一
緒に何かやれるよね」という雰囲気になった人たちの気持ちを、
役割分担をそれぞれ明確にすることでさらに高めていき、コミュ

くさん残っている端材を使ってテーブルや椅子をつくり、それを

ニティの力を強めてきます。最後の第 4 段階目は、出来上がっ

東京や大阪などの大都市で販売します。その売上で現地で家具

たコミュニティの初動期のサポートです。活動を始めても、うま

をつくる被災者の人たちの賃金を回していこうというのが第 1 段

山崎亮さんに聞く：くらしの中のデザイン

く回らない事があるんですね。活動資金をどう集めたら良いかわ

階です。これだけだとよくある話なんですが、このプロジェクト

COMMUNITY DESIGN

からない、PR の仕方がわからない…など、こういったところを

が従来の復興プロジェクトと違うところは、被災者の人たちが

全部サポートしていきます。うまくコミュニティの中で運営できる

家具をつくるという行為を通じて、カンナのかけ方や木組みを学

Interview with Ryo Yamazaki
デザインと聞けば、形や色の美しさを想像しがちですが、
本当は、生活の中の見えるところ、見えないところ、

山崎亮（やまざきりょう）

いろんなところに存在しています。

studio-L 代表。京都造形芸術大学教授。地域の課題を地域

山崎亮さんはコミュニティデザインと呼ばれる、

いわゆる「デザイナー」とは違う、

デザインの視野をひろげるお話をうかがいました。

ているコミュニティデザインとその取り組みの段階です。

得た技術で、現地の人たちに大工の仕事が手に入ることになり
ます。この一連のしくみが大きな意味でのデザインです。この、

コミュニティデザインには教科書がない

大きな意味でのデザインに、廃材を使っておしゃれな家具をつく

コミュニティデザインを教科書にしませんかという執筆依頼はよ

るという小さな意味でのデザインが、両方入り組んでいることで

くあるんですが、書かない方が良いと思っています。教科書にし

ソーシャルなデザインが成り立ちます。単にカッコいい形を作っ

た途端に、それをなぞればうまく行く、あるいは、それをなぞら

たら終わりじゃなくて、それがいったい大きなデザインの仕組み

ないといけないと思い込んでしまうことで、大事なことがこぼれ

の中でどういう意味を持つのか、というところに繋げていくこと

落ちる可能性があります。取り組みの段階が 4 段階あると言い

が、すごく大切だと思っています。

ましたが、第 1 段階のヒアリングの時点で、自分が考えている方

デザイン都市・神戸とソーシャルデザイン

部変えちゃった方がいいんですよね。毎回やり方が変わるんです。

「つくらないデザイン」、コミュニティデザインに入っていく意識

例えば、ヒアリングの時点で大人のやる気がなかったら、子供

が強くなったのは、阪神淡路大震災がきっかけです。ロングス

デザイン（学芸出版社）』、
『ランドスケープデザインの歴史（学

たちとやる方向に変えちゃったり。教科書をなぞるだけだと、一

パンで考えていかないといけないことが世の中にいっぱいあるん

芸出版社：編著）』『震災のためにデザインは何が可能か（NTT

度間違えると、どこまでも間違っていってしまうんですね。この

だと、阪神淡路大震災の時にかなり学びました。だから、デザ

出版：共著）』などがある。

点が実は、デザインと近づいてくるんです。デザインプロセスって、

イン都市・神戸が、ロングスパンでソーシャルな課題に取り組む

課題を見つけて、それに対応してコンセプトを出してきて、それ

ということには、必然性があります。本質的なデザインをやり、

Ryo Yamazaki is the representative of studio -L and

を具体化して、最終的にみんなが共感してくれるような美しい形

それを日本から発 信できるのは神戸以外にないと思います。学

professor at the Kyoto University of Art and Design.

をソリューションとして出す。この 4 段階だと思うんですが、技

生時代、一番勉強していた時に阪神淡路大震災を経験し、もう

He has worked on the community design which helps

術的な問題やコストの問題などで、やっている間にどんどんやり

上辺だけの、形だけのデザインはやりたくないと強く思ったあの

His specialty is in the field of community development

方を変えていかないといけないですよね。やらないと行けない段

時の思いが、今、東北のためになにかやりたいと、自分を動かし

workshop, community-involved master plan making,

階は見えているんだけども、途中でフィードバックをして、考え直

ています。

architecture and landscape design and communit y-

さないといけない。だから、この 4 段階を経ないで、最後の美

local people solve local problems by themselves.

involved park management.
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復興の仕事がいっぱいでてくるはずなので、家具づくりを通じて

まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、

Ryo Yamazaki

そんな山崎さんに、コミュニティデザインのお話を入り口に、

ぶということにあります。1 年ぐらい経つと、被災地では住宅の

向と違う方向で盛り上がってきたとしたら、その後のやり方を全

メントなどに関するプロジェクトが多い。著書に『コミュニティ

「モノをつくらないデザイナー」です。

ようになれば、僕たちの役割は終わりです。様子を見ながらだん
だんその地域からいなくなっていく。こういうことが、僕らが今やっ

に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。
建築やランドスケープのデザイン、市民参加型のパークマネジ

人がつながる仕組みを作るデザインをしています。
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クイニシアティブ」と一緒に東北の被災地でやろうとしているの
は、廃材を利用した家具づくりのプロジェクトです。被災地にた

.DOCK

47

What is Community Design?

donʼt want people to think that they have to do these 4 stages,

Community design has two meanings. The first is creating

like design is just finishing up with a beautiful shape. Design

fresh connections between new people brought together. The

is not about making cool things; to tell the truth, arriving at

other meaning is offering stimulus to communities already

design is a clear awareness of key issues, a powerful concept

existing but having trouble functioning. Community design

setting things in motion and the technical study to bring it

means having the power to solve things by the communityʼs

to realization. Lastly, what shape you want to beat this thing

self. In either case, I generally experience 4 major stages. The

into; this whole thing is the act of designing.

first stage is the hearing. We involve local people and NPOs
in the area and confirm the challenges faced, like things

Design in our lives

they want to do or what kind of hurdles they have with their

This act can be seen happening in the daily lives of citizens.

events.

Take a fingernail for example. Finding the perfect length
is designing, because it changes depending on if youʼre

Or possibly we ask what their forte is or what they are able

using a PC or washing dishes. How long should oneʼs nails

to do. At the hearing we listen to each and every person

be, what kinds of problems does one face; finding the right

and think about what people would make good teams if put

compromise and ending up with a beautiful shape in answer

together. Here, the second stage comes in: workshops. At

to these questions―should I go with nails or extensions―

the workshops, everyone contributes his or her abilities.

this kind of resolution is constantly changing. Itʼs a design-

This gives rise to strong relations; for example, someone

type thought found in life.

says ʻhey, if you can do X, and I can do Y, then letʼs do Z.ʼ Itʼ
s about designing the place where people can make great
connections. Then we start the third stage; team building.

Design for disaster affected areas
Iʼm currently involved in a project with Basic Initiative―an
American sustainable construction research organization―

We strengthen the communityʼs vigor after the workshops by

working together to help the disaster affected areas in

furthermore clearly defining each and every role, enhancing

Touhoku, making furniture from scrap wood. The tables and

people feelings to create an atmosphere where people say

chairs made from wood waste left over from the earthquake

ʻwe CAN do stuff together.ʼ The last stage is supporting the

are sold in Tokyo and Osaka. The first stage is getting the

community in this initial startup period. In reality, sometimes

proceeds flowing to the local people in the affected areas

things donʼt go well once started. Things like, not knowing

as wages. This is nothing special, but this revival project is

good ways to collect capital for events or how to publicize;

different because through the act of making furniture locals

I support all these things. If the management within the

learn how to handle things like a wood plane and how to

community is going well, our assignment is finished. We

setup wooden framework.

back out of the area bit by bit, keeping our eye on the state of
affairs. This is the community design we do and the stages

After a year, there should be lots of housing reconstruction

we tackle.

work in the area, and from the techniques learned from
making furniture, local people can get jobs as carpenters.

Community design has no textbook

This series of arrangements can be taken as meaning design.

I often get written requests asking for a textbook on

In the greater meaning of this design, the smaller meaning

community design, but I think itʼs better not to write one.

of using scrap wood to make cool furniture is wrapped up

If ever written, thereʼs a large possibility of an overflow of

together with it, concluding in a greater ʻsocial design.ʼ Itʼ

problems because people will think that if they follow it

s not just simply completing a cool shape; what I think is

everything will be fine, or they fall under the impression that

really important is how this ties up with exactly what kind of

they have to follow it. I said there were 4 stages to tackle,

meaning this has in the greater design context.

but in the first hearing stage if another method―different
to the one you thought about yourself―seems to be picking

Design City, Kobe and Social Design

up steam, Itʼs better to change everything. The method itself

What made the consciousness to start community design―

changes every time.

ʻdesign we donʼt makeʼ―stronger was the great Hanshin

At the hearing stage for example, if thereʼs no willingness

that we have to think about over a long span; however I learnt

amongst the adults, maybe itʼs better to think of working

a lot during the earthquake. There is a necessity for Design

earthquake. Within this world there are a number of things

with kids. If you just follow the textbook and if you make a

City Kobe to tackle social challenges over long spans. I think

mistake once, you make mistakes everywhere. Actually, this

that the only place in Japan that can handle essential design

point is closely related to design. Design process is finding a

and broadcast it to the world is Kobe. I experienced the great

challenge, putting out a concept to deal with it, giving it form

Hanshin earthquake when I was studying hardest during my

and finally resolving it with a beautiful shape that people

student days and my thoughts at that time were that I donʼt

respond to. These are 4 stages, however you have to change

want to design something with just an exterior, or for formʼs

the method during the process due to things like technical

sake. Even now Iʼm active about wanting to do something for

problems and cost problems.

Touhoku.

Much as you can see stages that need to be done, you get
feedback midway and you have to reconsider things. So, I
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