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AN EYE FOR COMMUNITY | 東京-台北 社區交往 

〈 開催に寄せて 〉 

私達は2013年に台北で「TOKYO COMMUNITY SPACE」と題した小さな展覧会を開催した。東京にある12
のコミュニティスペースを選んで、それぞれのオーガナイザーにインタビューを行い、展示や冊子の形で発
表した。それはテレビなどでは報じられることのない、ありのままの東京の姿を伝えたいという思いからだっ
た。私達はこのイベントを通して、東京と台北いうふたつの都市には、驚くほど類似する社会問題と、それ
に対する危機意識があることを認識することができた。 

それから4年。日本では”東京オリンピック”が、あらゆる「負」を打ち消す魔法のように突然現れた。マー
ケットの株価は持ち直し、都心の不動産価格はバブル時代を思い出すかのように上昇している。しかし、そ
の現象はごく一部のものに過ぎない。つまり、”大企業”と”東京”に限られた話だ。一方で人々の記憶から薄
れつつある被災地の状況は、より複雑に、深刻になっている。日本人の大部分はオリンピックという魔法の
恩恵に預かることなく、むしろ生きていくための環境は厳しくなっている。いま日本は二極化している。 

とはいえ、どんな状況にあろうとも、私達はこれからの人と社会のありかたを前向きに考えるべきだと思う。
「コミュニティ」はそのための有益な視点だ。なぜならば、人々の実際の活動であるコミュニティという存
在は、そこに存在する問題(たとえば、震災からの復興、高齢化、貧困など)を映し出す鏡のようなものだか
らだ。それは魔法とは無縁の世界であり、生々しい現実だ。ひとりひとりが将来を切り開いていくために、
必死にもがく真実の姿ともいえる。だからこそ、そこに可能性があると信じることができる。 

今回の十日間に渡るイベントでは、両国のコミュニティや失われていく街の風景に焦点を当てながら、カン
ファレンスやフィールドワーク、アートプロジェクトを複合的に展開する。それは企画者である私達の自問
自答であると同時に、台湾にも将来起こりうる可能性を提示することになるかもしれない。対話を通して、
お互いの問題意識から将来の展望までを共有することを、まずは最初のステップとしたい。 

伊東 勝 [An Eye for Community ディレクター] 



  

〈 開催イベント 〉 

9/3(日) 19:00 - 21:30 
「An Eye for Community プレゼンテーション」(CIT) 
コミュニティ活動に携わるゲスト達によるプレゼンテーション。台湾と日本における、さまざまなコミュニ
ティのありかたを考えることによって、それぞれの社会状況について共有する。 

9/2(土), 3(日)  
「Taipei - Tokyo Transitions」(CIT 及び大同區周辺) 
都市の研究者、Chris Dimmerが企画する、大同區を舞台にしたフィールドワーク。参加者が実際にエリアを
歩きながら、都市の変化を写し取る。持続可能で暮らしやすい都市になるためには何が必要か。東京の事例
と比較しながら参加者と共に考察する。 

9/9(土), 10(日) 
「街のはなし」(DaQiao72) 
アーティストである谷山恭子とニコ・アレクサンダー・シュウェンケが木材と鉄の職人街（大同区萬全街）
を訪れる。そこにはかつて東京にも存在した、素材の匂い、加工する音、職人達の息づかいを今なお感じる
ことができる風景がある。都市化によって均一化してきている東京と、今後都市化の波に飲まれていく（か
もしれない）大同區萬全街の姿をコントラストとして視覚化する。 

[写真左: プロジェクトの舞台となる大同區萬全街/写真右: 萬全街の商店を撮影する谷山恭子/photo: 野田亮] 

9/6(水) - 9/10(日) 
「Sake DAYS.」(小柴屋) 
ユニークな家具ブランドを主宰する西尾健史が街角のオープンスペースにPOP-UPのバーを開店。地元の人
達と交流を深めながら、新しい家具のインスピレーションを探るプロジェクト。 



  

“An Eye for Community | 台北-東京 社區交往” 

期間 
2017年 9/2(土) - 10(日) 

会場 
- CIT(Center for Innovation Taipei) 
- DaQiao72 
- 小柴屋 

主催 
- SHIBAURA HOUSE 

エクゼクティブパートナー 
- 原典創思規劃顧問有限公司 

協力 
- 大橋工舎 
- CIT(Center for Innovation Taipei) 

メディアパートナー 
- 台北村落之聲 
- 眼底城事 

プロジェクトメンバー 
- 伊東勝 [SHIBAURA HOUSE 代表] 
- Christian Dimmer [Urban researcher/Assistant Professor of WASEDA University] 
- 谷山恭子 & ニコ・アレクサンダー・シュウェンケ [アーティスト] 
- 施佩吟 [原典創思規劃顧問有限公司] 
- 西尾健史 [DAYS.] 
- 野田亮 [Apartment Film] 

以上 

http://www.urstaipei.net/about


  

AN EYE FOR COMMUNITY | 東京-台北 社區交往 

Introduction 

In 2013, we held a small exhibition titled “TOKYO COMMUNITY SPACE”. We chose 12 community 
spaces in Tokyo and interviewed each organizer of the space, then introduced them by exhibition and 
books. The exhibition aimed to represent the real Tokyo scene, which hasn’t been shown in the mass 
media. Through the event, we noticed that Tokyo and Taipei share striking parallels in regard to social 
problems and understanding of danger. 

After 4 years, suddenly the “Tokyo Olympic” was announced in Japan as a kind of magic remedy to fix 
every problem. Stock prices recovered and property values are going up  like the bubble era in Japan. 
However, this situation is only just a part. It means that the situation is limited  to “large companies” and 
“Tokyo”. On the other side, problems in disaster areas become complicated and it is already starting to 
fade from people’s memory. Most ordinary Japanese people’s living situation is becoming hard without 
any gift from the magic of the Tokyo Olympics. We can say Japan has become polarized. 

Although, we should positively think about our future situation of people in society. “Community” is a 
useful viewpoint, because community is like a mirror to project problems (such as a recovery from 
disasters, an aging society, poverty etc). It is a living reality without any engagement with the Olympic 
magic. It can be said that each person is desperately struggling to see the truth, in order for each one to 
open up the future. That is why, we can believe in the possibility in “community”. 

In this 10 day event, we’ll simultaneously hold a conference, field work, and an art project focusing on 
communities and town’s lost landscape in Taiwan and Japan. It is our own question, and at the same 
time:  we may also present a possibility to the future of Taiwan.  Through dialogue, we want to share our 
problems and future prospects with each other as a first step. 

Masaru Ito ［AN EYE FOR COMMUNITY Director］ 



  

Related Events 

Presentation(September 3) 
Short presentations by the people involved in community development. Through thinking  about the 
state of community in Japan and Taiwan, we can share the situation of each countries. 

Taipei-Tokyo Transitions(September 2,3) 
Chris Dimmer, who is a researcher of the city, planed the field work in the Datong District. Participants 
will walk around the area and map changes of the city. Chris and participants will study what we need 
for a sustainable and comfortable city to live, while comparing it to the example of Tokyo. 

Lat/Long project in Taipei(September 9,10) 
An artist Kyoco Taniyama and Niko Alexander Schwentke will visit the wood and metal craftsmen’s city 
(Wanquan Street, Datong District). Here, the scenery, is rich with material’s smell, sounds of working, 
living of craftsmen, which used to exist in Tokyo. They will visualize the appearance of Tokyo, which is 
becoming more uniform through urbanization and the entire Datong District, which may be caught in the 
wave of urbanization in the future. 

̶ 
Period: 2017 September 2-10 
Place: DaQiao72, CIT(Center for Innovation Taipei), Timber house 
Organizer: SHIBAURA HOUSE 
Executive Partner: Collaborative O. Ltd 
Cooperation Partner: DaQiao Atelier, CIT(Center for Innovation Taipei), Taipei City Regeneration Office  
Media Partner: Village Taipei, eyes on place  
̶ 
Project Members: Masaru Ito,  Chris Dimmer, Kyoco Taniyama, Niko Alexander Schwentke, Takeshi Nishio, Mami 
Motoyuki, Ryo Noda 
Local partners: Pei-YIn Shih, Sandy Lin, Fifi Chan, Szu-Ching, Huang, Yu-Feng Wang 
Supporters: Justin YU, Hsien-Wen Chang, Hsin-Jung Liu, Szu-Ju Wu 


