
 

 

Art of Hosting Ayabe 2017 
ホスティングチーム 

お呼びかけ（募集要項） 

こんにちは！ 
みなさんお元気ですか？ 
 
2017 年 8月 10 日～13日に 
Art of Hosting Ayabe 2017 Dojo を開きます！ 
 
コアチームとMary Alice とで「じっくりコトコトと素敵なスープを作る」
ようにゆっくりと時間をかけ、豊かな時間を共にしながら、それぞれの大切
なことを話し始めました。美味しい、素敵なスープを作るための、Art of 
Hosting のブレスが始まったと感じています。 
 
今回は「お隣さん」をテーマにアジアに住むみなさんにお声がけして、一緒
に対話の場を作って行きたいと思っています。 
 
学びの可能性を広げていくため、広く多くの方にお呼びかけを行うために、
大きなチームが必要です。多様な人々が集う対話の場を「参加者の方をホス
トしながら一緒に学ぶ仲間」であるホスティングチームで、ぜひ Art of 
Hosting のプロセスを一緒に学びながら、つくっていきましょう。 
 
以下の各チームの要項を読んで頂き、はりきってご応募ください。 
 
今回は海を越えていらしてくださる方もあり、国籍を問わず集まりますので 
日本語と英語、そして「非言語」が共通言語になります。 
「みんなと紡ぎたい大切なストーリー」をお持ちの皆様と
集まりたいです。皆様からのお声をお待ちしています。 



 

 

共に今の時代を生きていくお隣さん同士がよく生きるために、 
学ぶべきことはなんだろう？ 

What do we as neighborhoods living in this era, need to learn about 
creating well-being and a sustainable everyday now and in the future? 

 

Calling TeamがAyabe 2017に見ているもの 
 
私たちは今、目まぐるしく変わる世界を生きています。 
 
自分の大切な日々の暮らしに向き合う時間は取れていますか。 
今、目の前にいる大切な人を大事にしてあげられていますか。 
 
大切なものを大切にしようとするとき、 
それが一人の努力で叶うことではないことも多い時代なのかもしれません。 
 
今回、牧原ゆりえの呼びかけに応じて集まった呼びかけ人チームは 
アジア地域がもっと「お隣さん・ご近所さん」として 
互いを知り合い、思い合い、必要なときに手を取り合える関係になることが 
サステナビリティ（私たちの暮らしや社会が持続可能であること）を 
考えるときに重要だと考え、その一歩を今踏み出そう！としています。 
 
顔を合わせて、一緒に大切な話しをしましょう。 
 
ありたい未来や大切にしたいストーリーは人から紡ぎ出され、 
素敵な未来の可能性は人が聴き合うところからひらかれます。 
今回の Steward には Story Activist の Mary Alice をお呼びしています。 
 
私たちそれぞれの思いを出発点に、大きなシステムにスケールアップして 
考えることができるよう、一緒にやってみましょう！ 
 
自分たちにとって大切な話や取り組みをホストし、 
ハーベストするための技にあれこれ挑戦するためのDojo を開きます。 
Art of Hosting and Harvesting Conversation and Works that Matter. 
 
Art of Hosting Ayabe 2017では、以下をテーマに参加型リーダーシップを学びます。 
 
 
 
 
 
 
 
ぜひ、一緒にホストしませんか！LET’S MAKE SOUP TOGETHER!!! 
 



 

 

ホスティングチーム概要 

■ホスティングチームの構成 
次の５つのチームに分かれています。５つを合わせてホスティングチームです。 
  ◎ オーガナイジングチーム   ◎ プロセスデザインチーム 
  ◎ ハーベスティングチーム   ◎ ミールチーム 
  ◎ コミュニケーション コーディネート（CC）チーム 

※今回 CCチームの募集はありません。 

■全チーム共通のご案内 
本トレーニング前に数回の対面または Zoomでのチームミーティングが行われます。 
下記の日程で、綾部の会場での対面ミーティングを予定しています。 
5 月 13 日（土）午前～14 日（日）午後 
ホスティングチーム全体の合宿です。ぜひご参加ください。参加費と宿泊費はかかりま
せん。食費は各自負担となります。 
 
8 月  8 日（火）午後～10 日（木）午前 
ホスティングチーム全体トレーニング（デザインミーティング）となります。プロセス
デザインチームのメンバーは必ずご参加ください。他のチームの方も、是非いらしてく
ださい。このプロセスへの参加費はかかりません。滞在費は各自負担となります。なお、
デザインミーティングより Steward のMary Alice と共に過ごします。デザインミーテ
ィングの間は本格的な通訳はありませんが、日本語のサポートはしたいと思っています。 
 
8 月 10 日（木）午後～13 日（日）午後 
Art of Hosting Ayabe 2017 本トレーニング です。ホスティングチームの方も参加
費と滞在費のご負担をお願いします（ミールチームを除く）。 
 

■各チームの言語について 
□オーガナイジングチーム：基本的には日本語でのコミュニケーションとなりますが、英語しか話せな
い方々もホストしていきます。なので、英語でコミュニケーションができる方、大歓迎です。 
□プロセスデザインチーム：日本語と英語でのコミュニケーションができる方を対象にさせて頂きます。 
□ハーベスティングチーム：日本語及び英語でのコミュニケーションができる方が望ましいです。ただ
し、Japanese ハーベスティングチーム・English ハーベスティングチームに分かれることも検討して
いますので、言語について不安がある方はチームリーダーに相談してください。 
□ミールチーム：基本的には日本語です。言語を問わず、コミュニケーションを取ろうとする気持ちを
大事にします。 
 



 

 

オーガナイジングチーム 
 

【チームリーダー】 
 ◎ 木川久美子（Kumiko Kigawa/神奈川県平塚市在住） kigawaku@gmail.com 
 ◎ 植田優哉（Yuya Udeda/東京在住）u.yuya1201@gmail.com 

【チームメンバー】 
 ◎ ４名程度募集 
 
オーガナイジングチームへようこそ！ 
オーガナイジングチームは、トレーニングが素晴らしい学びの場となるように、
参加者、プロセスデザインチーム、ハーベスティングチーム、ミールチームの皆
さんを運営面で支えます。 
 
参加者のサポート、各チームとのやりとり、宿泊施設とのやりとり、備品の調達
など、トレーニングを滞りなく進められるための準備は多岐に渡ります。トレー
ニングが始まってからも、参加者や他のチームからのお願い事の対応、場を整え
ることなど、やることはたくさんあります。「場を支える立場」をトレーニング
してみたい方、ぜひご一緒ください。滞りなく進めること、参加者のひとりとし
てHost yourself すること、ときに両立が難しいこの２つの間に一緒にスッと座
ってみましょう。 
 
オーガナイジングチームのリーダーは木川久美子と植田優哉の２名体制です。 
私、木川久美子は、オーガナイジングを通して、Art of Hosting のすばらしさを
参加者のみなさんに伝えるお手伝いができた
らいいなと思い、2014年、2015年に続いて、
今回も手を挙げました。オーガナイジングチー
ムの役割は一歩下がって全体を見渡して動く
ことだと思うので、そんな役割を取ってみたい
なという方はぜひご一緒しましょう！  
 
私、植田優哉は、Art of Hosting 2015 Nagatoro でオーガナイジングチームの
奥深さを知りました。リビングシステムを作っていく上で絶対に欠かせないのが
オーガナイジングだと思っています。その場にいる皆がどんな空気の中にいたが
っているのか、いてほしいのかを考え、参加型リーダーシップをデザインしてい
く。ひとつひとつの行動が場に力を与え行くことを感じることができるのがオー
ガナイジングチームだと思っています。みんなで話し合って、一緒にデザインし
ていきたいです。よろしくお願いします。 
 

mailto:kigawaku@gmail.com
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オーガナイジングチームはこんなことをします！ 
l トレーニングが滞りなく開催できるように準備します 
 
l チームメンバー内の協力はもちろん、他のチームとも協力しあい、 

参加者の学びを支援します 
 

l トレーニングが実りあるものとなるように、チームで最善を尽くします 
 
l チームの一人ひとりがHost yourself を実践し、素敵に過ごします 
 
 

こんな人に、ぜひ来て欲しい！  

¨ トレーニングの大きな目的に向けて、チームメンバーと協力しながら前に進
める方 

¨ Host yourself の実践を頑張る方 
¨ 場を観察して、何をすべきかを考え、積極的に行動する方 
¨ 場に人を招くことについて、思いや考えがある、または興味がある方 
 

 

 



 

 

プロセスデザインチーム 
 

【チームリーダー】 
 ◎ 勝本敬造（Keizo Katsumoto/東京在住）mlh14190@nifty.com 

【現時点でのチームメンバー】 
 ◎ Mary Alice Authur （Copenhagen 在住） 
 ◎ 牧原ゆりえ（Yuri Makihara/札幌市在住） 
 
 
みなさんこんにちは。プロセスデザインチームへのお誘いです。 
 
プログラムのデザインを海外 Steward と共に話し合って決めたり、ホスティング・
チャンスの中で参加者をコーチングする機会があります。 
 
今回のテーマは「アジアの隣国とよく生きるためにお互い何を学べばいいのだろう
か？」というところから、持続可能という観点も含めて、話し合います。 
 
アメリカ合衆国ではトランプ大統領が就任してから、いろんな批判的なコメント、
リツイート等の投稿がソーシャルメディア上に流れています。一方で、好意的な投
稿はほとんど流れてきません。 
 
これはフェイスブックなどが沢山の投稿から、その人の嗜好に合わせて表示するも
のを変えているからです。という事は、反対意見を殆ど目にしないまま投稿に対し
てコメントやシェアをする事になってしまいます。 
 
アジアの隣国との関係に目を移した場合に、同様の事が起こっていないでしょう
か？もしかして反応や批判をする前に、私達は何かを学び合う事があるのではない
でしょうか？ 
 
一方自分が知らない何かがあるのではないか？という観点は、それ自体がエッジに
なっていて越えるのが難しいかも知れません。 
 
そこでプロセスデザインチームでは、そういった個人のエッジや文化のエッジを越
えて話し合いが深化するような対話をメアリー・アリスさん達と共にデザインして
ゆきたいと思います。 
 
共にエッジを越えることにコミットメントのある方、サスティナビリティーという
観点からのアジアの隣国とのつながりに興味のある方の応募をお待ちしています。 

mailto:mlh14190@nifty.com


 

 

プロセスデザインチーム 
応募に当たっての条件は以下の通りです。 
 

■ホスト 
¨ 過去に日本または海外のAoH トレーニングのチームでホスト・アペレンティ

ス（お弟子さん）を２度以上経験したことがある方 
¨ 日本語と英語でのコミュニケーションが出来る方 
¨ 本番前のホスティングチーム全体トレーニング（デザインミーティング、8/8

お昼～）にも参加出来る方 
¨ 事前の Zoomでのミーティングに積極的に参加する意思のある方 

 

■ホスト・アペレンティス 
¨ 過去に日本または海外のAoH トレーニングに参加したことがある方 
¨ 本番前のホスティングチーム全体トレーニング（デザインミーティング、8/8

お昼～）にも参加出来る方 
¨ 事前の Zoomでのミーティングに積極的に参加する意思のある方 

 
¨ なお、応募者多数の場合は、日本語と英語でのコミュニケーションが出来る

方を優先させて頂きます。 
＊特に、今回のプロセスデザインチームの本番前のデザインミーティングや
本番中のファシリテーターとの話し合いは主に英語を使用します。それまで
のミーティングでは日本語を使用します。 

 



 

 

ハーベスティングチーム 
 

【チームリーダー】 
 ◎ 梯愛依子（Aiko Kakehashi/福岡県古賀市&上毛町）aiko.kakehashi@gmail.com 
【現時点でのチームメンバー】 
 ◎ Narayan Silva（ベトナム・ハノイ在住） 
  

■ ハーベスティングを探求しましょ！ 
対話の成果やその場で起こったことをとらえたり記録し
たりするプロセスを『ハーベスト』と呼んでいます。ハー
ベスティングチームは、実りある話し合いに向けて、種を
蒔くことに始まり「実り」を収穫して、必要な変化や望む
未来に繋げていくために動きます。比喩的ではあります
が、これまでの実践から紡ぎ出されてきた８ブレスに始まる理論を読み解いていくと言い得て
妙だと思えるのがまた面白いものです。私の周りでは、まだまだハーベストが抜けているため
に「もったいない！」と感じることが少なくありません。プロセスデザインが陽ならハーベス
ティングは陰、切っても切れない関係です。多くの人にとって未踏の地
であるからこそ、今、探求しがいのある働きであること間違いなしです！ 

■ 実は、ハーベスティング・イヤー！ 
私（チームリーダーの梯）は、2016年牧原ゆりえさんと一緒に各地でグ
ラフィック・ハーベスティング講座をやってきて、自身もグラフィックを使い、まちづくりや
プロジェクト推進など色んな実践の地でおろおろしながらも思い切ってチャレンジしている最
中です。来る３月にはスウェーデンで行われるArt of Hosting Karlskrona にハーベスティン
グチームのアペレンティス（弟子）として修行を積ませてもらえることになり、胸を高鳴らせ
ているところです。現地では、今回８月の StewardのMary Alice も一緒ですし、既に８月に
来日しハーベスティングチームの仲間になってくれるArt of Hosting 実践者のNarayan とも
一緒に働きます。今、あつあつなハーベスティング・イヤー2017をどうぞご一緒ください！ 

■ きっと充実の JOYたっぷりなハーベスティングチーム♫ 
まだ「ハーベスティング？なにそれ、おいしいの？」と言われる中では、ハーベスティングの
８プレスに則ってフルでチャレンジ！とはなかなかいかないのが現実。今回のDojo では思いっ
きりやれちゃいます！さらに、グラフィックはもとより、音を奏でたり、ものを作ったり…？
共に過ごす場で起きることを表現し共有することのために、あなたの創造性を自由に発揮して
もらいたい、一緒に楽しく探求したいと思っています。どうぞよろしくお願いします！ 

mailto:aiko.kakehashi@gmail.com


 

 

ハーベスティングチーム はこんな人を求めています！ 
■応募条件 
¨ ハーベスティングの８ブレスをチームで学び実践することに意欲のある方 
¨ 本番前のホスティングチーム全体トレーニング（デザインミーティング、8/8

お昼～）にも参加できる方 
※ どうしても難しい場合はご相談ください。 

¨ 事前の Zoomでのミーティングに積極的に参加する意思のある方 
※ 集まったチームメンバーで日程を調整したり、チームの中で役割を分ける  
  などして、無理のないようにやっていきたいと思っています^^ 
 

■できればぜひ！ 
¨ ハーベスティングの８ブレスを学ぶためのワークショップを開く予定です。

会場をセッティングできるか、Zoom を活用してやるか未定ですが、ぜひ参
加してください。また、開催に協力いただけると嬉しいです。 
 

¨ チームメンバーのスキルやニーズに合わせて、グラフィックの講座を開講す
ることもできます。この機会に学んで身につけてやってみたい！という方も
歓迎します。元々イラストを描くのが好きで、それ以上の価値を探している
方や、絵は得意ではないけどハーベスティングのコンセプトを大事に実践し
たいと思っている方、どちらもぜひ仲間になってください。 

 
¨ グラフィック以外にもご自身の特技や創造性を発揮してハーベスティングに

貢献してくださる方を歓迎します。ハーベスティングのアートが豊かであれ
ばと願っています。例えば、詩をつくる、文章をかく、音楽をつくる、歌を
うたう、踊る、楽器をかなでる、ものを作る…などなど。 
 

¨ 共通言語である日本語と英語でコミュニケーションができるとよいですが、
言語に限らず、コミュニケーションを図ろうとする心を大事に思います。言
語に心配がある方はご相談ください。チーム内で助け合ったり、分担したり
していきましょう。 
 

※応募者多数の場合は、チーム全体のキャパシティを鑑み、多様性を重視します。 



 

 

 

ミールチーム 

【チームリーダー】 
 ◎ 梯愛依子（Aiko Kakehashi/福岡県古賀市&上毛町）aiko.kakehashi@gmail.com 
 
人々を招き、大切な話し合いや場をホストするにあたり、 
 
美味しい食事は欠かせません！ 
 
大事なことなので、もう一度言います。 
美味しい食事は実は今回のArt of Hosting Ayabe 2017でとっても大切なのです。 
 
「食卓を囲む」「同じ釜の飯を食う」そんな光景が人と人が繋がる場に大きな存在感
を放ちます。それも、心のこもったあたたかなお料理は、人々のお腹も心も満たして
くれるものです。 
 
加えて、今回、６０人を見込む集まりのうち、国外からも迎える予定でおり、菜食主
義やラクトスフリーなどの特別リクエストもあります。多様な人々のニーズを適えな
がら、大切にし合える関係を体現するひとつに食事があります。それができる場所と
人と技術が必要でした。 
 
今回、対応や制約や設備の面でなかなかの難題を前にしながらも、なんとか力を出し
合ってやりましょうとしてくださる協力者のみなさんが見つかりました。さらに、こ
の重要な役割を「我こそは」と担ってくださるミールチームを募集することにしまし
た。 
 
その日に手に入る地元の食材で、ビーガン料理なども作ります。メニューはご協力く
ださるコックさんが隊長となってくださいます。美味しいレシピをお持ち帰りいただ
けることでしょう（^^）みんなの健やかな３泊４日のために腕をふるっていただける
方お待ちしています！ 
 

ミールチーム はこんな人を求めています！ 
¨ Art of Hosting トレーニングに関心を持ち、ご一緒してくださる方 
¨ お料理をつくって振る舞うことに喜びを感じてくださる方 
¨ チームとして共に働くことに楽しみを見出せる方 
 
※ミールチームは本トレーニングに参加できない時間が多いことを 
 ご了承ください。トレーニング参加費は不要です。  

mailto:aiko.kakehashi@gmail.com


 

 

  

Art of Hosting Ayabe 2017 
ホスティングチーム 
募集 締め切り 
２月２８日（火） 

 
チームへの参加表明および質問は 
各チームのリーダーへ個別に 
メールでお知らせください！ 

 
お気軽にどうぞJ 

 
全体の質問や、 

どのチームにしようか迷っているなどの場合は、 
牧原ゆりえ yurieinthesky@gmail.com 

へご相談ください。 
 

奮ってご応募ください！ 
お待ちしていまーす◎ 

mailto:y.makihara@sustainabilitydialogue.com

