
Art of Hosting 牧之原 2018 
ホスティングチーム募集要項 

Art of Hosting は実践を通して学び続けるコミュニティです。 Art of Hosting 牧之原 2018 では、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の３つのチームで、呼びかけ人の思

いから始まる「私たち」にとって大切な話をホストすることを一緒に実践し学びたい人を募集します。応募

は、各チームのリーダーに直接メッセージしてください。なお、チームへご応募の方は、参加申し込みフォ

ームからのお申し込みも必要ですのでよろしくお願いいたします。 

 

 

Art of Hosting 牧之原 2018 のお知らせに寄せて 

こんにちは。 
Art of Hosting Japan の世話人をしています。牧原ゆりえと申します。 
今年 9 月 14 日から 17 日、静岡県牧之原市の石雲院というお寺で Art of Hosting トレーニングを開催する運びと

なりました。日本では初めて、Art of Hosting 実戦者でない方のパワフルな呼びかけから始まることに、とてもワク

ワクしています。 
 

 2010 年からの４年間 
 

少し歴史を紐解くと、8 年前の 2010 年、Art of Hositng Karlskrona 2010 というトレーニングがスウェーデンで

ありました。ただ「もっと対話して協力しないといけない」という熱意だけがあったバルト海を臨むユニークな３つ

の学校の学生たちが「やろう！」と呼びかけて、やったことがないし土地も離れているのでてんてこ舞いし、それ

でもやりきった４日間でした。その卒業生が世界のあちこちで種となり、実をつけ始めました。日本のコミュニティ

もその１つです。 
 

Art of Hosting の日本での活動は、2014 年にスタートしました。呼びかけ人の一人が私ですが、今思えばたっ

た 4 年の海外経験の意味を過度に背負い、世界でのこの学びの形をなんとか届けたい！私がやらねば！とい

う気持ちと、今すぐやって見せることはできないけれど、確かにあるんだから伝えたいという気持ちだけがありま

した。 
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 2014 年からの４年間 
 

そこからの 4 年、チームとして時にのたうち回り、恵に喜び、海外のトレーニングへも「参加者」「チームメンバ

ー」として参加し、学びを深めたり、日本と海外とのコミュニティとの橋をかけてくれてきた二人と今回コア・チー

ムを組むご縁をいただきました。日々の歩みはゆっくりでも、Art of Hosting が大事にする「Capacity Building」

（力をつける）の視点から、私はたちは着実に歩いてきたんだなと感じ、ちょっと感慨深いです。 
 
この日本での 4 年で私が得たことは、世話人でいるとはどういうことか、やっと掴みかけているということ。海外

の世話人と比べて断然経験がないのだから、とにかくがむしゃらに一生懸命やらないと！応援してくれる人に恥

ずかしくないように、頑張らないと！...といった思いでずっといましたが、これは今思うと外からの目に負けてい

たと思います。 
 

自分にとって大事なことを呼びかけ続け、自分らしく一生懸命生きることは、私が尊敬する Steward（世話人）た

ちをみたら、それは当たり前のこと。それ自体を目的にするのではなく、そこから何ができるのか、何ができない

かを意識しながら、やり続けますね♫と言いながら周りの人と一緒にやり続けるだけってことかもしれない、と思

うようになりました。 
 

 今、2018 年からの４年間 
 

過去 4 年を踏まえて、ここからの 4 年は、さらに「一緒にやることから学ぶ」に力を入れていきたい。その学び

は、シェアや報告会などのような切り取り形でなく、やっぱり「一緒にやる」ことで還元していきたい。 
どんな時代になっても、変化に翻弄されそうになっても、望む変化は私たちの思いと、それを聴ききるコミュニテ

ィの力から生まれ続けるということに気づいてもらえるように、この状況をなんとかしたい、と本気で思っている

人たちに寄りそう方法を考えたい。 
そんなことを思う今です。 
 
一人ひとりの声を大切にしながら自分たちの社会をつくること。 
この途方もなく、めんどくさく、豊かなプロセスを笑ったり、泣いたり、うまくできたり、できなかったりしながら一緒

に歩む人とのご縁を願って。手放せるものは手放して、スペースを大きく広げて。 
思いが重なる範囲で、ぜひご一緒していただけると嬉しいです。 
 

 

 Art of Hosting 牧之原 2018、やりましょう！ 
 

そんな思いを込めて、今年度は、大好きな人たちが住む大好きな牧之原市でトレーニングを開催します。 
先日、呼びかけ人の思いをコア・チームで聴きました。 
トレーニングの「呼びかけの問い」はこれからみんなで考えていきます。その問いに集まるみんなで話をし聴き

合い何が収穫できるか、見てみませんか。 
 
トレーニングは 9 月。収穫期の忙しい時期。 
それでも今「一緒に学ぶ」を選んでくれる方とのご縁を楽しみに、準備します。 
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チームでの学びを深めたい方、ぜひチームへのお呼びかけを読んで応募してください。過去のトレーニングで「もっ

と準備したかった」というフィードバックをもらっているので、今年はそれを反映して、一緒にがっつり準備をしようと

思っています。 
参加者としての参加を考えている方、ぜひ一緒にやりましょう！みなさんが見て見ぬ振りをしてきたかもしれない力

と可能性に「参ったな〜」と気づいてしまう時間になると思います。 
 
お読みくださいまして、ありがとうございました！ 

Art of Hosting Japan 世話人  
牧原ゆりえ 
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オーガナイジングチーム 
リーダーとメンバー 
リーダー：木川久美子 
メンバー： 
※今回はメンバーを募集します！ 
 
◎オーガナイジングチームの活動 
トレーニングが良い学びの場となるように支えます。申し込みの対応から始まり、チームのメンバーを含めた参加者

全員が安心してトレーニングに集中できるように整えていきます。 
 
◎こんな人にぜひオーガナイジングチームに来てほしい！ 
＜必須要件＞  

・	 場や人を支えることが好き、興味がある、挑戦してみたい！ 
・	 トレーニングの前から時間が割ける（オンラインミーティングの参加とチームで分担したタスクの実行） 
・	 参加者として学ぶことオーガナイジングチームのメンバーとして学ぶことの両方に挑戦してみたい 

 
＜あるととても望ましい条件＞   

・	 ホスティングチームの合宿（日程未定、土日）、本トレーニングの直前（9 月 12 日午後～14 日午前）に開催

される、ホスティングチーム全体トレーニングに全日程参加できる。 
・	 Art of Hosting の参加経験者である。 

 

参加表明は 6 月 15 日まで、ご質問は 6 月 13 日まで受け付けています！ 
 
オーガナイジングチームリーダー 木川久美子 （kigawaku@gmail.com または Facebook Messager でも） 
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プロセス・デザインチーム 
リーダーとメンバー 
リーダー: 牧原ゆりえ（Steward） 
ホスト： 
アペレンティス・ホスト： 
※今回は、ホストとアペレンティス・ホストを合わせて約 5 名のメンバーを募集します。 
 

◎プロセス・デザインチームの活動 -自らが率先して「参加型リーダーシップ」を実践します。 
 対話をホストすることに自分らしく取り組むことで学びます。この一連のプロセスの一つひとつが、他のメン

バーや参加者への気付きになるという可能性を自覚しつつ、ホスト・ユアセルフしながらオープンに人と関わ

ります。 
 ホスティング・チャンスにトライする参加者が、場の流れを掴み、手法本来の強みを理解し、自分たちなりに

ホストをしてみることができるように短時間でコーチができるように学び、準備をした上で、実際に参加者を

支援します。 
 「ハーベスティングのないホスティングは変化を産まない。ホスティングのないハーベスティングには、意味

がない」を前提に、ハーべスティング・チームと協働するための時間を惜しまず話をします。 
 

◎こんな人にぜひプロセス・デザインチームに来てほしい！ 
●Apprentice Host (PD チームのお弟子さん） 
＜必須要件＞  
＊このどちらか片方でもが欠けている方は、この枠では応募できません。 

• 過去に 3 泊４日で行われる Art of Hosting に 1 回以上「参加者」として参加されたことがある方 
• 一人ひとりの声を大切にしながら自分たちの社会を地域でつくることは、大変だけど頑張ったら可能だと信

じられる方 
 

＜あるととても望ましい条件＞   
＊みんなあると嬉しいです。揃わないものがある場合は、個別にご相談ください。 

• ３回程度の Zoom Meeting に参加できる方（日程は一緒に調整しましょう）。 
• 事前の Zoom でのコーチングセッションに参加し、一つ以上の方法論について深く学び、自分なりの伝え方

を探求し、ホスティングチャンスをとった参加者にコーチとして寄りそうことにコミットできる方（日程は調整し

ましょう）。 
• 「自分らしくみんなと」「過去の学びに敬意を払いつつ、Unknown にトライする」をキーワードに実際にやって

みる形で学ぶ意思がある方。 
• 本トレーニングの直前（9 月 12 日午後～14 日午前）に開催される、ホスティングチーム全体トレーニングに

全日程参加できる方。 
• プロセスデザインについて学び、自分の現場に活かしたいと思っている方。 
• 今回のトレーニング後も Art of Hosting に長く関わってみたいと考えている方。 
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●Host（PD チームメンバー） 
＊このどちらか片方でもが欠けている方は、この枠では応募できません。 

• 過去に 3 泊４日で開催される Art of Hosting トレーニングに Host または Apprentice Host として、2 度以

上参加されたことがある方。 
• 「●Apprentice Host」の条件を満たす方。 

 

参加表明は 6 月 3 日まで、ご質問は 5 月 28 日までまで受け付けています！ 
応募者多数の場合は、チームの多様性を考慮してチームを編成させていただきます。 
 

みなさんの応募をお待ちしています！ 
 

PD チームリーダー 牧原ゆりえ Yurieinthesky@gmail.com 
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ハーベスティングチーム 
リーダーとメンバー 
リーダー：梯愛依子 
メンバー： 
アペレンティス： 
※今回は、メンバーとアペレンティスを合わせて約３名のメンバーを募集します。 
 

◎ハーベスティングチームの活動  
必要な変化や望む未来に向けて、話し合いの実りを収穫する（ハーベスティングの８ブレス）一連をチームで実践し

ます。 
Ø  トレーニングを通して場で起きていることから参加者が学びを深めることができるように、ハーベスティング

の考えについて学び、実践を通じて探求します。 
Ø 対話から意味を見つけ紡いで表現したり、集合的に（「私たち」として）残すべきものを共有できるものにした

りするための準備やデザインをします。 
Ø 「ハーベスティングのないホスティングは変化を産まない。ホスティングのないハーベスティングには意味が

ない」を前提に、プロセス・デザインチームと協働します。その場に集まる参加者（「私たち」）にとって大切な

話ができるよう、意図を持ってプロセスに参加しハーベスティングの観点から対話に貢献します。 

 

◎こんな人にぜひハーベスティングチームに来てほしい！ 
●アペレンティス （お弟子さん） 
＜必須要件＞  
＊このどちらか片方でもが欠けている方は、この枠では応募できません。 

• 過去に３泊４日で行われる Art of Hosting トレーニングに 1 回以上「参加者」として参加されたことがある方 
• 一人ひとりの思いや声を大切にして、望む社会を形づくっていくことの可能性を一緒に見ようと探求すること

を、今進んでしたいと思われている方 
 

＜あるととても望ましい条件＞   
• ３回程度のオンラインミーティング（Zoom）に参加できる方（日程は一緒に調整しましょう）。 
• 本トレーニングの直前（9 月 12 日午後～14 日午前）に開催される、ホスティングチーム全体トレーニングに

全日程参加できる方。 
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• ハーベスティングについてこれまでの実践者たちの実践から学ぶことに意欲があり、学んだことを持ち帰っ

て自分の現場に活かしたいと思っている方。 
•  「自分らしくみんなと」をキーワードに、意図を持ってやってみる（または敢えてやってみない）形で学ぶ勇気

があり、さらにトレーニング全体あるいはコミュニティ全体の学びに貢献する意思がある方。 
• コミュニティで学ぶということを大事にでき、できれば今回のトレーニング後も Art of Hosting に長く関わって

みたいと考えている方。 
 

●メンバー 
＊このどちらか片方でもが欠けている方は、この枠では応募できません。 

• 過去に３泊４日で開催される Art of Hosting トレーニングにハーベスティングチームのメンバーまたはアペ

レンティスとして、２度以上参加されたことがある方 
• 「●ハーベスティングチームのアペレンティス」の条件を満たす方 

 

参加表明・ご質問ともには 6 月 3 日まで受け付けています！メールでお送りください。 
応募者多数の場合は、チームの多様性を考慮してチームを編成させていただきます。 
 

みなさんのご応募をお待ちしております！ 
 
ハーベスティングチームリーダー 梯愛依子 aiko.kakehashi@gmail.com 
 

 
 

 

募集要項は以上です。 
 

 

 


