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令和 3年度基町プロジェクト活動記録

令和 2 年度に引き続き、広島市立大学と広島市中区役

所の協働による創造的な文化芸術活動や地域交流等を通

じた、基町住宅地区の魅力づくりや持続的な活性化に取

り組んだ。2 年目となるコロナ禍に翻弄され続けた中に

あって、地域が置かれた環境や有する課題を考慮しなが

ら、『基町から「広島の復興と創造」を発信する 』とい

うテーマにより、「まなぶ」、「つくる」、「つなぐ」の 3

方向から、より地域ニーズに沿った各種事業を実施した。

以下、「まなぶ」「つくる」「つなぐ」の観点から、プロジェ

クトの今年度の取組を概観する。

「まなぶ」　デジタライズした写真などの地域資料は、

2,239 枚を数えた。これは昨年度の 1,168 枚を大きく

上回る。現在、基町地区外に住われている方々や基町小

学校からも、貴重な写真をお借りすることができたこと

で、地域資料のアーカイブを充実させることができた。

毎年夏開催の「基町写真展 2021」は、コロナの影響か

ら全面オンライン開催となった。展示点数を増やすなど

の工夫をしたが、基町住宅地区内で展示した過去の写真

展に比べると、町の歴史を肌身で感じにくい面があった

ことは否めない。一方で、広島工業大学の学生が、基町

アパートの 3D データ化などに取り組むなど、自宅や大

学にいながらにして行える活動が始まったことは、新し

い活動方法の可能性を感じさせるものだった。

「つくる」　Unité（ユニテ）における学生の展示や販売

実験は、コロナの感染拡大の影響を受け、直前での中止

を繰り返した。時間をかけ準備してきた学生の気持ちを

想像すると、申し訳なかった。展示・販売実験を行うこ

とができた学生からは好評を得たことから、Unité のよ

うな場所のニーズの高さが伺えた。地域の方々との交流

も感染防止を徹底しながら行うことでき、大学では得ら

れない新たな知見を得ることができた。また、まほらプ

ロジェクトと連携し、若い美術家が参加する「基いの町」

展を開催できたことは大きな収穫である。学生でない美

術家との連携はこれまで積極的に行ってこなかったが、

美術家が地域の魅力を作り出す力強さを再認識する良い

機会となった。加えて、特例入居者が企画する展示・ワー

クショップを行えたことも今年度の大きな実績である。

つくることを通じた、新たな地域交流のチャンネルが開

かれた。来年度にも続けて発展させたい。

「つなぐ」　今年度最大の取組は、地域連携、特に基町小

学校創立 50 周年記念を契機とした小学校・PTA との連

携である。年間を通じて、3 つの屋外写真展を行ったほ

か、総合的学習に基町資料室を利用して頂いたり、小学

校の現在の様子を撮影するなどの活動をし、そうした連

携の記録を「もとまちタイムズ増刊号」にまとめ、基町

住宅地区の全戸に配付した。地域とともに歩んだ小学校

の記念行事に、プロジェクトの特性を生かした連携がで

きたことで、プロジェクトの地域での認知度も深まった

のではないだろうか。令和 4 年度は、こうした連携を

継続・発展させるために、地域の特例入居者との連携に

取り組みたい。

まん延防止等重点措置期間などへの対応により、年間を

通じて拠点を閉場する期間が多かったが、イベントの参

画者・実施者・参加者・来場者数の総合計は 1,900 名

以上を数えた。これは、事前申込制オンラインイベント

の人数も含めてカウントしている。しかし、内訳のうち、

地域住民の参加者数は多くなく、その点は今後の課題で

ある。地域住民や大学内への認知度をさらに高め、新た

なプロジェクト参加者を増やし、基町が創造的でより良

い町になるため、令和 4 年度も試行錯誤しながらプロ

ジェクトを推進していく。
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基町の地域特性をまなぶ

01.	 基町資料室サポーター（仮）の検討

実施場所:	 M98
参加者:	 中区地域起こし推進課（2名）、広島市立大学社会連携センター（1名）、広島市立大学教員（1名）、プロジ

ェクトスタッフ（3名）
実施日:	 令和3年4月9日（金）、5月7日（金）、6月4日（金）、6月18日（金）、7月2日（金）、8月5日（木）、9月3日

（金）、10月8日（金）、11月4日（木）、12月3日（金）、令和4年1月7日（金）、2月4日（金）
実施概要:	 令和2年10月に開所した基町資料室について、地区住民による主体的な参加を促すボランティア等の「サポ

ーター」を導入する検討を、今年度より開始した。中区・市立大学・基町プロジェクトスタッフによるプロジ
ェクト運営定例会議にて議題に上げ、三者で検討を行った。

導入案
	⁃ 基町プロジェクトのアーカイブに興味関心を持つ地区住民を探す。個別に声がけをしていく。
	⁃ 実際には、基町資料室に訪れる方々は地区住民よりも地区外に引っ越された元住民の方や、外部来場者の方がアー
カイブへの関心や愛着は高いことがわかってきた。

	⁃ 基町小学校を第一歩目の連携先として、こどもから大人へと利用を広めていく。
	⁃ いきいきポイント事業登録。

検討内容
	⁃ 導入するとした場合の教育・受け入れ体制や、参加者のモチベーションを上げる方法、実際のサポートメニュー
のボリュームや難易度など現実的な運用面について、実際に対応にあたる基町プロジェクトスタッフの技術・専
門性・経験値を逸脱した課題が現段階では多くあることから、引き続き、導入の是非を慎重に協議していく。

	⁃ 現在は、地区団体との連携の中で、広島市が推進する「高齢者いきいきポイント」の活用について話を伺い『基
町資料室に来場いただく』内容で申請を検討したが、ポイント事業の対象にはならないため、より能動的なアク
ションを起こし、参加者にもメリットがあるメニューを検討中である。

	⁃ 他の学区にある歴史資料室等の参考にするため、視察を企画したが、まん延予防期間等により次年度に延期する。
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02.	 地域資料収集とデジタルアーカイブ

実施場所:	 M98他
参加者:	 広島市立大学学生（5名）、臨時職員（1名）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（3名）
実施概要:	 基町小学校創立50周年に合わせて改めて大々的に写真を募集したことに加え、基町地域包括支援センタ

ーとの共同企画等で昔の写真を集めていることを周知したことによって、新たに14組から2,239枚の写真
資料提供があった。広島市立基町小学校所蔵の建設・開校当時のアルバムから、卒業生・小学校教員
OB・OGの記録写真、地区住民のアルバムや、かつて基町に住んでいた方の懐かしい写真、応急住宅時
代の通りの書き起こし手記などを提供していただき、エピソードを聞き取りしたのちにデジタルアーカイブ
を行った。また、閉店する店舗の情報を得た際に、お店と暮らしの歴史を聞き取りに伺った。

令和 3年度新規アーカイブス
	⁃ 3月 21日 I 氏（住民の親戚）写真 60枚
	⁃ 3月 21日 A氏（地区住民）写真 17枚
	⁃ 4月 16日W氏（元住民）写真 44枚
	⁃ 5月 27日N氏（基町小学校教員OG）写真 330 枚
	⁃ 6月 17日 A氏（基町小学校卒業生）写真 75枚
	⁃ 6月 17日O氏（基町小学校卒業生）写真 19枚
	⁃ 6月 24日 T氏（地区住民）写真 45枚
	⁃ 6月 30日 T氏（元住民）写真 1,184 枚
	⁃ 7月 2日基町小学校写真 378 枚	 	
	*50 周年記念での活用に限る

	⁃ 7月 22日O氏（地区住民）写真 37枚
	⁃ 7月 24日 G氏（市民）　聞き取り資料の提供 5枚
	⁃ 9 月 22 日 A 氏（基町小学校教員 OG）写真 17 枚 

*50 周年記念での活用に限る
	⁃ 10 月 16 日 Y氏（地区住民）写真 17枚
	⁃ 7月 10日 I 氏（地区住民）写真 11枚
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03.	 基町資料室の利用（来場者集計）

開所日数:	 132日間開場（月・火・年末年始は休場）（3月18日時点）
	 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による臨時休場期間:
	 5/12〜6/22、8/4〜10/14、1/9〜3/8（126日間）
来場者:	 348人（学生44人、一般221人、地域71人、取材12人）

参加者コメント
	⁃ 古い写真の展示によりそのころ生活していた人々の表情や風景を知ることはできるが、どんなことを考えてい
たのか、文字にしたものもあるといいのではないか。また、人口減少傾向の経過を統計的な資料によって示し
てもらえると有難い（無記名、感想ノートより）

	⁃ 素晴らしい取組、アーカイブだと思います。ぜひ続けて頂き、基町が活性化されていくことを願います（Eさん）
	⁃ 基町を細かくさいげんして	いいと思った（小学生、感想ノートより）
	⁃ とても大切なことに取り組んでおられると思います。（無記名、感想ノートより）
	⁃ 戦前から生きてるから、広島の復興をずっと見てきた。懐かしい（悠悠タウン基町利用者、口頭聞き取り）
	⁃ 論文の他にも、ここで展示した基町を題材にしたプラン展示などをポートフォリオにまとめて学生が見れるよ
うにしてはどうか ?（社会人、口頭聞き取り）
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04.	 基町高層アパートの3D模型制作
他大学学生参画

実施日:	 令和3年4月16日（金）〜	令和4年2月19日（土）
実施場所:	 M98、基町資料室、Zoom
参加者:	 市場悠莉恵、大宅智子、帆前まりな（広島工業大学環境学部建築デザイン学科3年）、広島工業大学大学

院生（1名）プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 基町高層アパートを授業で習ったことをきっかけに基町資料室を見学してくれた3名の学生に対し、スケルト

ン模型制作協力を打診し、協力してくれることになった。模型制作に当たって、まず昨年度模型を作成した
広島工業大学大学院生より、広島市営基町高層アパートの概要、建築家大髙正人についての紹介、模型制
作についてZoomで説明を行った。

	 その後、感染症拡大の各措置のために現地でのスケルトン模型制作の実施が困難となったが、学生より3D
模型制作が発案された。

	 制作にあたってプロジェクトスタッフから必要な資料のスキャンやデジタルアーカイブから建設風景の写真提
供などを行い、バルコニーの柱や素材感など、図面でよく分からない部分については現地視察を行った。

05.	 基町資料室展示資料更新

実施日:	 令和4年1月〜3月	
実施概要:	 湿気や害虫によって劣化した資料を出力し直し再展示した。また、掲示物の変更や配置換え等を行った。
収蔵資料:	 広島市基町住宅地区全体模型、広島市基町住宅地区住居模型、航空写真、提供写真パネル、基町昔の写

真展パンフレット、もとまちタイムズ（季刊
18種類、月刊12種）、ファイリング冊子（基
町住宅地区活性化計画令和2年・平成25
年、基町に関する新聞記事のコピー、旧陸
軍病院に関する資料、広島市基本構想、
1945-戦後復興期提供写真、1968-高層
アパート建設期提供写真、-1978高層アパ
ート建設期提供写真、1979-高層アパート
完成後~現在提供写真、基町に関する論
文、基町地区再開発事業記念誌）、建築や
基町に関する書籍（10冊）
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06.	「基町写真展2021」

実施期間:	 令和3年7月23日（金）〜	8月22日（日）
実施場所:	 オンライン、モトマチ・アートウインドウ
閲覧数:	 249名
実施概要:	 新型コロナウイルス感染症予防の観点から、2021年の基町写真展は、オンラインとモトマチ・アートウイン

ドウで展示することとした。
	 今年の基町写真展では、人々の日常生活の様子や、基町アパートの建設から改修までに関する写真などを、

年代ごとに構成することで、戦後から現在までに少しずつ変化していくまちの様子を写真で辿った。
	 本写真展のために収集した基町小学校や地域の写真は、構成を改めて、令和3年11月の広島市立基町小学

校創立50周年記念式典会場で展示した。

ページビュー（ページ表示累計）:	1.2万回
新規訪問者（重複カウントなし）:	1,455人（日本1,393、アメリカ32、アイルランド10、フランス8他）
国内アクセス上位3位:	広島、大阪、横浜
スマホでの閲覧者:	53.4%
人気のページ上位3位:	1970年代、1960年代、1940年代
Google	Mapにアップした基町界隈の360°写真（14枚）の表示回数:合計9,422回

閲覧者コメント
	⁃ ありがとうございました。初めて見ました。懐かし過ぎる。Project事務所がある周辺は、毎日遊んでいた場所です。
そこにも 2つのショッピングセンターがあったけど、もう無いのかな ?　昔のお店の地図とかあったら興奮しそ
うです。（県外、40~50 代）

	⁃ いつの時代でも、どんなところでも、子どもたちが表情豊かに生きていることをあらためて感じました。当然な
のかもしれませんが。鉄筋コンクリートの 4~5 階の住宅や高層住宅よりもバラックの方が、住んでいる人の存
在や親しみを感じてしまうのは私だけでしょうか ?それぞれの時代の建物や人々の姿や様子が写真などで残され
ていることにとても魅力をかんじました。（呉市、60~70 代）

	⁃ 原爆投下後の焼け野原の状態から現在の基町の様子にどのようにして復興してきたかが分かるような展示でし
た。写真が撮られた当時の生活の様子が伝わってきて、今まで知る機会があまりなかった戦後の暮らしを知るこ
とができる良い機会になりました。基町小学校の子どもたちの写真から明るく賑やかな雰囲気が伝わってきて特
に印象に残りました。被爆樹木などのエピソードが説明されていたり各写真にキャプションがついていたりして
いて、分かりやすい展示だったと思います。（広島市内、10代）

	⁃ 定期的に今回のようなオンライン写真展を開催して欲しいです。世相が悪化をたどる中、広島だけではなく日
本中の人々に戦争の悲惨さ、そしてそこから市井の
人々が作り上げた暮らしを見てもらえる事はとても
素晴らしい事だと思います。そして圧倒的にかっこ
いい基町アパート群、胸躍りました。建築家、漫画
家、画家、多くの創作者にとても影響を与えると思
いました。（広島県内、20~30 代）

	⁃ 展示に関わられた皆様、大変な世の中ですがどうか
健やかにお過ごしください。（無記名）
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07.	 広島市中央公園発掘調査説明会の記録撮影

実施日:	 令和3年7月24日（土）
実施場所:	 広島市中央公園
参加者:	 プロジェクトスタッフ（3名）、補助スタッフ（2名）
実施概要:	 広島市中央公園発掘調査により出土した陸軍遺構を発表する市民向け説明会が開催されるにあたって、

広島市文化振興課文化財担当の許可を得て、説明会風景を記録撮影した。

08.	 広島市立大学執行部・教員対象広島復興事業見学会
学内連携

実施日:	 令和3年7月30日（金）
実施場所:	 M98他
参加者:	 広島市立大学教員・職員（21名）、プロジェクトスタッフ（4名）
実施概要:	 大学執行部と地域に興味のある教員を対象に、基町住宅地区と基町プロジェクトの活動拠点を現地案内

した。今後の学内連携を見据えて参加された教員もいた。
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09.	 左手で奏でる明子さんの被爆ピアノコンサート（コロナ理由で中止）

実施日:	 令和3年8月1日（日）
実施場所:	 広島市平和記念公園レストハウス
主催:	 基町プロジェクト
協力:	 HOPEプロジェクト、広島市平和記念公園レストハウス、ムシカ・レコード
出演:	 瀬川泰代
実施概要:	 「基町写真展2021」の関連企画として、オーストリアと日本を中心に活動している左手のピアニスト瀬川泰代

さんによる、「明子さんの被爆ピアノ」でのオンラインコンサートを企画した。	
	 広島市平和記念公園レストハウスにて保管・展示している「明子さんの被爆ピアノ」は、原爆の被害を受け

たことから非常に困難な修復作業を必要したが、修復・保存し、使えるようにする事で、戦前・戦後の歴史
を未来に繋いでいる。そのような物語のある明子さんのピアノと、その成り立ちに戦争と深い関わりのある
左手のピアノ楽曲を奏でていただくコンサートを行うことで、基町写真展とともに、様々な世代の人に広島
の過去と未来、そして復興を考えるきっかけになることを期待した。

	 新型コロナ感染拡大防止早期	集中対策の発令により実施を断念した。
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10.	「インドネシア	ジャワ島のろうけつ染めバティック」

実施日:	 令和3年12月17日（金）〜	12月26日（日）
実施場所:	 M98<make>
参加者:	 塚野理加（若年世帯入居者、バティック研究者）、プロジェクトスタッフ（2名）
来場者:	 47名
	 （ワークショップ参加者:12名、展覧会来場者:35人（地域10人、学生4人、一般21人））
実施概要:	 「インドネシア	ジャワ島のろうけつ染め	バティック	Indonesian	Batik	~	Who	made	this	cloth?」は、基町

に入居する若年世帯でバティック研究者の塚野理加さんの展覧会である。新型コロナ感染拡大防止集中対
策や緊急事態宣言等のために延期が3回も続いたが、最終的に実施が実現した。展示の会場内でワークシ
ョップを実施した。塚野さんが研究しているインドネシアの伝統的な染め技法「バティック」とインドネシア
文化をわかりやすく解説する動画を、基町プロジェクトが制作協力した。

来場者コメント
	⁃ 〈インドネシアのバティック〉が国際的に知られていると実感する出来事だった。（市立大学留学生）
	⁃ とても綺麗、感動した。（基町ショッピングセンター）

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 全体を通して、季節柄多くの来場ではなかったが、来られた方にはインドネシアの雰囲気を楽しんでもらえたと
思う。バティックは ”異文化 ”“ 手仕事 ”というキーワードに敏感な人に魅力があるものだと思うので、より広
い層に興味を持ってもらえるよう、雑貨、飲食などと組み合わせてイベントを企画していきたい。

つくる
基町の新しい魅力をつくる
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11.	 地域住民とつくる写真展「明田フォトプロジェクト連携企画」
連携プロジェクト

実施日:	 令和3年6月18日（金）〜	3月31日（木）
実施場所:	 M98、Unité
参加者:	 地域住民（1名）・元地域住民（2名）、広島市立大学学生（4名）、明田フォトプロジェクト（3名）、一般（1

名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 広島の戦後を撮り続けた明田弘司氏の写真展「明田弘司と、基町」を、明田フォトプロジェクトのご協力の

もと開催するための準備やワークショップを開催した。
	 7月、8月にワークショップを行い、9月に開催する計画であったが、広島県早期集中対策、緊急事態宣言の

延長・広島県早期集中対策の継続のために延期が続き、3月にワークショップが実現した。
	 現在基町住宅地区にお住まいの方や、かつてお住まいだった方、そして大学生が一緒に集まり、基町の歴史

や当時の広島の様子について話をするワークショップを開催し、明田氏が遺した広島の復興を追いかけ記録
してきた写真の中から、基町地区の写真を約20点ほど選んだ。写真展は令和4年4月に延期する。

参加者コメント
	⁃ 地域住民の方から当時の暮らしについて写真を選びながらお話を聞くことができ、基町での暮らしを身近に感じ
ることができました。今回のワークショップで初めて聞くことが多くあり、戦後の広島の新たな一面を知ること
ができて興味深かったです。（学生）

	⁃ ワークショップには、年齢もバラバラ、いろんな方が参加されていました。写真を見ながら思い思いの言葉を出し
ながら、あっという間に時間が過ぎ、写真からいろんなことに話が拡がっていった場でした。そんな感じに言葉
が出やすい写真、それは明田さんの懐の深さ、やわらかな視線が表現されているからだと思います。（元地域住民）
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12.	 基match!ラジオ

実施日:	 令和3年11月24日（水）〜
実施場所:	 基町住宅地区内、旧太田川河川敷ほか
参加者:	 イタイミナコ（学生枠入居者・美術作家）、プロジェクトスタッフ（2名）
実施概要:	 基町在住（学生枠入居）で美術作家のイタイミナコさんと基町プロジェクトが、地域住民と交流しながら、

基町の日常風景や印象的な出来事を発信する共同プロジェクト。新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏ま
えつつ、実現可能性を模索しながらYouTubeを用いたオンライン発信を行っている。	第一回目は、中央公園
や渝華園（ゆかえん）で馬頭琴（内モンゴルの弦楽器）を演奏していた蔡さんを取材した。スタジアム建設
工事によって両公園に立ち入ることが出来なくなってしまい、寂しがっていた蔡さんに、イタイさんから旧太
田川河川でのリサイタルを提案し、当日の様子をレポートした内容を編集、YouTubeで配信した。

動画:	 https://www.youtube.com/channel/
UCaqik8NjJri-FwJNtV-jRtw
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13.	 M98<make>のワークショップスペースへの改良整備

実施日:	 令和4年2月3日（木）〜	2月9日（水）	
実施場所:	 M98<make>
参加者:	 補助スタッフ（1名）、広島市立大学学生（1名）
実施概要:	 基町プロジェクトの旗艦活動拠点M98の隣に設けている作業スペースM98<make>を、ワークショップも

できるスペースへと改良した。道具を片付け、床を塗り、展示用壁面を設置した。
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Unité（ユニテ）
「小さなスペースで作品展示をしてみたい。」「自分で作った作品を販売してみたい。」「少人数のイベントを企画した
い。」Unité（ユニテ）は、そんな若者や学生に体験の場を提供する。2 面が白い壁で、現状回復を条件に釘なども自
由に打て、ガラス張りの空間は、通りからも中の様子がよく見えて開放的である。小さなバックヤード、シンク、ト
イレが完備されており、物販利用の場合も含めて、利用料は無料。基町プロジェクトでは、地域で若い人がいろいろ
なことに挑戦する機会が増えることが、地域の魅力を高めることに繋がると考えている。

開所日数:	 40日（月・火・年末年始は休場）
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による臨時休場期間:
	 5/12〜7/22、8/4〜9/30、10/1〜10/10（ショーウィンドウの使用のみ許可）
来場者数:	 534人（学生106人、一般308人、地域120人）	

14.	 コロナ禍に対応したUnitéのショーウインドウ利用に向けた仮設壁設置

実施場所:	 Unité
参加者:	 広島市立大学教員（1名）、補助スタッフ（1名）、広島市立大学学生（1名）
実 施 概 要 :	 新型コロナウイルス感染症拡大によるUnité利用停止が長らく続いたため、県が定める警戒レベルに応じた

展示空間をつくることを検討した。仮設壁の設置を行い、ガラス張りの空間を利用してショーウインドウのよ
うに道路から作品を鑑賞可能にした。緊急事態宣言の解除及び解除後の集中対策期間が終了した後は、こ
の仮設壁面を撤去した。
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15.	「自分から自分」展

実施日:	 令和3年4月22日（木）〜	4月25日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 程セン（金辺に千）、幸地修、藤田えりか（広島市立大学大学院芸術学研究科現代表現領域修士2年）
来場者:	 36名（地域9名、学生8名、一般19名）
実施概要:	 コロナ禍での自粛によって生じた「自己への関心」をテーマにしたインスタレーション展示を行った。

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 外から中を覗いて見に来てくれる人が多く、近所の方が来場してくれた。
	⁃ 入り口で立ち話と覗くだけの人が多かった。コロナ対策を面倒がってすぐ帰る人がいた。
	⁃ 地域の方が口コミ（お風呂で展示のことを聞いたそう）で来場してくださって嬉しかった。
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16.	「onomatope」展

実施日:	 令和3年5月8日（土）、5月9日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 鶴岡真由、秋山綾乃（広島市立大学芸術学部美術学科日本画専攻3年）
来場者:	 39名（地域11名、学生17名、一般11名）
実施概要:	 擬態語を意味する「オノマトペ」をテーマに日本画展示とグッズ販売を行った。
	 新型コロナ感染拡大防止集中対策により、予定していた5月15日、16日の展示は延期となり、6月19日、20

日再展示を計画したが集中対策の延長で中止。2日間のみ開催した。

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 地域の方がたまたま立ち寄って見て下さることが多かった。
	⁃ 市立大学の学生がたくさん来場してくれた。展示できてよかった。

つ
く
る
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17.	「アイ・レベル」展

実施日:	 令和3年7月29日（木）〜	8月1日（日）
実施場所:	 Unité、モトマチ・アートウインドウ
参加者:	 岩井すみれ、土井亜子、内藤瞳、長尾明日香、長谷川遥乃（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科現代

表現専攻3年）
来場者:	 79名（地域4名、学生36名、一般39名）
実施概要:	 広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科現代表現専攻3年の実習として基町をテーマに作品を制作し、展

覧会を開催した。会期中には講評会も行われた。

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 写真集をぜひお手に取ってご覧下さい。など声掛けがあったほうがいいなと思った。作品について色々聞いて下
さる方が多いので、他の人の作品も説明できた方がいいと思った。

	⁃ コロナ感染予防対策で、扉を開けたりしているのでエアコンがなかなか効かず、お客さんから暑いと言われてし
まった。

広島市立大学現代表現領域3年　会期：７月1日～７月４日 会期中無休　於：Unité/ 基町アートウィンドウ
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18.	「URUSHIプレ卒業作品」展（コロナ理由で中止）
学内連携

実施日:	 令和3年8月4日（水）〜	8月8日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 小川世莉佳、佐々木舞、中井彩瑛、田宮悠、永見野乃（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科漆造形4

年）
実施概要:	 広島県早期集中対策、緊急事態宣言の延長・広島県早期集中対策の継続のために中止した。

19.	「もうまく」	展（コロナ理由で中止）

実施日:	 令和3年9月16日（木）〜	9月19日（日）	
実施場所:	 Unité
参加者:	 大石遥（広島市立大学芸術学部美術学科日本画専攻4年）・大石瑞（同学科油画専攻4年）・吉川由夏（同学

科日本画専攻4年	）・吉川千夏（佐賀大学芸術地域デザイン学部卒業生）
実施概要:	 緊急事態宣言の延長・広島県早期集中対策の継続のために中止した。

20.	「砂糖からはじまる物語」	展（コロナ理由で中止）

実施日:	 令和3年9月25日（土）〜	10月3日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 土居茉桜香、岩崎いず穂（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科視覚造形3年）
実施概要:	 緊急事態宣言の延長・広島県早期集中対策の継続のために中止した。

もうまく

ふたごのてんじ 9/16-9/19 

おなじでちがう

展

もうまく

ふたごのてんじ 9/16-9/19 

おなじでちがう

展
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21.	「シナントロプス・ペキネンシス時代の快感」展

実施日:	 令和3年10月9日（土）〜	10月17日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 大江里実（広島市立大学芸術学部美術学科彫刻専攻4年）
来場者:	 79名（地域4名、学生36名、一般39名）
	 （前半はショーウィンドウ展示、後半は開場。来場者は後半開場時。）
実施概要:	 北京原人の古い学名である”	シナントロプス・ペキネンシス”をテーマに、作家が感じた「古いものへの逆説

的な新しさ」を表現した彫刻作品のインスタレーション展示を行った。

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 初めての個展でしたが、様々な方のサポートのおかげで何とか乗り切ることが出来ました。これからの制作と展
示についても新しく気づくことがあって、短い期間でしたが実りがある日々でした。ありがとうございました。
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22.	「22。」展

実施日:	 令和3年11月27日（土）〜	12月5日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 大和田利羽、新上七瀬（広島市立大学芸術学部美術学科日本画専攻3年）
来場者:	 37名（地域7名、学生9名、一般21名）
実施概要:	 参加者2名は日本画専攻の同期の中で同年齢であるという共通点を持っているが作風も着眼点も異なるとい

う点に着目し、「植物」をテーマに2名の差異が表出するような日本画展示を行った。

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 照明がきれいで作品がとてもきれいに見えた。今までグループ展ばかりだったので、2人で行う展示は初めてだっ
た。色々勉強になった。
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23.	「自然のおくりもの」展

実施日:	 令和3年12月10日（金）〜	12月19日（日）
実施場所:	 Unité
参加者:	 小岩芽生（広島市立大学芸術学部美術学科彫刻専攻4年）
来場者:	 76名（地域1名、学生6名、一般69名）
実施概要:	 生き物や植物といった自然をテーマにした木彫作品展示に加え、シール、アクセサリー販売を行った。

参加者（展覧会主催者）コメント
	⁃ 作品をいろんな人に見て頂けて、様々な感想（生きているようだ、ぬいぐるみみたい等）をもらえたので、今後
の制作意欲に繋がりました。
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24.	 卒業制作の記録撮影

実施日:	 令和4年1月5日（水）、1月6日（木）	
実施場所:	 Unité
参加者:	 川端万結子（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科立体造形4年）
実施概要:	 令和4年2月10日〜14日開催の第25回広島市立大学卒業制作・修了作品展に向けた展示実験を行った。

参加者コメント
	⁃ 人に見てもらうということを意識して客観的な目を持って制作ができとても良かったです。このような環境はま
ず無いと思うのでありがたいです。

25.	 漆造形展示（コロナ理由で中止）
学内連携

実施日:	 令和4年2月3日（木）〜	2月6日（日）
実施場所:	 Unité
実施概要:	 芸術学部の青木先生から展覧会打診があったが、打ち合わせを進め始めた段階でまん延防止等重点措置が

発令され、延期が続いたため中止した。

26.	「Fusion	Reaction融合反応」展（コロナ理由で中止）

実施日:	 令和4年2月9日（水）〜	2月20日（日）	
実施場所:	 Unité
参加者:	 郭雅慧、李郡龍（広島市立大学大学院芸術学研究科視覚造形修士2年、研究生修了生）
実施概要:	 デザインを学んでいる留学生2名による展覧会を計画したが、まん延防止等重点措置期間の延長に伴い中止

した。

27.	「なみあと」	展（コロナ理由で中止）

実施日:	 令和4年2月24日（木）〜	2月27日（日）	
実施場所:	 Unité
参加者:	 奥村友香（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科立体造形分3年）
実施概要:	 まん延防止等重点措置期間の延長に伴い中止した。2022年4月以降に延期予定。

芸術学研究科
造形芸術専攻12:00～17:00 11:00～13:00

最 終 日 の み

2021/6/２4～6/27

郭  雅慧
KAKU・AKEI

LI・KORIRYU
李  郡龍
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基町の内外をつなぐ

基町小学校創立 50周年
この 1 年を通じてプロジェクトは、小学校や PTA、地域の方々と協力しながら様々な取組を行った。2019 年末から
始まった新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大は、2021 年になっても収まらず、残念ながら地区三大行事も
中止となった。こうした時期に創立 50 周年を迎える基町小学校と地域のために、プロジェクトでは未来に向けた希
望のメッセージとなるような取組をしたいと考えた。基町住宅地区の中にある基町小学校は、基町高層アパートが設
計される段階から、設置が計画されていた地域のための小学校である。かつて、白島・幟町・袋町・本川などの小学
校にバラバラに通っていた基町の子どもたちは、1971 年に基町小学校が開校（1973 年完成）したことにより、1
つの学校に通学できるようになった。この 50 年間の卒業生は、2934 名を数える。つまり、この 50 年の歴史には、
地域とともに歩んできた様々な思い出が詰まっていると言える。そこでプロジェクトでは、これまで地域の方々から
ご提供・お借りした基町や小学校の懐かしい写真に加え、2021 年の最近の小学校の様子を新たに撮影し、それらを
合わせて展示することで、地域とともに歩んできた小学校の姿を振り返り、来るべき未来の基町に想像を馳せていた
だきたいと考えた。皆様のご協力のもと、11 月 13 日、基町小学校で開催された記念式典・行事に合わせ、屋外写
真展示のほか、年間を通じた様々な取組を実施することができた。（「もとまちタイムズ増刊号」から）
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28.	 基町小学校創立50周年記念事業写真展「平和への道」

撮影日:	 令和3年6月25日（金）、6月28日（月）
展示期間:	 令和3年8月26日（木）〜	12月9日（木）
実施場所:	 モトマチ・アートウインドウ
実施概要:	 6月に基町小学校創立50周年記念事業として行われた全児童によるカンナの花の定植を記録撮影した。こ

の取組を地域の方々に周知するため、当日の児童たちの定植の様子を、幅110cm長さ200cmの大きな布に
印刷し張り合わせて展示した。 通りがかった地域の方々からは、「写真がとても綺麗だね。」「小学校ではこ
んな取り組みをしているんだね。おもしろいね。」「いつもここを通るのを楽しみにしているよ。」「にぎやか
になっていいね。」などの声を頂いた。基町プロジェクトが得意とする写真を使った取組で、地域の方々に喜
んでもらえる写真展となった。
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29.	 基町小学校創立50周年記念事業「共同制作」への協力

実施日:	 令和3年8月7日（土）〜	11月13日（土）
実施場所:	 M98、広島市立基町小学校
実施概要:	 基町在住（学生枠入居）で美術作家のイタイミナコさんが、小学校の創立50	周年記念事業の一つして、児

童たちと一緒に校名パネルを制作した。基町プロジェクトでは、この共同制作の企画をサポートした。イタ
イさんは児童たちに「自分にとって“	イイモノ”」を写真で撮影するようにお願いし、集まった写真で「基町
小学校」という文字を構成してパネルにした。写真には大切な友達や家族、アニメキャラクター、玩具、好
きな食べ物や景色などが写っていた。式典後、パネルは体育館の窓に設置された。また、式典当日、イタ
イさんは9コアの倉庫に眠っていた獅子頭を使って、ソーラン節を一緒に踊った。児童たちはサプライズで
登場した獅子に大喜びであった。獅子頭は9コアの前自治会長が修理をし、利用できるようにしたものであ
る。
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30.	 基町小学校創立50周年記念事業写真展「基町小学校のあゆみ展」

実施日:	 令和3年10月14日（木）〜	12月9日（木）
実施場所:	 モトマチ・アートウインドウ
実施概要:	 基町小学校校長先生からの依頼を受け、基町ショッピングセンターのモトマチ・アートウインドウで、基町小

学校の50年のあゆみを紹介する写真展を開催した。地域内外の小学校卒業生や保護者から、たくさんの卒
業アルバムや子供のころの懐かしい写真を提供して頂いた。展示では、50年分の年表と懐かしい写真を組
み合わせて、基町住宅地区の歴史を振り返る構成とした。11月の式典の1ヶ月前から展示することで、記念式
典を盛り上げつつ、11月13日の式典に参加できなかった方々にも小学校の歴史に触れていただけるよう、年
末まで展示した。さらにその後は、校長先生のご提案で基町小学校校内に常設展示している。
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31.	 基町小学校創立50周年記念式典横断幕作成

実施日:	 令和3年11月4日（木）
実施場所:	 M98
実施概要:	 基町小学校校長先生からの依頼を受け、50周年記念式典の横断幕を作成した。感染予防のため校長先生、

並びに関係者、来賓の挨拶は事前収録となり、式典当日はビデオを各教室で鑑賞してもらった。
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32.	 基町小学校創立50周年記念事業写真展「地域とともに歩んだ50年」

実施日:	 令和3年11月13日（土）
実施場所:	 広島市立基町小学校
参加者:	 プロジェクトスタッフ（3名）、広島市立大学教員（1名）、補助スタッフ（1名）、広島市立大学学生（3名）
実施概要:	 基町小学校創立記念式典の日に、一日限りの特別写真展を校庭で開催した。小学校にお借りしたテント3張

りを並べ、全長約18mになる梁の内側に、戦前から現在に至るまでの基町の写真114枚を展示した。テント
の外側には、地域の子供たちの成長と基町の発展を願い、赤を基調に元気な鯉を描いた。このグラフィッ
クデザインは、広島市立大学芸術学デザイン工芸学科視覚造形3年土居茉桜香によるものである。鯉の内
側は、時代ごとに移り変わる基町の様子を視覚的に体験できるような構成とした。当日は天候にも恵まれ、
全校児童・卒業生・保護者・教職員・地域の方々、あわせて約130名の方々に、写真展を鑑賞して頂いた。
さらにその後は、校長先生のご提案で一部を基町小学校校内に常設展示している。
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33.	 基町小学校総合的な学習授業協力

実施日:	 令和3年10月29日（金）、11月5日（金）、11月19日（金）、11月26日（金）	
実施場所:	 M98、基町資料室
参加者:	 基町小学校4年生（13名）、基町小学校教諭（3名）、プロジェクトスタッフ（2名）
実施概要:	 基町資料室が開設してから初めて本格的な基町小学校4年生の総合的学習の受け入れをした。事前に児

童たちは地域の方々にインタビューをして、基町の歴史を調べており、プロジェクトでは、児童たちを基町
資料室に案内し、昔の基町の写真などを鑑賞してもらった。色々な写真や資料を知ることで、「昔はどれ
くらい一軒家があったの?」「なぜ、こい公園に駐車場ができたの?」「なぜ、運動会に大人の人も参加し
ているの?」と、沢山の「なぜ」が生まれた。児童たちは「なぜ」の理由を解決するため、何度もM98に
足を運んで、スタッフに質問し、資料室で調べ物をした。自分で感じた「なぜ」という疑問を、自分の力
で解決しようとする姿勢は素晴らしく、2月
末には「未来の基町創造計画」の発表を行
った。プロジェクトスタッフは動画でその様
子を鑑賞し、コメントを書いた模造紙を贈
った。
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34.	 土曜日の先生「川沿いぶらり散歩ツアー」（コロナ理由で中止）

実施日:	 令和3年5月22日（土）
実施場所:	 M98他
実施概要:	 川沿いを歩きながら、基町の歴史にふれるイベントを企画したが、緊急事態宣言、及び、拡大防止早期集

中対策やまん延防止等重点措置等による延期が続いたため、散歩しやすい気候での開催が叶わなかったた
めに中止した。

35.	 土曜日の先生「写真家・明田弘司と、広島の復興」

実施日:	 令和3年10月23日（土）	
実施場所:	 M98、YouTubeライブ配信
講師:	 森永惠利子（明田フォトプロジェクト著作権継承代表）	、松林俊一（明田フォトプロジェクト副代表）
再生回数:	 152回
実施概要:	 広島の戦後を撮り続けた写真家明田弘司氏の写真展を、学生と地域住民の皆さんととも作るにあたって、

明田さんご本人のこと、写真のことを学び、広島の復興を振り返るオンラインイベントを開催した。

視聴者コメント
	⁃ 淡々とした写真の解説ではなく、広島の歴史や基町の時代背景、明田さんの写真に対する姿勢（被写体とのコミュ
ニケーションなど）、さらには講師の方の街づくりに関する大変熱い思いなど、写真を軸として様々な方向に話
が柔らかく発展していく時間が非常に楽しかったです。ありがとうございました。丹下氏デザインの児童図書館
の復元、大賛成です。（広島市、大学教員）

	⁃ 戦後初の文化施設として民間の有志がつくった児童文化会館やガラス張りでモダンなデザインの児童図書館のお
話を聞いて、復興に対する当時の市民の前向きな強い想いを感じました。児童文化会館や児童図書館について初
めて知り勉強になりました。普段見る機会のあまりない広島の復興の姿を写した貴重な写真を見ることができて
良かったです。ありがとうございました。（広島市、学生）

	⁃ 場所がよくわからなかったので、土地勘や固有名詞など基礎知識がないといけないと思った。（広島市、学生）
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36.	 土曜日の先生「写真家・明田弘司と、アーカイブ活動」

実施日:	 令和3年10月30日（土）
実施場所:	 M98、YouTubeライブ配信
講師:	 梅森美帆（明田フォトプロジェクト事務局）
再生回数:	 137回
実施概要:	 広島の戦後を撮り続けた写真家明田弘司氏の写真アーカイブを権利を守りながら活用するために活動してい

る明田フォトプロジェクトについて、実際の活動内容を伺うオンラインイベントを開催した。

視聴者コメント
	⁃ 懐かしい写真を見る事が出来て、とても良いですね。（基町プロジェクトに期待することとしては）当時、その
地域に住んでいた人々の記憶に基づく証言を拾って
欲しい（県外、社会人）
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37.	 土曜日の先生「基本を学ぼう!アーティスト、クリエイターのための税金の話」

実施日:	 令和4年1月22日（土）	
実施場所:	 M98、Zoom
講師:	 荒神尚美（荒神五師税理士事務所）
参加者:	 28名（一般、教員、学生含む）
実施概要:	 大学卒業生や、卒業間近の学生を対象とした、アーティストやクリエイターなどの職業にかかる経費と確定

申告の考え方、専門用語や仕組みを身近な例えで税理士の先生にわかりやすくレクチャーして頂いた。

	参加者コメント
	⁃ 例に挙げて頂いた事例がどれもありそう !というものばかりだったので、興味を持って聴けました。途中難しい
部分もありましたが、アルバイト先で書かされる年末調整の紙だけでちんぷんかんぷんの知識でしたので、そこ
はそういうことが書いてあったんだなと少しでも分かってよかったです。（広島市立大学芸術学部 3年）

	⁃ 今回の講演で所得税等の基礎知識が身についた。アーティスト対象の消費税や所得の話がある程度理解できる内
容であった。ここからのさらなる詳しい内容を知っていきたいと思った。（広島市立大学芸術学研究科修士 1年）

	⁃ 超初歩的なところからの解説が聞きたかったので良かったですし、図解がわかりやすかったです。狭い範囲の中
で多くのパターンを聞けたらより良かったです。アーティストのための税の話は、自分は知らないまま美大を出
てしまい今からでも知っておきたいと思い今回受講しました。（年々生活や仕事も変わってゆくと思うので定期
的に開催してほしいです）（元非常勤講師）
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38.	 土曜日の先生「3D模型制作について」

実施日:	 令和4年2月19日（土）
実施場所:	 M98、Zoom
講師:	 市場悠莉恵、大宅智子、帆前まりな	（広島工業大学環境学部建築デザイン学科3年）
参加者:	 補助スタッフ（1名）、広島市立大学学生（1名）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（2名）

実施概要:	 建築を学ぶ学生3名の、「基町高層アパートの建築の魅力を発信したい」という思いから制作した基町高層ア
パート住居ユニットの3Dデータ公開をZoomで行った。制作過程や建築家大髙正人について、視聴者に紹
介した。

講師コメント
	⁃ 今まで勉強してきたこと、得た知識がどのように使えるのか、これからの大学生活で伸ばさなければいけないこ
とを実感でき、ありがたかった。

	⁃ こんな長いプレゼンをするのは初めてでもっと勉強しなきゃと思った。説明するため図書館に行って準備をした
からできた気がする。実際ある建物を 3D模型に描き起こすのは初めてだったので、スキルアップにつながった。

	⁃ 基町高層アパートがこんな魅力的なものだと思わなかった。電車から見るだけだったが、ここには歴史が沢山あ
る。シャッター街だと聞いていたが、実際はいい雰囲気で、住んでみたいと思った。

視聴者コメント
	⁃ 現役学生の方々が、沢山のものを吸収して学んでいる姿を見て私も元気を貰えました。素晴らしいデジタル模型
を見させていただき本当にありがとうございました。お疲れ様でした。（社会人）

	⁃ 私は京都で建築やまちづくりについて学んでいるので、他の地域ではどのような取り組みが行われているのか具
体的に知ることができて良かったです。（京都橘大学都市環境デザイン学科学生）
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39.	 土曜日の先生「写真展1976-1978基町	もう一つの写真記録」

実施日:	 令和4年3月19日（土）
実施場所:	 旧日本銀行広島支店
講師:	 福﨑進、今村ひろみ、鈴木八千代（一般社団法人もう一つの写真記録（AAJPS）理事）
参加者:	 23名
実施概要:	 令和4年3月16日〜28日に広島市旧日本銀行広島支店で開催された基町の1970年代の写真アーカイブス展示

（主催：一般社団法人もう一つの写真記録）応援企画として、展示会場でトークイベントを実施した。	
	 「もう一つの写真記録」は1960~70年代に全国の大学写真部の学生やOB・OGが参加した集団撮影行動の

ネガやプリントを保存・活用する取組を行っている団体である。本団体の活動趣旨やこれまでの活動歴、今
回の展示内容についてなどのお話を伺い、「今を残す」ことの価値、「未来へ残す」ためのアーカイブ活動の
価値について来場者に問いかけた。

参加者コメント
	⁃ 楽しかった。自分の意見、写真の感想を発表できてよかった。（小学生）
	⁃ 面白かった。写真から歴史を知ることができる。
	⁃ （AAJPS が保管している）残りの 4箱の写真は、あなたたちが引き継がなきゃ。
	⁃ 昔の（ご近所さんに）お醤油を借りたりしていた懐かしい記憶を思い出した。（地域住民）
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40.	「基（もと）いの町」展
共催プロジェクト

主催:	 まほらプロジェクト
実施概要:	 広島にとって「基（もと）い」の地である基町の姿を、5人の美術家の視点を通して示すことで、過去や現在

を見つめながら将来を考える契機とする現代美術展覧会。広島にゆかりのある5人の美術家を招聘し、新型
コロナウィルスの影響を加味し、当初予定した参加作家による現地での滞在制作ではなく、今後の制作に向
けた取材や下調べ（リサーチ）を行ってもらった。また、本展では、会期を前半と後半の2回に分け、前半
では、参加作家を紹介するために旧作品を展示した。後半では、参加作家によるリサーチの成果展を開催
した。前半・後半の会期中を通して、作家によるワークショップや住民への作品素材提供呼び掛け、住民
の個人史の聞き取りが行われた。

来場者数:	 361名
※2021年度広島市立大学特色研究費「基町の地域社会に関与する美術の実践」により実施。
※	まほらプロジェクトには、基町プロジェクトディレクターとスタッフが2名参画している。
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41.	「基いの町」展　前半展示
共催プロジェクト

前半展示:	 令和3年11月6日（土）〜	11月21日（日）
実施場所:	 Unité、モトマチ・アートウインドウ、オルタナティブスペース・コア
参加作家:	 久保寛子、鹿田義彦	、寺江圭一朗、平野薫、古堅太郎
参加者:	 まほらプロジェクト（6名）、広島市立大学学生（17名）、補助スタッフ（2名）
来場者:	 276名（地域120名、学生32名、一般124名）

来場者コメント
	⁃ 平野さんの出品作品を他の場所で見たことがあるが、手に場所によって見え方が変わることに驚いた。
	⁃ 鯉のぼりが分解されたのがある !（小学生）
	⁃ たたら製鉄で出来た鉄で針・ハサミ・軍艦を作ったという広島の歴史を学習したことがある
	⁃ 昔の川は今の川と比べて、水が詰まりやすく水害になりやすい記憶が思い起こされた（タイムスケープダブル・
エクスポージャーの作品をみて）
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42.	「基いの町」展　後半展示
共催プロジェクト

後半展示:	 令和3年12月4日（土）〜	12月12日（日）
実施場所:	 M98<make>
参加作家:	 久保寛子、鹿田義彦	、寺江圭一朗、平野薫、古堅太郎
参加者:	 まほらプロジェクト（6名）、広島市立大学学生（8名）、補助スタッフ（2名）
来場者:	 85名（地域22名、学生8名、一般55名）

来場者コメント
	⁃ 基町の文化や歴史に紐づいた、写真付きカレンダーや映像をみてみたい。
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43.	「基いの町」展　寺江圭一朗手捻り陶芸ワークショップ
共催プロジェクト

実施日:	 令和3年11月6日（土）〜	11月21日（日）、12月4日（土）〜	12月12日（日）、
	 令和4年1月8日（土）
実施場所:	 M98<make>、オルタナティブスペース・コア、旧太田川河川敷
参加者:	 寺江圭一朗（美術作家）、一般・地域住民（38名）、まほらプロジェクト（1名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 広島出身で、中国の重慶州などを中心に様々な国や地域での滞在制作経験を持つ寺江氏は「基町陶芸クラ

ブ」という架空の活動を立ち上げ、会場の入り口で地域住民や来場者が自由に参加できる手捻り陶芸のワ
ークショップを行った。会期終了後に旧太田川河川敷に七輪を持参し、参加者数名と焼き上げを行った。
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44.	「基いの町」展　古堅太郎ワークショップ
共催プロジェクト

実施日:	 令和3年11月7日（日）
実施場所:	 基町中央商店会
参加者:	 古堅太郎（美術作家）、地域住民（13名）、広島市立大学教員（1名）、補助スタッフ（1名）、広島市立大学学

生（1名）、プロジェクトスタッフ（2名）
実施概要:	 基町中央商店会の空きスペースで、小型のハンディ型3Dスキャナー2台を使用し、若年世帯の方を含む基町

地区に在住している方の3Dスキャンをした。スキャンされる方は、5分ほど椅子に座りポーズを取る。スキャ
ン後は持参したパソコンで、ArtecStudioを使用し来場者に自身の3Dデータを見て頂いた。前日の予約が
1名だったが、当日は口コミが広がり、予定していた人数よりも多く希望者が現れたため、代表者を2名決め
て参加頂いた。撮影前には、参加者が嬉し
そうな表情を浮かべて身なりを整えてい
た。たまたま知り合いが3Dスキャンされて
いるところに出会い、同じく参加した方や
「完成した3D人形を娘にプレゼントしたい」
と参加頂いた方もいた。スキャンした3Dデ
ータは、印刷に適したポリゴンへ完成させ
るためMeshmixerで修正を行った。11月7
日撮影、2月5日にM98で3D人形納品、返
却を開始した。
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45.	「基いの町」展　平野薫作品素材収集呼びかけ
共催プロジェクト

実施日:	 令和3年11月6日（土）〜	12月12日（日）
実施場所:	 M98、M98<make>他
参加者:	 平野薫（美術作家）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 着古した衣類を主な素材に用いてインスタレーション作品を発表する平野氏の基町での制作にあたって、

地域住民の衣類提供を募った。個人の着古した衣料の提供、高層アパート建設前から地区内で営業して
いた銭湯「平和湯」閉業後の片付け時に出てきた暖簾の提供などを受けた。

46.	「基いの町」展　アーティスト・トーク
共催プロジェクト

実施日:	 令和3年12月4日（土）
実施場所:	 M98
参加作家:	 久保寛子、鹿田義彦	、寺江圭一朗、平野薫、古堅太郎
参加者:	 地域住民（2名）、まほらプロジェクト（6名）、補助スタッフ（2名）
実施概要:	 参加作家5名と、基町住宅地区でのリサーチ内容と今後のプランについてのトークイベントを開催した。

トークは、作家のリサーチに参加・協力頂いた基町の住民の方に向けて行われた。動画の第1部はアーテ
ィスト・トーク、第2部は車座トークの構成で、YouTubeにて配信している。

動画:	 https://www.youtube.com/channel/UCddYPBUFaNR2kYk0O59lgaA
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47.	 システム工学科知的制御システム研究室（斎藤ゼミ）の見学
学内連携

実施日:	 令和3年4月1日（月）
実施場所:	 M98他
参加者:	 広島市立大学情報科学部学生・大学院生（3名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 昨年度に基町での企画を検討した学生が現地見学に訪れ、地区内を案内した。昨年度は新型コロナウイル

ス感染症対策で現地見学の機会が失われていたが、現場を見てもらうと「想像より大きな町だった」「案内
人が欲しい」などの感想が上がった。見学後、企画会議を行い、昨年度は謎解きのアイデアが出ていたが、
地元小学生が参加し好奇心を刺激できるワークショップ大会のアイデアが出た。

	 取組メンバーの変更や、感染症対策の継続によって、本年も具体的な企画実施には至らなかった。

広島市立大学内連携



51

つ
な
ぐ

48.	 現代表現領域「アイ・レベル」授業サポート
学内連携

実施日:	 令和3年5月6日（木）
実施場所:	 M98他
参加者:	 石松紀子（芸術学部准教授）、古堅太郎（芸術学部講師）、まほらプロジェクト（2名）、補助スタッフ（1名）、

イタイミナコ（学生枠入居者・美術作家）、現代表現3年生（5名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 基町をテーマにした作品制作への協力として、現代表現領域の学生に対して見学会を実施した。コロナ対策

のため2チームにわけ、屋上庭園とショッピングセンターをそれぞれ案内した。基町在住（学生枠入居）で
美術作家のイタイミナコさんもナビゲーターとして参加した。
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49.	 基町資料室パンフレットの制作

実施日:	 令和3年5月29日（土）〜	7月9日（金）
実施場所:	 M98、基町資料室、Zoom
参加者:	 北崎葵（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科視覚造形3年）、熊取谷栄美（同学科映像メディア造形

3年）、土居茉桜香（同学科視覚造形3年）、西川陽菜（同学科映像メディア造形2年）、プロジェクトスタ
ッフ（1名）

実施概要:	 広島平和記念資料館の観光客をターゲットにした、基町資料室を紹介する三つ折りパンフレットの制作を
もとラボメンバーが行った。パンフレットは観光客が多く訪れる8月に完成し、広島平和記念資料館の情
報コーナーに配架された。緊急事態宣言中のため、制作の多くの時間をzoomでのやり取りを介して進行
した。

参加者コメント
	⁃ 資料館に訪れたことの無いメンバーもいる中で、フルリモートで調査からデザインまで行いました。短い制作
期間で多くの困難があった分、完成したパンフレットは、資料室の良さを伝えられる良いものとなったと感じ
ています。

	⁃ コロナの影響もあり、実際に資料室を取材することもできず、対面で話し合う機会も限られていて大変でした。
このパンフレットの目的は何か ?必要な情報はどれか ?限られた紙面の中で情報を取捨選択するのはとても難
しかったですが、最終的に納得のいく形に仕上がったと感じています。

	⁃ 専攻分野では基本行わない共同制作に興味があり、専攻分野外ながら参加させていただきました。数人で一つ
のデザインをする上では、四人の意見を出し合ってより良い案を考えることや、全員の認識を一致させること
など、個人制作とは違ったプロセスや重要なポイントがあり、毎回の話し合いで学ぶことばかりでした。貴重
な機会をいただき本当にありがとうございました。とても楽しませて頂きました !
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50.	 広島市立大学「NPO論」で基町プロジェクト紹介
学内連携

実施日:	 令和3年5月27日（木）
実施場所:	 M98、広島市立大学
受講人数:	 36名
実施概要:	 基町プロジェクトディレクターの中村が、授業で学生へ基町プロジェクトの紹介を行った。授業後半には活

動拠点とZoomを繋ぎ、現場で当日行っていた写真提供の様子を提供者にご協力いただきながら伝えた。

51.	 広島市立大学「ひろしま論」で基町プロジェクト紹介
学内連携

実施日:	 令和3年7月26日（月）
実施場所:	 広島市立大学
受講人数:	 425名
実施概要:	 基町プロジェクトディレクターの中村が、授業で学生へ基町プロジェクトの紹介を行った。

52.	 現代表現領域「基いの町トートバッグ」授業サポート
学内連携

実施日:	 令和3年10月7日（木）、10月14日（木）
実施場所:	 M98　
参加者:	 石松紀子（芸術学部准教授）、古堅太郎（芸術学部講師）、補助スタッフ（1名）、現代表現2年生、大学院

院1年生（5名）
実施概要:	 基町プロジェクトの活動紹介と基町地区の見学ツアーを行い、1週間後に見学や取材を元にしたトートバッグ

のデザインの確認を担当教員と共に行った。完成したトートバッグは「基いの町」展会期中にインフォメーシ
ョンで展示し、参加作家の制作や調査に協力いただいた地域住民を中心に配布した。
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53.	 広島市立大学国際学部田川玄教授視察
学内連携

実施日:	 令和3年11月6日（土）
実施場所:	 M98他
参加者:	 田川玄（広島市立大学国際学部教授）、広島市立大学教員（2名）、プロジェクトスタッフ（1名）、同席者（2

名）
実施概要:	 2022年度「フィールドワーク論」での、基町におけるフィールドワークの可能性について相談を受け、基町

住宅地区周辺と基町プロジェクトの拠点を案内し、意見交換した。

54.	 広島市立大学「いちだい知のトライアスロン」へ「基いの町」を登録
学内連携

実施日:	 令和3年11月6日（土）〜	11月21日（日）、12月4日（土）〜	12月12日（日）	
実施概要:	 広島市立大学で実施している「いちだい知のトライアスロン」に「基いの町」展を登録した。
※いちだい知のトライアスロンは、広島市立大学が学生に「知る」・「考える」・「伝える」力と幅広い教養を身に付け
させることを目指す読書、映画鑑賞、美術鑑賞推進事業。

55.	 いちだい学生企業・ソーシャルイノベーショングループによる基町見学
学内連携

実施日:	 令和3年11月17日（水）
実施場所:	 M98、基町資料室
参加者:	 広島市立大学大学院生（1名）、プロジェクトスタッフ（2名）
実施概要:	 基町地区をテーマに「市大生チャレンジ事業」として取り組む自主企画を検討する学生が、現地見学した。
※市大生チャレンジ事業は、学生が自ら選定した課題や地域などから提案のあったテーマに基づき、社会貢献活動を
行うプロジェクト事業。活動に対して、広島市立大学が活動費の一部を助成する。
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56.	「ポジティブに感染予防」ポスターの県下展開	

実施日:	 令和3年11月〜	
参加者:	 岩崎いず穂（広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科映像メディア造形3年）、岡本玲名（同学科染織造形

3年）、植村百葉（同学科視覚造形3年）、土居茉桜香（同学科視覚造形3年）、冨田佳央（（同学科視覚造形
3年）、プロジェクトスタッフ（1名）、広島市立大学社会連携センター

実施概要:	 令和2年度に制作した「ポジティブに感染予防」ポスターが、214の小学校・中学校・児童館・放課後児童
クラブへ配布された。展開にあたって広島市立大学社会連携センターが制作者の著作権保護のための利用
規定作成に尽力した。
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57.	 研究報告書『基町の暮らし	戦後75年をふり返る』編集への協力
学内連携

実施日:	 令和3年4月1日（月）〜	令和4年3月10日（木）
実施概要:	 芸術学部石松准教授が筆頭となり、平成30年度（2018年度）から令和2年度（2020年度）までの3年間に

わたって実施した研究調査の報告書作成に、プロジェクトスタッフが編集協力した。
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58.	「トラトラ」展

実施日:	 令和3年12月26日（日）〜	令和4年3月3日（木）
実施場所:	 モトマチ・アートウインドウ
参加者:	 山本陸（広島市立大学デザイン工芸学科実習補助員）、平浜あかり（同学科染織造形非常勤助教）、西原美

沙（同学科映像メディア造形非常勤助教）、日高育美（同学科視覚造形3年）、岩崎いずほ（同学科視覚造
形3年）、冨田佳央（同学科視覚造形3年）、北崎葵（同学科視覚造形3年）、日野優花（同学科1年）、岡部
美遥（基町高校創造表現コース3年）、片島蘭（基町プロジェクトスタッフ）、浮田茉侑	（基町プロジェクトス
タッフ）

実施概要:	 令和4年の干支である寅をテーマとしたキャラクターイラスト展示を行った。地元小学生から「この絵が好
き」「トラのイラストがほしい」などと活動拠点に言いにきてくれる子もおり、新たな交流が生まれた。

参加者コメント
	⁃ 基町に住まわれている方々の生活圏内と展示場所の近い距離感は、基町プロジェクトならではで、新鮮な展示に
参加ができて私にとって貴重な経験となりました。（大学教員）

	⁃ トラというテーマもあり、色彩豊かで地域の方のみならず、初めて基町に足を運ぶ方にも楽しんでいただける展
示になりました。普段見ないほど大きくプリントされたイラストは足を止めてじっくり鑑賞することも出来、鑑
賞後も自然と顔を上げたまま基町の風景を探索しました。（大学教員）

	⁃ 今まで学校外の方と一緒に展示する機会が無く、本当に自分で良いのかと不安と緊張でいっぱいでした。展示で
は、同じ「トラ」というお題でも、それぞれの個性があって面白かったです。（高校生）

	⁃ 様々なテイストのキャラクターがいて見ていて楽しい展示だと感じました。制作期間が少し短かく大変でしたが、
良いものができたと思います。（大学生）

	⁃ 自分自身が描くこともとても楽しめましたが「そういう表現の仕方もあるんだな」と完成したみなさんの作品を
拝見して勉強になりました。（大学生）



58

つ
な
ぐ



59

つ
な
ぐ

59.	「トラトラ」展中区役所巡回

実施日:	 令和4年3月14日（月）〜	3月31日（木）
実施場所:	 中区役所ロビー
実施概要:	 モトマチ・アートウインドウで開催した「トラトラ」展を、一部再構成して、中区役所ロビーにて展示した。

基町プロジェクトの紹介パネルも用意し、中区民に向けて基町プロジェクトの周知を図った。
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60.	 基町地域包括支援センターヒアリング

実施日:	 令和3年7月16日（金）
実施場所:	 M98
参加者:	 基町地域包括支援センター（2名）、中区役所（2名）プロジェクトスタッフ（3名）
実施概要:	 基町地区包括支援センターより基町地区高齢者見守りネットワークの登録促進のためのデザイン更新につい

て相談があった。基町地区の高齢者は約2,000人で、見守りネットワークへの登録者は約300人である。相
互的な見守り体制を強化するために「地域の達人カード」を作成し、100名の登録があったが、活用の場が
提供できないままである。基町プロジェクトがコミュニケーションサポートとして企画できる、写真展や
YouTubeピアノコンサート鑑賞会を提案した。

* 基町地区高齢者見守りネットワークとは、高齢者の一人暮らし、高齢夫婦を対象に、民生委員や地域、商店や事務所、
地域包括支援センターなどが連携して、高齢者の様子の変化を早めに見つけ、速やかに対応する仕組み。ほのぼの基
町（立ち寄り所）での安否確認、訪問、電話、玄関先などでの挨拶、さりげない見守りを行う。

61.	 悠悠タウン基町室内装飾写真提供

実施日:	 令和3年7月23日（金）
実施場所:	 悠悠タウン基町
実施概要:	 令和3年8月に新設された小規模多機能施設の部屋の装飾について相談を受け、基町プロジェクトが撮影し

た地区内に咲いている花の写真を提供した。部屋の入り口に飾っていただき、各部屋の見分けをつけるため
の目印としても活用いただいている。

地域交流の促進、地域活動への参加・協力
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62.	 基町地域包括支援センター連携　左手のピアノコンサート+基町写真展鑑賞会

実施日:	 令和3年10月15日（金）	
実施場所:	 基町中央集会所
参加者:	 地域住民・悠悠タウン基町デイサービス利用者（25名）、基町地域包括支援センター（4名）、中区役所（1

名）、プロジェクトスタッフ（3名）
実施概要:	 基町地域包括支援センター・悠悠タウン基町デイサービスと連携し、ピアノ演奏と写真の鑑賞会を実施し

た。ピアノ演奏は8月1日に実施したものを再上映する予定だったが、感染症予防のため中止となり、令和2
年に実施したオンラインピアノコンサート『基町写真展関連企画	左手のピアノ×トーク	「過去から未来を考え
る」』を再上映した。静かに聴き入って頂いたのち、オンラインの基町写真展2021を全員で鑑賞した。高層
アパート建設前からの地域住民も多く参加頂き、写真を見て当時のエピソードを教えて頂いた。

参加者コメント（地域住民）
	⁃ 楽しかった。
	⁃ 見たかった写真が無かった。
	⁃ 昔は沢山人がおったのを思い出した。また、子どもの声が沢山聞こえるようになったらいいな。
	⁃ 基町に住んで 70年。小学校で慰霊祭をして盆踊りをするんよ。（98歳）
	⁃ 10 年前の昔の基町を思い出しました。	
	⁃ 原爆ドームは昔は中まで入れとったんよ。	

基町地域包括支援センター・プロジェクトスタッフの振り返り
	⁃ 第一回目としてとても良かった。今後も継続していきたい。いつも家族以外の人と交流が少ない方が、想いを語っ
て頂けた。利用者さんの証言（基町の歴史、原爆など）をカテゴリー別で記録し残していけたら（基町地域包括
支援センター）

	⁃ 高齢者と一括しても親子ほど離れている場合もあり、年下の方が話しづらそうだったので、テーマ・写真ごとに
分けたほうが沢山話せる可能性がある。（プロジェクトスタッフ）	
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63.	 悠悠タウン運営推進会議への出席

実施日:	 令和3年11月19日（金）	
実施場所:	 悠悠タウン基町
参加者:	 地域役員（2名）、基町地域包括支援センター（3名）、悠悠タウン基町（3名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 基町地域包括支援センターと悠悠タウン基町が、地域の状況にあったサービスを提供するため2ヶ月に一回

開催する運営推進会議に、プロジェクトスタッフも出席した。

話し合いの内容など
	⁃ 利用状況は、11月の時点で、登録者 9名 /29 名
	⁃ 入院するほどではないが、心配なときに介護保険にはいっているならば利用できる。
	⁃ 介護保険を利用できる上限があるので、（上限を超えるとその分は 10割負担）計画を立てる必要あり。
	⁃ 現在は登録者が少ないので、他のエリアからの受け入れもしている。

意見交換
	⁃ 地域自治会長 : 防災・防犯の状況から運営推進会議に消防・警察も巻き込んだらいい。
	⁃ 地域民生委員 : 民生でも食事のサポートをしたいので、調理会場として利用したい。

基町プロジェクトへの要望
	⁃ お花の写真はとても活用させてもらっている。
	⁃ レクレーションの提案をしてほしい。
	⁃ 散歩のときにお花を見つけるスタンプラリーを作って欲しい。
	⁃ もとまちタイムズの今月の一枚の写真を加工した塗り絵。*一枚見本があればコピーしてデイサービスでも利用
できる。
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65.	 児童の支援協力

実施日:	 令和4年1月21日（金）
実施場所:	 M98、Unité
参加者:	 悠悠タウン基町相談支援包括化推進員（1名）、基町小学校児童（1名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 基町地域包括支援センターの依頼により同センターが担当している児童へ向けた工作活動の協力を行った。

64.	 悠悠タウン基町レクリエーション協力「塗り絵」「ウォークラリー」作成

実施日:	 令和3年11月28日（日）、令和4年2月10日（木）	
実施場所:	 M98、基町地域包括支援センター、悠悠タウン基町
実施概要:	 悠悠タウン基町の利用者へむけたレクリエーションに困っているとの相談を受け、大人の塗り絵とウォー

クラリーを制作した。塗り絵は3月時点で20枚以上配布されており、小さな子どもも挑戦しているとのこ
とを職員よりお伝え頂いた。
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67.	 広島市中区長来訪

実施日:	 令和3年11月25日（木）	
実施場所:	 M98他
参加者:	 行廣真明中区長、中区役所（3名）、広島市立大学社会連携センター（2名）、広島市立大学教員（1名）、プ

ロジェクトスタッフ（3名）
実施概要:	 広島市立基町小学校創立50周年記念事業の実施終了を受け、行廣真明中区長が基町プロジェクトへ訪問さ

れた。50周年事業での取組の報告をしたのち、開催中であった学生の作品展示を観覧頂いた。「デザインの
力で町を元気にして欲しい」と、励ましのコメントを頂いた。

66.	 株式会社良品計画広島事業部との連携検討	

実施日:	 令和3年7月31日（土）、令和４年3月16日（水）
実施場所:	 M98他
参加者:	 株式会社良品計画（2名）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 連携可能性について検討を行った。



65

つ
な
ぐ

70.	 広島市企画総務局地域活性化調整部コミュニティ再生課、中区副区長視察

実施日:	 令和3年12月24日（金）
実施場所:	 M98
参加者:	 岡谷光展副区長、広島市職員（3名）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（1名）
実施概要:	 基町プロジェクトの概要と拠点の説明を行った。住民アンケートの内容や、今後の展望などについて質問を

受け、回答した。

68.	 ひろしま国際平和文化祭との連携検討

実施日:	 令和3年12月3日（金）
実施場所:	 M98
参加者:	 ひろしま国際平和文化祭実行委員（2名）、広島市立大学教員（1名）
実施概要:	 次年度実施する「ひろしま国際平和文化祭」の取組について、連携可能性の相談に対応した。

69.	 広島市文化財団事業課視察

実施日:	 令和3年12月10日（金）
実施場所:	 M98他
参加者:	 広島市文化財団事業課（2名）、プロジェク

トスタッフ（1名）
実施概要:	 基町プロジェクトの概要と拠点の説明を行

った。芸術活動に関する支援について意見
交換を行った。
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71.	 地域価値共創センターとの連携検討

実施日:	 令和4年1月7日（金）	
実施場所:	 M98
参加者:	 地域価値共創センター（3名）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（3名）
実施概要:	 連携可能性、学生への声がけ方法について相談に対応した。



67

つ
な
ぐ

基本コンセプト改定の準備
基本コンセプトの改定に先立ち、地域役員の方々へ現在の基町の様子をヒアリングした。新型コロナウイルス感染症
拡大のため、一部の関係者に聞きとるに留まった。

72.	 地域の方々へのヒアリング第1回

実施日:	 令和3年4月11日（日）
実施場所:	 M98
参加者:	 地域役員（1名　基町連合自治会会長）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（2名）

73.	 地域の方々へのヒアリング第2回

実施日:	 令和3年4月17日（土）
実施場所:	 M98
参加者:	 地域役員（1名　基町連合自治会副会長）、広島市立大学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（2名）

74.	 地域の方々へのヒアリング第3回

実施日:	 令和3年5月30日（日）
実施場所:	 M98
参加者:	 地域役員（2名　基町学区体育協会会長・基町学区こども会連合会会長）、プロジェクトスタッフ（2名）

75.	 地域の方々へのヒアリング第4回

実施日:	 令和3年6月5日（土）
実施場所:	 M98
参加者:	 地域役員（2名　基町地区民生委員児童委員連絡協議会会長・基町学区体育協会副会長）、広島市立大学

教員（1名）、プロジェクトスタッフ（2名）
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76.	 基町プロジェクト年末報告会・意見交換会

実施日:	 令和3年12月23日（木）
実施場所:	 基町中央集会所
参加者:	 地域役員（2名）、基町小学校（1名）、基町地域包括支援センター（2名）、悠悠タウン基町（1名）、特例入

居者（1名）、市住宅政策課（1名）、中区役所（2名）、広島市立大学社会連携センター（2名）、広島市立大
学教員（1名）、プロジェクトスタッフ（3名）

実施概要:	 コロナ禍で基町プロジェクトの活動報告をする機会がなかったため、参加人数を絞って基町プロジェクト年
末報告会・意見交換会を開催した。本年の取組を画像を見せながら報告し、連携した地域関係者に感想を
伺った。また、今後の連携やプロジェクトに期待することについてもご意見をいただき、広報不足に対する
ご意見や解決方法などを教えていただけるなど、限られた時間の中で改めてプロジェクトの方向性を確認す
る貴重な時間となった。
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印象に残った取組について（今年度の取組）	
	⁃ 基町小学校 :50周年事業の写真展について、本当にいいものを作ってもらったと思っている。地域の笑顔が広がっ
たし、子供たちも式典を終えてすぐに帰る、ではなく写真展を目にすることで学校と地域のあゆみを知ることが
できた。写真展の立体的なデザインには本当に感動した。

	⁃ 自治会長 :50 周年事業の写真展は、昔の写真をみた住民からこんな若い頃があったなという声も出ていた。地域
住民にもっと知ってもらうため、連合自治会にももっと広げていきたい。

	⁃ 悠悠タウン基町 : 小規模多機能施設を 8月にオープンし、M98とどのような連携ができるかと考えた。施設の
運営推進会議に参加してもらい意見交換するなかで、地域住民のいきがいを一緒に作っていけたら、という話に
なり、そこからスタンプラリーのように外に出る、そして、イベントに参加するという流れができて点が線になっ
てきたように感じる。今後は子どもなども対象にして、取組が線から面になっていけるといいなと思う。	

若年世帯や学生入居者との連携	
	⁃ 特例入居者 : 初めてのことで、展示の方法などM98スタッフに協力してもらい実施できた。バティックの取組
をたくさんの方に経験してもらうためには、開催する場所や条件などについてもっと考えないといけないという
ことも感じた。

	⁃ 市住宅政策課 : 特例入居者の皆さんには、3大行事以外の（プロジェクトの取組などにも）基町の活性化のため
どんどん参加していってほしいと思う。入居者との面接の際、基町プロジェクトのチラシなどがあればアナウン
スできる。そこで興味を持った方がその後もイベントなどに参加してもらうよう、自治会を通じた広報などもい
いのでは。	

プロジェクトにしてほしいこと、一緒に取り組みたいこと	（これからのこと）
	⁃ 自治会長 : 地域へのアピールが足りていないと思う。今回のように関係者だけで集まってこの取組はよかったと
話し合っても広がっていかない。社協の関連団体や各自治会などもっと色んな人を呼び、賛成や反対の意見も含
めて議論をした方がいい。	

	⁃ 中区 : 今後地域の各団体長等、色んな人から広く意見を聞いて、地元の意見を吸い上げていけるとよいのではな
いかと思う。

	⁃ 基町小学校 : どうやって PRしていくかは課題の一つだと思う。50周年写真展がそうであったように、皆が見え
る場所で活動をしたり PRをしていくこともよいのでは。繰り返し色んな方法を重ねて PRしていくことが必要
だと思う。

その他ご意見	
	⁃ 基町地域包括センター : 包括主催のラジオ体操には毎回 100 人近くの住民の方が参加される。いきいきポイント
が目的というのもあると思う。ぜひそういった場を利用してM98の取組をアナウンスしてほしい。基町の高齢
者の皆さんは、元気そうに見えても、押し車を使うなど移動が難しくなってきている人も少なくないことも知っ
ておいてほしい。	
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77.	 月刊「もとまちタイムズ」の発行

令和 2 年度まで季刊発行をしていた「もとまちタイムズ」は、令和 3 年より月刊発行に変更した。
イベント情報や地域の出来事を、タイムリーに発信することができるようになった。

メディア
情報発信と報道記録

月刊もとまちタイムズ2021年4月号　4月4日(日)発行

月刊もとまちタイムズ2021年6月号　6月10日（木）発行

月刊もとまちタイムズ2021年5月号　5月2日(日)発行

月刊もとまちタイムズ2021年7月号　6月30日（水）発行
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月刊もとまちタイムズ2021年8月号　8月7日（土）発行

月刊もとまちタイムズ2021年10月号　10月1日（金）発行

月刊もとまちタイムズ2021年12月号　11月24日（水）発行

月刊もとまちタイムズ2022年2月号　2月6日（日）発行

月刊もとまちタイムズ2021年9月号　9月9日（木）発行

月刊もとまちタイムズ2021年11月号　11月7日（日）発行

月刊もとまちタイムズ2022年1月号　12月28日（火）発行

月刊もとまちタイムズ2022年3月号　3月6日（日）発行
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78.	「もとまちタイムズ増刊号」の基町住宅地区全戸配付

実施概要：	 令和3年度に、基町小学校創立50周年を記念して行った、小学校・PTAとの連携の取組を特集したもとま
ちタイムズ増刊号を発行し、基町住宅地区に配付した。

発行日:	 令和4年3月19日（土）
発行部数:	 3,500部
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79.	 月例基町連合自治会での活動報告	

活動・イベントのお知らせや報告がある場合には、プロジェクトスタッフが基町連合自治会に出席し、もとまちタイ
ムズを配付するなど情報共有を行った。なお、令和 3 年度はコロナ禍のため、連合自治会の開催回数自体が少なかった。

80.	 公式ウェブサイト

基町プロジェクトや基町住宅地区の基本情報の他、イベ
ントなどのお知らせ、もとまちタイムズ PDF 版の公開
などを、公式ウェブサイトを通じて行った。

アナリティクス（2021年4月1日〜2022年3月21日）
新規ユーザ:	 	 5,371人
ページビュー数:	22,520回

81.	 SNS（Facebook,	Twitter,	YouTube）の活用	

逐次情報発信や動画コンテンツの配信のため、複数の SNS を運用した。主には FaceBook を利用している。今後より
幅広い SNS ユーザに訴求するため、Instagram などの活用も検討する。
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82.	「ひろしまアートシーン」でのイベント情報提供	

広島市「文化芸術の灯を消さないプロジェクト」の支援を受けて運営されている広島周辺のアート情報を発信する
ウェブサイトで、プロジェクトのイベント情報を提供した。（https://hiroshima-artscene.com/）

83.	 基町ショッピングセンター中央広場掲示板の活用	

基町ショッピングセンターの了承を得て、基町プロジェクトの宣伝・取組報告をするための専用掲示板設置実験を
行った。はじめ B2 サイズでの掲示を検討したが、「他の店舗や団体も貼りたいものがあるから、あまり大きくし
過ぎないで欲しい」とのご意見を受け、もとまちタイムズを視認しやすい A2 サイズまでの程度に留め掲示した。
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84.	 寄稿

1.	 令和3年5月23日（日）〜　	「まちづくりひろしま第53号」広島アイデアコンペ実行委員会	 	
『「基町プロジェクト」より　基町資料室について』	 	
寄稿者:片島蘭（プロジェクトスタッフ）	 	
URL:http://machizukurihiroshima.web.fc2.com/merumaga/merumaga53.pdf

2.	 令和3年6月4日（金）〜	　ローカルニッポン	 	
『基町アパートと、若者の創造的活動を呼び込む基町プロジェクト』	 	
寄稿者:増田純（プロジェクトスタッフ）	 	
URL:https://localnippon.muji.com/6345/

85.	 報道記録・メディア露出

3.	 令和3年6月15日（火）　市民と市政	 	
『基町小学校の写真を募集!』

4.	 令和3年6月28日（月）　毎日新聞	 	
『支局長からの手紙　広島のタイムライン』	 	
URL:https://mainichi.jp/articles/20210628/ddl/k34/070/272000c

5.	 令和3年7月14日	（水）　RCCラジオ	 	
「基町写真展2021」「左手で奏でる明子さんの被爆ピアノコンサート」宣伝

6.	 令和3年7月24日（土）　中国新聞	 	
『基町地区の復興	写真展　広島市立大など、オンライン中心に』	 	
URL:https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=106767

7.	 令和3年7月25日（日）　to	you広告	 	
「基町写真展2021」広告出稿

8.	 令和3年7月29日（木）　テレビ新広島	 	
『コロナ禍でオンライン開催　市営基町アパート	戦後復興の写真展』

9.	 令和3年7月30日（金）　広島市現代美術館休館中限定ニュースレター	Untitled	vol.3	 	
『Our	Neighbour	メタボリズム建築としても有名な「基町高層アパート」を訪問』	 	
URL:https://hiroshima-moca-museum.note.jp/n/n0e3de5d9f361

10.	 令和3年8月1日（日）　読売新聞		
『被爆76年　基町の歩み伝える写真展』

11.	 令和3年	8月1日（日）　市民と市政区報なか	 	
『開催中「基町写真展2021」』

12.	 令和3年	8月15日（日）　毎日新聞	 	
『基町の歩み、写真でたどる　戦前から被爆、復興へ　オンラインで』	 	
URL:https://mainichi.jp/articles/20210815/ddl/k34/040/268000c

13.	 令和3年8月20日（金）	〜　国際平和拠点ひろしま		
『平和を発信する新たな拠点	基町プロジェクト「基町資料室」』	 	
URL:https://hiroshimaforpeace.com/a-new-base-for-information-on-peace-the-motomachi-project-the-
motomachi-reference-office/



基町プロジェクト

M98（基町プロジェクト活動拠点）
https://www.motomachiproject.net
Facebook https://www.facebook.com/motomachiproject
twitter https://twitter.com/motomachi_prj
〒 730-0011 広島市中区基町 16 番 17-2-103（広島基町郵便局 2 つ隣）　TEL 082-555-8250

広島市立大学（社会連携センター）
http://www.hiroshima-cu.ac.jp/
〒 731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号　TEL 082-830-1764

広島市中区役所（市民部地域起こし推進課）
HP http://www.city.hiroshima.lg.jp/naka/
〒 730-8587 広島市中区国泰寺町一丁目 4 番 21 号　TEL 082-504-2546

基町地区活性化計画
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/116955.pdf
被爆 70 周年記念 まちづくり先導事業（基町プロジェクトは P39 に掲載）
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/23112.pdf
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制作 : 基町プロジェクト
編集 : 増田純、浮田茉侑、片島蘭、中村圭

無断転載の禁止
本資料掲載記事（本文、図表、イラストなど）を基町プロジェクト及び著作権者の承諾なしに無断で転載（翻訳、複
写、データベースへの入力、インターネットでの掲載など）することを禁じます。


