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地域・コミュニティ活動助成

NPO法人西会津国際芸術村　福島県西会津町
旧旅館の改修とバス停のリノベーションでまちなか交流拠点の創出

団体設立経緯

ɹౡݝຑ܊ձொͷ৽ڷ۠
ʹত��ʹݐ͞Εͨ৽ڷதֶߍ
͕ɺฏ��ʹഇߍͱͳΓ·͠ ͨɻ
ɹಉߍ�֊ͯݐͷࣷߍͰত
ॳظͷझΛͯ͠ ͓Γɺഇߍʹͳͬͨ
ͷͷऔΓյ͢ͷจԽతͳࣦͰ͋
Δͱ͑ߟɺͦͷอશͷऔΓΈΛਐ
Ί·ͨ͠ɻฏ��ɺ๏ਓͷઃཱ
͓Αͼձܳࡍࠃज़ଜͱͯ͠ͷ։
ଜʹࢸΓ·͠ ͨɻ

活動概要と活動対象範囲

ɹ๏ਓɺࠃ֎ͷܳज़Ոʹ࡞
ͷΛఏ͠ڙɺͦΕʹؔ࿈͢Δ֤छ
Λਪਐ͢Δ͜ͱʹΑͬۀࣄ ͯɺձ
ொͷʮจԽͷ߳Γ͍ܳߴज़ͷཬͮ Γ͘ʯ
·༩͠دʹࡦࢪ ɻ͢ซͤͯࢠͲ͔Β
ਓ·ͰΛରʹɺܳज़ʹ͠Ήػ
ձΛͭ Γ͘ɺਓʑʹܳज़ͷྑ ʢ͜͜͞ Ζ
άϧϝʣΛܒ͠ɺ৺๛͔ͳࣾձΛ
ग़͢Δ ͱ͜Λతͱ͠ ͓ͯΓ· ɻ͢
ɹࠓॿΛ͍͍ͨͩ ʮͨוੜؗ

ϓϩδΣΫτʯɺલड़ͷ৽ڷதֶߍ
ʹଓ֗͘தͷαςϥΠτڌͱͳΔ
ɺ͘ฏ��ΑΓຊ֨తͳඋΛ
։͍ͨ͠ ·͠ ͨɻ

活動に至った理由や背景
ɹ๏ਓͷຊڌͰ͋Δ৽ڷ۠
֗ͷத৺෦͔ΒΕ͓ͯΓɺΞΫ
ηε͕ඞ͍͍ͣ͠ͱ͑ݴͳཱ͍
Ͱ ɻ͢Ұํͷוੜؗ֗தʹҐஔ͠ɺ
όε͔ΒͷΞΫߴઢಓ࿏Ӻɺװ
ηεʹ༏Ε͍ͯ· ɻ͢๏ਓͷ׆ಈൣ

ғΛɺձொશମʹ֦େ͢Δ͕
͔Γͱ͠ ͍͖͍ͯͨͱͯ͑ߟ ͓Γ· ɻ͢
ɹוੜؗچӽ֗ޙಓͷᖒ॓ʹҐ
ஔ͢Δɺ���ͷྺΛཱྀͭؗݩ
Ͱ ɻۭ͢ ͖Ոʹͳͬͯ ͘͠ٱ ɺຊϓϩδΣ
Ϋτ͕ ۭ͖Ո׆༻ͷϞσϧέʔεͷ�ͭ
ʹͳΔ ͱ͜ͰɺҬੑ׆Խͷݺͼਫʹ
ͳΔޮՌظͰ Δ͖ݐͰ ɻ͢

活動内容と成果
ɹຊۀࣄͰɺΪϟϥϦʔ͓Αͼۙྡ
ͷόεఀͷ߹εϖʔεͱ͠ Ͱ༺׆ͯ
Δ͖Α͏ ɺוੜؗͱ͍͏ཱྀؗݩͷ༡ٳ
ઃΛඋͯ͠ࢪ ͓Γ· ɻ͢ຊ֨తͳվ

मฏ��ΑΓணख͠ɺนɾఱ
Ҫͷղମలࣔนͷઃஔ·Ͱऴྃ͠
͍ͯΔঢ়گͰͨ͠ɻ
ギャラリー整備
ɹ·ͣணखͨ͠ͷ͕ɺΪϟϥϦʔ෦
ͷচࢪͰ ɻ͢վमۀ࡞ʹɺձ
ܳࡍࠃज़ଜελοϑͷ΄͔ɺձ
ொͷҬ͓͜͠ୂྗڠɺएऀ༗
Ճ͕ࢤ ·͠͠ ͨɻ
ɹচͷͱͳΔੴࡐொͷݐஙۀ
ऀ͞Μͷ͝ԑʹΑΓɺഇغॲཧۀ
ऀ͔ΒແঈͰఏ͖͍ͩͨͯ͠ڙ·͠
ͨɻͦͷੴࡐΛࣗͨ ͰͪӡൖɾՃ
͠ɺচͷΛ࡞ ·͠͠ ͨɻ

冬季、雪に覆われた「蒲生館」

土壁ワークショップ
ɹฏ��ʹͨ͠ࢪน໘ʹɺ
ձொ͔Β࠾औͨ͠นΛͯͬ
นΛࠨ ·͠͠ ͨɻࢪʹͨͬͯ ɺ
ҠॅऀͰ͋Γࠨͷ͕͋ݧܦΔṤޱ
༟ҰࢣߨʹࢯΛґཔ͠ɺԼͮ Γ͔͘
Β্͛·ͰΛमɾαϙʔτ͍ͨͩ
͖·͠ ͨɻ
ɹͯ͠ࡍʹۀ࡞ࠨɺۨঁࢠେ
ֶͰݐஙΛֶͿੜెΛରʹɺϫʔ
Ϋγϣοϓͱ࣮͍ͯͨ͠͠ࢪ·ͨ͠ɻ
ಉେֶɺձொʹఆظతʹؔΘͬ
ͯ͘ Ε͍ͯ· ɻ͢
ɹฏ���݄�� ϫʹʔΫγϣοϓ

廃校となった旧新郷中学校の校舎を、アーティ
ストの展示施設として保全活用 活動エリア

施工途中のギャラリースペース。有志で石枠を製作しています

左上：土壁に使う土
を町内で採取
右上：取ってきた土
に藁を混ぜ込んで、
土壁の素をつくり
ます
左下：左官前の壁
面の様子
右下：学生が指導
を受けながら、左
官作業に挑戦
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●特定非営利活動法人西会津国際芸術村
設立年月  2004年6月法人設立 
メンバー数 17人
代表者名  安藤 壽美子（あんどう・すみこ）
住　所　  〒969-4622　福島県耶麻郡西会津町新郷大字笹川字上ノ原道上5752
電　話 　 0241-47-3200　
Eメール　 niav.public@gmail.com
ウェブサイト　  http://nishiaizu-artvillage.com/
FBページ  https://www.facebook.com/nishiaizuartvillage/
【団体のミッション】私たちは、国内外の芸術家に創作の場を提供し、それに関連する各種事業を推進することによって、西会津町
の「文化の香り高い芸術の里づくり」施策に寄与します。子どもから成人までを対象に芸術に親しむ機会をつくり、人々に芸術の良
さ（こころグルメ）を啓蒙し、心豊かな社会を創出することを目的として活動しています。

ͷؒ෦ͳͲͷಈઢͮ Γ͘Λֻ
͚Δ͜ͱͰɺձશମͷϋϒͱ͠ ͯ
·͢ΔॴͱͳΓػ ɻ͢
ɹ͏ Ұɺۭ͖Ոར׆༻ͷϞσϧ
ΛҬʹࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖ͨͰ ɻ͢վ
म్த͔Βपลॅຽͷؔ৺ߴ ɺ͘
ଟ ͷ͘ίϛϡχέʔγϣϯΛੜΈग़͠·
ͨ͠ɻࠓճͷϓϩδΣΫτΛ͖͔͚ͬ
ʹɺொͰಉଟൃతʹ༡ࢿٳΛ
ʑͳऔΓΈ͕ੜ·ΕΔΑ༷ͨ͠༺׆
͏ɺҾ͖ଓ͖וੜ͓ؗΑͼձࠃ
·औΓΜͰʹ༺׆ज़ଜͷརܳࡍ Γ͍
· ɻ͢

課題と解決方策
人員配置
ɹΞʔτ࡞Λѻ͏্Ͱؗͷη
ΩϡϦςΟΛ୲อ͢Δඞཁ͕͋Γɺձ
தʹগͳظ ͱ͘�໊͕וੜؗʹৗ
ற͢Δମ੍͕ඞཁͰ ɻ͢໘ձ
ܳࡍࠃज़ଜͷελοϑΛॆͯɺձظ
தʹަ੍ͰͷਓһஔΛ༧ఆͯ͠
͍· ɻ͔͢͠͠ɺΦϑΟεͱͯ͠ͷઃ
උ໘ෆͯ͠ ͓Γ· ɻ͢
ɹוੜؗͷඋ͚ͩͰͳ ɺ͘γΣΞΦ

Λ࣮͠ࢪɺౙقʢฏ��� �݄�ʣ
ͷདྷொʹͯ͠ࡍɺוੜؗΛձʹ
ɻ͜ͷମͨ͠·͠ࢪΛ࣮ݧମ͖ࠉࢴ
ྗڠͷҬ͓͜͠ݝɺౡ࠲ߨݧ
ୂͰɺձொΛڌʹࢴϓϩδΣ
ΫτʹऔΓΉୌᖒప͕ࢯओͨ͠࠵
ͷͰ ɻ͔͢ࢪΒར׆༻·Ͱɺொ
֎ͷํʑʹؔΘͬͯΒ͏ ͜ͱ͕Ͱ
͖·͠ ͨɻ
プレオープン
ɹʹҬͷਓͨͪͷ͓൸࿐
Λ࣮͍ͨ͠ࢪͱ͑ߟɺฏ����݄
��ʹϓϨΦʔϓϯΠϕϯτΛاըɾ
ࢪ࣮ ·͠͠ ͨɻϓϨΦʔϓϯʹͯ͠ࡍ ɺ
ੜؗʹอ͞Ε͍ͯͨࣸਅͷలࣔו
ɺוੜՈͷੰͰըՈͷוੜ
Λలࣔ͠ɺΪϟϥϦʔͱ͠࡞ͷࢯ ͷͯ
Λ͓൸࿐ػ Δ͢͜ ͱ͕Ͱ ·͖͠ ͨɻ
ɹɺपลॅຽͷօ͞·ொ֎ͷ
ํʑ͕๚Εͯ͘ Εͯɺະͷঢ়ଶͰ
͋Δͷͷɺוੜؗͷ৽͍͠ํ͍
Λମͯ͠ײ ͍ͨͩ͘ ͱ͕͜Ͱ͖·͠ ͨɻ
本格オープンに向けて
ɹϓϨΦʔϓϯҎ߱ɺຊ֨Φʔϓϯʹ
ଓͯ͠ܧඋΛ͚ͯ ·͖͠ ͨɻ͔͠͠

ϑΟείϫʔΩϯάεϖʔεͳͲͷڌ
උݟਾ͑ͯɺղܾʹऔΓ
ΜͰ͍·͍Γ· ɻ͢
ɹՃ͑ͯɺוੜؗਫճΓͷվम͕
Ͱ͖͓ͯΒ ɺ͓ͣखચ͍ਫಓͷ
༻͕·ͩͰ͖·ͤΜɻ͠Β͘ ͷؒɺ
ຊϓϩδΣΫτʹཧղͷ͋Δۙྡॅຽ
ͷઃඋΛ༻ͤͯ͞Β͏ ͜ͱͰରԠ
͢Δ༧ఆͰ͕͢ɺٱ߃తରԠඞཁ
ͱͯ͑ߟ ͓ΓɺͦࡏݱͷࢿݪௐୡΛਐ
Ί͓ͯΓ· ɻ͢
継続的な活動資金の調達
ɹલड़ͷઃඋඋɾमસ͚ͩͰͳ ɺ͘
లࣔΞʔςΟετটᡈʹΔඅ༻ɺ
ੜؗΛཧ͢Δελοϑͷਓ݅අͳו
ͲɺࢪઃΛҡཧɾൃ ల͍ͤͯ͘͞
ͨΊʹࢿݪͷ֫ಘ͕ඞཁͰ ɻ͢
ɹΞʔτΛςʔϚʹऔΓΉ͜ͱʹΑ

Δொͷิॿ੍ͷ׆༻ɺ ɾൢ
ձһ੍ͷಋೖͳͲɺຊϓϩδΣΫτ
ͷܧଓతͳൃలͷͨΊʹ༷ʑͳબ
ɺଓՄͳϞσϧʹ͠ࢼΛࢶ
͍͖ͤͯ͞· ɻ͢
地域へのアートの普及
ɹࢪઃΛඋͯ͠ɺҬॅຽʹ׆
༻͞ΕΔػձ͕গͳ͚Εҙຯ͕ͳ
͍ͨΊɺҬॅຽʹ׆༻ͯ͠ Β͑Δ
ΈϓϩάϥϜͮ Γ͕͘࠷ॏཁ
ͩͱͯ͑ߟ ͓Γ· ɻ͢
ɹҰൠͱ͠ ͯɺΞʔτෑ͕ډ
ͱड͚औΒΕ͕ͪͰ͍ߴ ɻ͢ΞʔτΛ
ۙʹͯ͡ײΒ͏ ͨΊɺΦʔϓχϯ
άاըͱͯ͠ɺ୩͕ࢯࢠߛޱձ
ொͰӨͨ͠ɺҬͷؾݩͰັྗ
తͳγχΞஉੑͨͪͷࣸਅలΛ࣮͍ࢪ
ͨ͠ · ɻ͢

今後の予定

ɹฏ���݄ࡏݱɺוੜؗͰҎԼ
ͷలࣔΛ༧ఆͯ͠ ͓Γ· ɻ͢
ɾ͓ͬ͞ ΜݸలJOձ
ɹ୩ࢯࢠߛޱɹձظɿ�݄��ʙ� �݄�
ɾࣸਅలࣔ
ɹޱউࢯɹձظɿ�݄ ʙ�݄༧ఆ
ɾձܳࡍࠃज़ଜެืలαςϥΠτ
ɿ��݄ʙ��݄༧ఆظɹձڌ
ɹ্ه͢Ͱʹܾ·͍ͬͯΔలࣔ
༰Ͱ͕͢ɺͦΕҎ֎ʹҬͷαϩ
ϯϫʔΫγϣοϓɺΠϕϯτͳͲͰͷ
ར༻Λఆͯ͠ ͓Γ· ɻ͢
ɹՃ͑ͯɺલड़ͷ௨Γޙࠓվम͕
ඞཁͳՕॴ͕͋ΔͨΊɺҾ͖ଓ͖ࢿݪ
ௐୡͱฒͯ͠ߦ ɺ֤छվमʹऔΓΜ
Ͱ·͍Γ· ɻ͢

ౙقͷੵઇऀۀεέδϡʔϧௐ͕
ͨ͠ߤӨڹ͋Γɺฏ���݄ݱ
Ζ͠ޙɺਖ਼ࣜΦʔϓϯॳΑΓࡏ
ͷฏ��� �݄�Λ༧ఆͯ͠ ͍· ɻ͢
ɹຊ֨Φʔϓϯʹ͚ͯͷۀ࡞ͱ͠ ͯ
খ্͕ΓͷඋͱɺηΩϡϦςΟΛ݉
Ͷͨݐ۩ͷඋ͕͍ͯͬ· ɻ͢ݐ
۩ொͰഇغ༧ఆͩͬͨͷΛճऩ
͠ɺࡐΛ͗ܧ͠ృΛ͠ࢪ ΓͨɺΨϥ
εΛೖΕସ͑ Γͨ͠ ϦͯϝΠΫ͠ ·͠ ͨɻ
ɹ·ͨຊ֨Φʔϓϯʹͯ͠ࡍ ɺձ
ΞʔςΟετͰ͋Δࡏज़ଜͷܳࡍࠃ
୩ࢯࢠߛޱʹలࣔྗڠΛґཔ͠·͠
ͨɻฏ���݄��͔Βྩݩ
� �݄�·Ͱɺ୩͕ࢯޱձொͰ
ͰັྗతͳγχؾݩӨͨ͠Ҭͷ
Ξஉੑͨͪͷࣸਅలɺʮ͓ͬ͞Μݸల
JOձʯΛ࣮͍ͨ͠ࢪ · ɻ͢
成果
ɹຊۀࣄʹΑͬ ͯಘΒΕͨՌେ͖
�ͭ͘Ͱ ɻ͢�ͭɺࠓ·ͰಓͷӺ Β͘
Γॴ͕ͳ͔ͬͨொத৺دཱ͔͍ͪ͠
෦ʹɺҬੑ׆ԽͷڌͱͳΔࢪઃ
͕Ͱ্͖͕ͬͨ͜ͱͰ ɻ͢וੜؗΛ
Ҭશମͷݺͼਫͱͯ͠Ґஔ͚ɺொ

上：改修途中の小上がり
左下：こたつをリメイクしてベンチに
右下：廃棄予定の建具もリメイク

プレオープン直前のギャラリー（左）と、当日の様子

蒲生館に保管されていた写真や、
福島県いわき市在住の画家、蒲生
卓也さんの作品を展示しました。

蒲生館のプレオープンイ
ベントを知らせるチラシ

「おっさん個展 in 西会津」の
チラシ


