
若年アーティスト創作活動支援事業

「PORTS」と呼ばれた物語

NPO法人みなと計画



2018年3月～
聴こえてきた声に向き合い、応えてきた。
気付けば、らしさが見えてきた。

コロナ禍で生きる多様な若者の声を動画で届ける
みなと基金
若者のお金の問題に
逃げずに向き合う

若者がいま観たい、聴きたい、体感したい、
をカタチにするフォーラム

ちゃんとやるのではなく、若い心が求めることを安心して
トライできる器を強くしていく。そのプロセスが若者とま
ちのつながりを醸成する。

派手さはないし、成果は見えづらく、効率も悪い。
それでも、ただひたすらに、一人に向き合う。
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プロローグ



プロローグ 2020年夏頃はこんなでした

大学関連のギャラリーのコーディネーターから
「コロナで美術系の学生たちがやばめ」という話しを聴く。

・ギターケース持ってるだけで白い目。
・創作活動は社会から必要とされていないのでは……。
・創る場所も発表する機会もなくなり創作意欲が低下。
・表現が唯一の自己表現だった若者のメンタルバランス崩れる。

アート業界の人ではなく福祉系の視点を。
社会との接続が重要でそれを構築して欲しい。



第一章 旅の仲間
想いに共鳴し期せずして必然のようなチームが出来た



プロジェクトチーム 様々なスキルと経験が集まる

▶対話の場づくり
スケジュール管理、企画
書作成、各所への交渉な
どのサポート全般を担い
つつ、アーティストや
チーム内の対話の場のデ
ザインで存在感を発揮

▶相談員
函館荘PJ代表
日々若者と体当たりの
対話を重ねる実践派相
談員。悩み、模索を重
ねながら自らの相談哲
学を見出す。

▶アーティスト
＆サポート

創り手として関わりコー
ディネート側に興味を持
ち、PJ後半からチームに
加わる。積極的に関わる
姿勢により創り手と両方
の視点でチームに貢献。

▶ヒアリング
有償展示など

アートコーディネー
ターとしてギャラリー
でキャリアを積み帰道。
有識者としての関わり
から始まり、コーディ
ネーターへ抜擢。

Anna

Misaki

Shiori

Erica



チームの行動原理

◆私たちは提案はするけど押し付けません。
◆私たちは「若い作家」を「支援」の対象、まして弱者だと思っていません。
◆芸術家である前に人間であるということを尊重します。
◆聴く人がいるから整理することができる。アドバイザーやメンターでもなく、
「あなた自身が見つけるために聴く」という貢献の仕方をちょっと信じています。

◆みんなでやる・誰かとやることのパワーをわりと信じています。
◆人間みなアーティストと考えます。だからこそ、それぞれの感性の重なりを楽しみます。

楽しむための努力を一緒にする人とパートナーシップを組みます。
◆“表現”を支援することが、私たちが欲しい未来をつくるのに繋がると信じています。

一歩進むごとに立ち止まる
基本めんどうくさい

チームです

この原理があり、これを大事に進めることができたからこそ、
「PORTS」は意味のあるプロジェクトになった。



ヒアリングで聴こえたことを大切に……

学生 既卒生

メンタルサポート 暮らしと創作活動発表の機会

これらの想いに向き合いながら丁寧に進めてきた

見えてきた3つの要素

１ ２ ３



第二章 相談窓口

メンタルサポート 暮らしと創作活動発表の機会



相談窓口

・アーティスト/相談員である前に人と人として対等にお話します。
・あなたの作品や活動の話だけでなく、あなた自身の話もお話ししていただいて構いません。

◉名称：PORTS
◉対象者：30歳以下で創作活動をしている人
◉相談内容：20人以上から、普段は話せない金銭的なことも含めての

相談を受ける。現状を聴いていく中で、自ら答えを
見つけていく相談者が多かった。

◉対応範囲：聴くだけではなく必要に応じてプロのアーティストとの
つなぎや同世代の若手アーティストと話をする場所を
設けた。

相談員の聴き方
※ロゴやフライヤーは若手アーティストが制作した

POINT



相談窓口

出口のある相談窓口であろうぜ！

①独自のネットワークによる幅広い情報提供・紹介
あなたの抱えている悩みのサポートの一部になるような情報提供をします。

②展覧会や展示出展への招待
Portsで主催したり関わりのある展示会への出展をお誘い。出展経験の少ない方でも、
安心できるようサポート。

③有償レンタル事業の紹介
店舗/事務所等に有償で貸し出し展示するレンタル事業のご案内とサポート。

④人の紹介
こんな人と話してみたい！というニーズに応えられるようにします。

⑤創作スペースの提案
北海道内の美術・芸術に関わる施設や長期滞在場、制作環境が充実した場所の情報提供。

話したいことはあるけれど、誰に話したらいいかわからない。芸術に対して専門の人で相談
に乗ってくれる人が身近にいない人が多く利用することがわかった。

POINT



相談窓口

相談件数：20件超
相談内容：創作に対する迷い、創作場所や発表機会、メンタル的な悩み

同種の創作をする仲間や先輩、プロとの出会い

実績例）
創作活動や卒業後の進路に悩んでいたAさん。
創作意欲も落ちていたが、店舗での展示を提案したところ
意欲を取り戻し、展示するまでに至った。

彫金作家を目指しつつも働くことに悩み前に進めずにいた
Bさん。荘への居住を通してグループ展への出典を行い、
アーティスト同士の交流も生まれた。

アニメーション作家を目指しているCさん。制作会社に就
職したがうまくいかず心身共に衰弱。現地NPOと連携して
生活保護につなげ生活の立て直しを図る。

学校にもいけないし、つくっている人との繋がりも少なくて、とにか
くどうしたらいいか露頭に迷う人の声を拾うことができた。
ものをつくるのはプロしかしてはいけないわけではないと思う。だか
ら思いっきりやればいいんだと思う。



第三章 有償作品展示

メンタルサポート 暮らしと創作活動発表の機会



有償展示～地域のなかで展示し地域の人に観てもらう

美術のジョーシキを小さく崩す？ギャラリーのソトへ有料貸出する仕組み
＋アーティストとの対話の場をセットで開催

これまでの「作家は売れるまで赤字が当たり前」の仕組みから、
「いいなと思う作品には対価を支払ってみんなで楽しむ」仕組みをつくる。
お店×常連×アーティストの対話の場も作ることで確実にアーティストの「推し」になる。

たとえばこんなことが起きました
・展示作品の8割が購入されたアーティストは、自身が「作家」であることを自覚した。
・絵を観るために何度もリピートする人がいた。
・疲れ果てた常連さんが長い時間かけて絵を眺め涙を流しそうなほど感激したと話していた。
・展示作品に触発されて、自身の作品を持ち込んだり、寄贈してくれる人が現れた。
・展示を行った店舗はこれをきっかけにギャラリーレールを設置した。



第四章 働くこととの両立

メンタルサポート 暮らしと創作活動発表の機会



働くこととの両立～その1：福祉事業者との連携

現役大学生30名に福祉事業者が提案した就労条件についてアンケートをした結果

アールブリュットにも取り組む社会福祉事業者と連携
福祉業界では、
・慢性的な人材不足にも関わらず量と質の確保が求められる
・アートを取り入れたいが心得のある職員がいない
・柔軟な働き方ができて創作活動との両立も叶うはずだがそのことを知られていない



働くこととの両立～その２：働く×創作×発表の場の開拓

北海道リスタート事業の交流会で意気投合した「大雪山自然学校」さんと連携し、
お手伝いをしながらアート活動が出来るのか？の可能性を試してみた。
・長期滞在ボランティアとして関わりながら、

インスピレーションを受けながら制作をするのは
活動の一つになる。

・1週間のうち3日ぐらいはボランティアでしっかり関
わるぐらいの気持ちで来た方が上手くいく。
現地の活動に興味を持ってもらえると、スタッフも
付き合い易い。

・最初は自己資金で来て、そこで関係性が出来たら
インターン補助費を付けて来てもらうとお互いに
とって良いのでは。



第五章 展示会

メンタルサポート 暮らしと創作活動発表の機会



展示会～ヒアリングから生まれた二つの場

行き着く先が展示会？意外とふつう……ではないんです！

◉現状の若手アーティストの発表の機会
・ギャラリー/美術館等の主催する企画展

→ハードル高く、評価の高いアーティストのみ
・個人や仲間が集まりグループで企画する展示会

→観に来る人が限られる＆創作と運営のバランスが大変

◉知名度の高くないアーティストに声をかける展示会？
・フリーランスのキュレーターが独自にテーマを設けてアーティストに声を

かけて展示会を行う場はほぼ無い。
・このような展示会が増えれば、発表の機会が増える
・接点の無かったアーティスト同士の交流を生むこともできる



展示会～コーディネーターMisakiの場合

▶Misaki’sつぶやき
これで根本的な解決になるのだろ
うかを考え、
私たちが伝えたいことを伝えるの
には、結局のところ作品を持って
伝えるのが一番なのでは？

▶やってみて
「普段一緒にやらない層（大学や発表する場所
の違いなど）のひとたちと一緒に展示すること
ができて嬉しかった」や「自分でも作っていて
わからない部分のある作品。話をして見えてく
ることもあった。一人じゃ制作できないなと
知った」という声が聴かれた。



展示会～相談員Annaの場合

▶ Anna’s つぶやき
話を聴き続けたとしても、胸を張って支
援の全てだとは言えなかった。
「いろいろあってつくれないんです」の
裏側に「本当はつくりたいけど、きっか
けがないだけだ」という声が眠っている
のではないのか？
とにかく自分でつくるきっかけを得ると
いう体験をして欲しいと思った。

▶やってみて
グループ展示会という「つくるきっかけ」は想
像以上のものを生みました。
「つくるきっかけ」さえあれば、つくる仲間と
の出会いを得ることができます。
つくる仲間との出会いは、つくる友達や仲間先
輩の少ない彼らにとって心の支えとなりました。
それがそのまま「つくる意欲」につながり、
「明日を生きる意欲」に発展していったのです。



ヱピローグ
The Flame Still Burns



ヱピローグ

事業の継続を求める声が、作家、店舗、市民から多く聴こえてくる。
なんとか資金を確保して続けられないかを模索したが……

試みてみたこと
▶向こう3年程度の活動に対する助成金申請

→2つ応募したがいずれも不採択
▶投資家へのお呼びかけ

→投資家用企画書を作成し、マッチングサイトも活用したが不発
▶クラウドファンディング

→チーム体制が整わずトライしないことに

そうこうしているうちに時間はたち、チームもそれぞれの道を歩み始
めることになる。

資金確保に向けた動きはいずれも不発



ヱピローグ それでもPORTSの灯は消えず

チームは壮絶な振り返りの場を経て
それぞれの道へ進み始める

演劇表現を学ぶ
ために東京へ

社会福祉法人へ就職し、
アール・ブリュットのコーディネートを担当

みなと計画で大学生の
コーディネーターを担当

対話の場づくりのスキルを
さらに磨き実践する輪へ

Anna

Misaki

Shiori

Erica



ヱピローグ

▶有償レンタルも相談窓口も継続中 ▶振り返りZINE制作中

▶店舗/施設での若手アーティストの作品展示
江別市との連携により規模を拡大して2022年秋に開催！



「PORTS」続編を共に執筆しませんか？

私たちは、表現活動をみがく若手芸術家と日々を紡ぐことで、

社会にまだ表れていない声が語られ始める余白を生み出し、

すべての人間が持つ探求と表現のちからが発揮され、

それぞれの感性と全身のふるまいの重なりによって

計画しえない未来がつくられる社会を描いていきます。
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