
持続可能な世界を実現するため、2015年に国連でSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）が宣言されて以降、
「サステナビリティ（持続可能性）」や「サステナブルな〇〇」といった言葉をよく聞きます。SDGsでは国際社会全体の開発目標として貧困や
ジェンダー平等、気候変動などに対して17の目標が定められています。難しい言葉のように感じてしまいますが、日々の暮らしの中で実践で
きることもあるのではと思い、テーマに選びました。（浜松アーツ&クリエイション事務局）

誰かの記憶の片隅にあるような情景を中心に制作。光や空間を意識したものが多い。
主に水彩だが、その他に鉛筆やアクリル、岩絵の具、デジタルなど。

［HP］ https://www.musubuhagi.com/
［Twitter］ @hagims 
［Instagram］ @hagimusubu13

令和 2年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

Facebook ＠HamamatsuArtsAndCreation
Twitter @hamamatsu_a_c
Instagram @hamamatsu_a_c

発行元／公益財団法人浜松市文化振興財団
〒430-7790 浜松市中区板屋町111-1　TEL 053-451-1158

http://www.hamamatsu-artscreation.jp

テーマ選定理由

萩 結 profile

表紙テーマ サステナビリティ
（持続可能性）

制作者 萩結（イラストレーター）
作品制作にあたって

浜松市創造都市推進事業補助金採択事業及び浜松アーツ&クリエイションが実施するイベントを紹介します。

夜は意外とあかるい。
平地から山々へ点々と。たまに群れたり、そうじゃなかったり。
ゆられながら、また違う町のどこかに住むあなたは、
話したこともない誰かのことを想っている。

カレンダー

今号の表紙

NPO法人クロスメディアしまだ　理事長 大石歩真／事務局長 兒玉絵美
カトウマキ（アーティスト）
シズオカオーケストラ代表　井上 泉
アクトシティ浜松 研修交流センター402会議室
無料
10名程度

12.12土
15:00~16:30

浜松アーツ&クリエイション市民活動支援セミナー
「身近な事例から活動のヒントを探る」

事例発表者

会 場
参 加 費
定 員

浜松アーツ&クリエイションのホームページよりお申し込みください。申込方法

以下の方はご来場をご遠慮ください。
①37.5度以上の発熱の症状もしくは体調に不安のある方。
②マスクをご着用いただけない方（マスクは各自でご用意ください）。
③新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方。
④セミナー開催日から遡って2週間以内に海外から日本へ入国された方。

注意事項

セミナー

イベントやプロジェクトを主催する立場から、アーティストの立場から、地域の資源を発見し、発信していき、新たな繋がりを作っていく、そんな活動をしている静岡県内の方々
に活動内容をお話しいただきます。

みんなで古代の丸木舟を作って乗ってみよう！
鈴木克章

10/31土

みんなで古代の丸木舟を作って乗ってみよう！
鈴木克章

11/1日

Share The Park（マルシェ） Share The Park12/20日

養生カフェ 里の家

みんなで古代の丸木舟を作って乗ってみよう！
鈴木克章

街角製本教室「クォーターバインディング」
「街角製本教室」実行委員会

11/7土

遠隔アーティストインレジデンス
浜松とバンコクを短絡！
ファブラボ浜松テイクスペース

11/1日-15日

アーティストトーク ワークショップ 「ヘンリーとあそぼう」11/1日 11/7土

発酵食品を食べて免疫力UP！キャンペーン

浜松市のミニシアターを守る会

10/30金-
11/30月

養生カフェ11/15日 里の家

山出淳也講演会11/25水 村井広告事務所

天竜 四季の森 プロジェクト11/29日 天竜 四季の森

街角製本教室「リング製本」12/5土 「街角製本教室」実行委員会

街角製本展 「街角製本教室」実行委員会1/12火-30土

養生カフェ 里の家1/24日

Share The Park（マルシェ） Share The Park1/31日

みんなで古代の丸木舟を作って乗ってみよう！
鈴木克章

11/8日
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「令和2年度浜松市創造都市推進事業補助金（二次募集）」の採択事業が決定しました。

一次募集で決定した11の事業に加え、新たに5つの事業が実施されます。

皆さんがご参加いただける事業もありますので、是非、チェックしてくださいね！

古民家のある里山
の暮らしを体験する
回想療法、薬草園
での園芸療法、森で
過ごす森林療法、自
家製精油のアロマテ
ラピーと音楽家たち
による音楽療法で人
と自然の力を借りて
健康になる多世代
交流型のプログラム
です。

「海のゆりかご」と
呼ばれるアマモは
浜名湖の生態系に
は欠かせない生物
です。浜名湖フォー
ラムではアマモを種
から苗に育て、そし
て苗付けまで行う
過程を通して浜名
湖の自然に触れて
いただく機会を提供
します。また今後の
保護活動に携わって
いただくネイチャー
ガイドの育成講座
を開催します。

養生カフェ

問い合わせ先

※掲載順は提案書類受理順です。

※一次募集で決定した事業については、各主催者及び浜松アーツ&クリエイションのホームページでご確認ください。

一般社団法人 里の家

4メートルの丸木舟を作って海水浴場内に浮かべて乗ってみよう！
最初の日本列島人は38,000年前頃に、海を超えてこの地へ渡ってきた。
私たちの祖先が作った最古段階の乗り物を体感できる経験に繋げます。
刳り貫く丸木は春野町にある春野杉。身近にある素材で挑戦してみよう！

特定非営利活動法人 楽舎

主に佐鳴湖周辺に暮らす人々の日常生活に、環境に配慮した生活様式や
持続可能なライフスタイルを提案するマルシェを開催します。また、周辺で
活動する人々などにスポットを当てたフリーペーパーも発行します。

Share The Park

佐鳴湖を中心とするエリアに、
豊かで持続可能なローカルライフを提案する
マルシェとフリーペーパーの刊行

みんなで古代の丸木舟を作って乗ってみよう！
鈴木克章

特定非営利活動法人 浜名湖フォーラム

いかり瀬再発見 浜名湖の生態系を
守り育て、後世に残すために

NPO法人浜名湖フォーラム
https://hamanako.org

https://hirumanonagareboshi.hamazo.tv/

info@hamanako.org

問い合わせ先 鈴木 克章
beachplant.project@gmail.com

10/1㊍～2/10㊌
天竜区春野町
無料
（イベントによって
は実費のみ）

日 時
会 場
参加料

10/25㊐ 11/15㊐ 12/20㊐ 1/24㊐ 10：00~15：00
里の家（浜松市北区都田町） 
コロナ対策として参加人数を制限しています。
詳しくはお問い合わせください。

日 時
会 場
入場料

1月
弁天島海浜公園（浜松市西区舞阪町） 
1,000円（大人・子ども共通）

日 時
会 場
参加料

10/31㊏ 11/1㊐ 11/7㊏ 11/8㊐
弁天島海浜公園（浜松市西区舞阪町） 
1日2,000円
小中学生　定員10名（先着順）

日 時
会 場
参加料
対 象

市民活動団体等が行う 創造事業支援

企業が行う 創造事業支援

〈審査員コメント〉

アーティスト等が行う 創造事業支援

一般社団法人 里の家問い合わせ先
http://www.satonoie.org/ info@satonoie.org

昔なつかし 生物多様性
のある日本の原風景を
つくる。田んぼ、ビオトー
プ、オープンテラス、木工
と天体観測できる場（宿
泊も可）。交流は4つの軸。
❶山里の人
❷地元と移住者
❸親と子どもたち
❹まちなかと地元

日本の原風景・生物多様性ある
交流の場づくり

特定非営利活動法人 楽舎
問い合わせ先

raksha@ayus.net 問い合わせ先 Share The Park （シェアザパーク）
https://www.sharethepark.com/ Sharethepark2019@gmail.com

12/20㊐　1/31㊐　以下不定期開催
佐鳴湖公園北管理棟前広場（予定） 
無料（イベント参加料：イベントにより異なる）

日 時
会 場
入場料

［特定非営利活動法人 遠州縞プロジェクト］
The ENSHU ＋ プラス 創造事業
［川名ひよんどり保存会］
川名ひよんどりアート写真展の開催

［あったか農場］
こども向け農業・環境学習イベント
「大地のエコ教室＆さつまいも収穫体験」

［有限会社 村井広告事務所］
浜松・未来の会議室「HIPP」

［「街角製本教室」実行委員会］
街角製本教室・製本展
［校歌整備プロジェクト実行委員会］
校歌整備プロジェクト
［天竜 四季の森］
天竜 四季の森プロジェクト

［中田島砂丘観光協会］
中田島砂丘ミュージアムを創る。
～100年後の中田島砂丘が市民の誇るべき財産になっているように～

［認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ］
表現未満、文化祭NEO

［浜松市のミニシアターを守る会］
「いただきます」浜松の発酵食品の歴史と健康効果発信事業

［ファブラボ浜松テイクスペース］
遠隔アーティストインレジデンス 浜松とバンコクを短絡！

　「未来へ輝く創造都市・浜松」を具現化する目的の補助金事業
として、浜松がもっと魅力的なまちになるようにという思いで
作られた元気な企画が今年も提案されました。団体が事業を
通じてさらに成長できることや、社会が良くなっていくための
基盤が整うことの視点で審査をしましたが、採択された事業
の多くがコロナ禍のために事業の変更や縮小などを余儀なく
されています。人々と交流し、互いの信頼を醸成していく機会
を持つことが困難になっていますが、こういうときこそ創造的
な価値を生み出すチャンスだと考えたいものです。皆さんの
ユニークな創意工夫を楽しみにしています。

認定NPO法人浜松NPOネットワークセンター代表理事
井ノ上 美津恵

　多彩でユニークな活動の数々に、浜松というまちの将来に
大きな期待を抱きました。この補助事業が、皆さんにとって
単なる資金で終わるのではなく、活動が広がる、つながる、
変わって行くきっかけになればと思っています。型にはまった
ものよりも、今までない挑戦、現場の人々の溢れる思い、なん
だかわからないものが出来上がりそうといった、まさに「創造」
の源泉のようなものを大切に、今しかできない活動で未来を
作っていってほしいです。豊かで意欲的な取り組みが、固定化
することなく発展していくことを願っています。

静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科准教授
高島 知佐子

　コロナ禍を経た未知なる感動の創造を
　コロナ禍の中で創造都市推進はどのように創造的に推進
できるか、今年度は応募いただいた方々にも審査側にもこの
問いが突きつけられたと捉えています。春と夏の二度の募集
と審査を終え、適度な緊張感と高い倫理観を携えた取り組み
が丁寧に実践されていくことを願いつつ、ビデオ会議システム
等を活用してアドバイス等を重ねていきます。
　ちなみに、2025年までを計画期間として2014年12月に
策定された浜松市の総合計画基本計画では、創造都市の意義
を「未知の感動を生み出す」こととされています。5年後、コロナ
禍において採択された今年度の事業が未知なる感動を創造
し、多方面に波及効果をもたらすことで、浜松が創造性に満ち
たまちとなっていることを願っています。

立命館大学共通教育推進機構教授
山口 洋典

　コロナ禍真っ只中の４月に募集を開始した創造都市推進
事業補助金ですが、先行きが見えない状況の中で、果敢に
自らのプロジェクトを進めようとする「やらまいか精神」あふ
れる皆様のご応募をいただき、16件の事業を採択できました。
ジャンルもテーマも様々、多様で創造的な取り組みが、皆さん
の手で行われることになります。
　困難な時代を乗り越え、新たな時代を切り開いていく原動
力となるものは、市民の皆さんの創造力と、チャレンジを続け
る「やらまいか精神」です。今回の16事業が、市民の皆さんに
希望と勇気を与えるものになるとともに、浜松アーツ＆クリ
エイションが事業に取り組まれる皆さんの一助となることを
期待しています。

浜松市市民部創造都市・文化振興課長
影山 元紀

〈アマモの苗付け体験〉

〈マルシェ〉
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