
平成30年（2018年）度 事業報告書 

平成30年5月1日から 平成31年4月30日まで 

一般社団法人 マザーアーキテクチュア 

810-0002 福岡市中央区西中洲6-27-5F 

050-3343-7786 

 

1.総括 

「遊び、学び、育ち」を促進する実践と、知の体系化、および「遊び、学び、育ち」に関わる専門家等のコミュニティづ

くりという、有機的な発展体制の強化と、空間設計から地域コミュニティのデザインへ、および、実践、連携の場を国内

の地方都市へ、さらには海外へ拡大することを目指した昨年度。 

法人の拠点を東京から福岡へ移動したことによって、新たな専門家との協働が始まった（事業（１）①-c, d, e, f, g, ②-a, 

c, d, f, ③-a）だけでなく、実践と協働の場を、九州をはじめとする全国各地の地域社会へ（事業（１）①-b, c, d, g, ②-a, 

c, d, f, ③-a, b, c, e）、さらにアフリカにおいてはザンビアからケニアへと拡大することができたこと（事業（１）①-e, ②

-e, ③-d）が、本法人にとって大きな変化であり前進であったと言える。 

これは、本法人の主たる事業の１つである「地域社会の健全な発展を目的とする事業」が首都圏よりも地方都市および

その周辺でより強く求められていること、地域社会づくりに取り組む人材が一部の地方都市（福岡市も含まれる）に増え

つつあること、および本法人が過去にザンビアで行ったコミュニティエンパワーメント事業（マタニティハウスプロジェ

クト）を通して蓄積した経験とナレッジが、国内の地方都市の、さらにはザンビアに留まらないアフリカの地域社会のニ

ーズに合致した結果であると考えられ、これによって法人の事業の１つである「国内外における異文化及び異分野の交流

交歓を促進する」ことにつながったと言える。 

以上から、平成30年度は、地域により深く根ざしながら海外への展開も同時に行う、グローカルな事業展開を目指す法

人の第2フェーズ、その初年度として、まとまった成果をあげることのできた1年であった。 

  

2. 事業の実施に関する事項 

(1) 本一般社団法人の主たる目的に係る事業 

①スペース・デザイン事業 

a)  栄光ゼミナール 教室の学習環境の内装デザイン 

b)  星野リゾートトマム 屋外遊具のデザイン 

c) かごしま環境未来館 展示空間と遊具のデザイン（※） 

d) Re:Public 福岡 内装デザイン 

e) ケニヤ共和国ニエリ地域の女性支援センター 建築設計 

f) 東京都現代美術館 あそびのじかん展 空間設計 

g) あいちトリエンナーレ Art Playground 参加型屋内遊び場の空間設計 

 



②コミュニティ・デザイン事業 

 a)  福岡市科学館みんなでつくるみんなの科学館クラブ（※） 

b) ミニヨコ・キット こどもの就業体験イベント用空間デザインアイテムの制作 

c) ミキファニット こども体操教室の参加型スタジオづくり 

d) ニューノーマル 「素材と出会ってはじまるあそび」廃材を利用した場づくりワークショップ 

e) ケニヤ ニエリ地域の女性支援センター 参加型設計ワークショップ 

f) あいちトリエンナーレ Art Playground 参加型屋内遊び場の空間設計 

 

③エデュケーショナル・プログラム事業 

 a)  へんじん養成キャンプ 

 b)  福岡市科学館みんなでつくるみんなの科学館クラブ（※） 

 c)  ヤギさんワ―クショップ 

 d) ケニヤ共和国ニエリ地域の女性支援センター 参加型設計ワークショップ 

 e) あいちトリエンナーレ Art Playground 造作ワークショップ 

 

④ブランドデザイン、ビジネスデザインおよびコンサルティング事業 

 a) Bike is Life ケニア展開のコンサルティング 

 【2019.11.1~2020.4.31／ケニヤ王国ナイロビ市内／3人（遠藤＋関係スタッフ）】 

 
⑤その他 

 a) HPや fb ページの更新 

 b) 各方面での講演 

 TEDxFukuoka、博多織DC、こどものまち・いえコンペ審査員、 

 c) 論文の執筆  

 

※ ・・協力会社office mikiko と恊働した事業 

 
  



事 業 名 

( 定款に記載 

した事業) 

具体的な事業

内容 

(A)当該事業の実施期間 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

(D) 受益対象者の範囲 

（１）文化及び芸術の

振興を目的とする事業 

①-b、①-c 

①-e、①-f 

①-g、②-a 

②-b、②-d 

②-e、②-f 

③-b、③-c 

③-d、③-e 

別紙参照 主に国内在住幼児・児童およびその家族等（①

-b, c, f, g, ②-a, b, d, f, ③-b, c, e） 

ケニヤ共和国ニエリ地区在住の青少年および成

人（①-e, ②-e, ③-d） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新生

児・青少年および成人（③-c） 

（２）児童又は青少年

の健全な育成を目的と

する事業 

①-a、①-b 

①-c、①-e 

①-f、①-g 

②-b、②-c 

②-d、②-e 

②-f、③-a 

③-c、③-d 

③-e 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等（①

-a, b, c, f, g, ②-b, c, d, f, ③-a, e） 

ケニヤ共和国ニエリ地区在住の青少年および成

人（①-e, ②-e, ③-d） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新生

児・青少年および成人（③-c） 

（３）文化及び芸術を

通じて国民の心身の健

全な発達に寄与し、又

は豊かな人間性を涵養

することを目的とする

事業 

①-a、①-b 

①-c、①-e 

①-f、①-g 

②-a、②-b 

②-c、②-d 

②-e、②-f 

③-a、③-b 

③-c、③-d 

③-e 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等（①

-a, b, c, f, g, ②-a, b, c, d, f, ③-a, b, c, e） 

ケニヤ共和国ニエリ地区在住の青少年および成

人（①-e, ②-e, ③-d） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新生

児・青少年および成人（③-c） 

（４）地域社会の健全

な発展を目的とする事

業 

①-c、①-e 

②-a、②-b 

②-d、②-e 

②-f、③-a 

③-b、③-c 

③-d、③-e 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等（①

- c, ②-a, b, d, f, ③-a, b, c, e） 

ケニヤ共和国ニエリ地区在住の青少年および成

人（①-e, ②-e, ③-d） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新生

児・青少年および成人（③-c） 



（５）遊び、学び、育

ちに関する空間のプロ

デュース及びデザイン

に関する事業 

①-a、①-b 

①-c、①-f 

①-g、②-b 

②-c、②-f 

③-e 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等（①

-a, b, c, f, g, ②-b, c, f, ③-e） 

（６）教育・啓発プロ

グラムの企画・運営・

コーディネイト事業 

②-a、②-b 

②-c、②-d 

②-e、②-f 

③-a、③-b 

③-c、③-d 

③-e 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等（②

-a, b, c, d, f, ③-a, b, c, e） 

ケニヤ共和国ニエリ地区在住の青少年および成

人（②-e, ③-d） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新生

児・青少年および成人（③-c） 

（７）プロダクトの企

画・生産・販売事業 

   

（８）情報発信（ウェ

ブサイトの運営、出版

物の刊行、展覧会開催

等）を行う事業 

⑤-a 

⑤-b 

同上 

 

主に国内在住青少年および成人 

（９）国内外における

異文化及び異分野の交

流交歓を促進する事業 

③-c 同上 

 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦と新生

児、および国内在住児童・青少年および成人 

(10) ブランドデザイ

ン、ビジネスデザイン

及びコンサルティング

に関する事業 

④-a 同上 ケニヤ共和国の青少年および成人、および国内

青少年および成人 

 

  



 
＜MA H29年度（2017年度） 各事業の実施日、開催場所、人数＞ 

 

①スペース・デザイン事業 

a)  栄光ゼミナール 教室の学習環境の内装デザイン 

【2018.5.1~2019.4.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-6-201（MA）、福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、 

神奈川県海老名市（海老名校）、東京都台東区（三ノ輪校）、東京都渋谷区（初台校）、横浜市保土ケ谷区（上星川校）、

東京都江戸川区（平井校）、東京都墨田区（両国校）、千葉県浦安市（新浦安校）、川崎市多摩区（稲田堤校）、東京都世

田谷区（経堂校）、埼玉県坂戸市（坂戸校）、東京都小金井市（小金井校）、東京都昭島市（昭島校）、神奈川県横浜市（青

葉台校）、神奈川県横浜市（矢向校）、東京都台東区（上野校）、東京都品川区（大井町校）、神奈川県横浜市（東戸塚校）、

東京都北区（王子校）、埼玉県所沢市（所沢校）、宮城県仙台市（仙台校）、神奈川県相模原市（相模大野校）、東京都多

摩市（多摩センター校）、東京都練馬区（大泉学園校）、東京都港区（田町校）、千葉県柏市（柏の葉キャンパス校）、ほ

か／２人（遠藤、岩嵜）／9900】 

 

b)  星野リゾートトマム 屋外遊具のデザイン 

【2018.5.1~2019.8.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-6-201（MA）、福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、 

北海道勇払郡占冠村中トマム（星野リゾートトマム）／１人（遠藤）／1800】 

 

c) かごしま環境未来館 展示空間と遊具のデザイン（※） 

【2018.6.10~2019.1.31／東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-6-201（MA）、福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、 

鹿児島市城西2-1-5（かごしま環境未来感）／１人（遠藤）／2000】 

 

d) Re:Public 福岡 改装デザイン 

【2018.11.25~2019.1.31／福岡市中央区西中洲 6-27-5F（MA）、福岡県福岡市（Re:Public 福岡）／１人（遠藤）／

215】 

 

e) ケニヤ ニエリ地域の女性支援センター 参加型設計ワークショップ 

 【2019.3.1~2019.4.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、ケニヤ共和国ニエリカウンティ／２０人（遠藤＋参加

者＋関係スタッフ）】 

 

f) 東京都現代美術館 あそびのじかん展 空間設計 

 【2018.11.10~2019.4.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、東京都江東区（東京都現代美術館）／１人（遠藤）】 

 

g) あいちトリエンナーレ Art Playground 参加型屋内遊び場の空間設計 

 【2018.12.1~2019.4.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、愛知県名古屋市（愛知芸術文化センター）／８人（遠



藤+関係スタッフ）】 

 

②コミュニティ・デザイン事業 

 a)  福岡市科学館みんなでつくるみんなの科学館クラブ（※） 

【2019.5.1-2020.4.31／／福岡市中央区六本松 4-300-1（福岡市科学館）／２０人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）／

400】 

 

b) ミニヨコ・キット こどもの就業体験イベント用空間デザインアイテムの制作 

 【2018.5.1~2018.8.31／東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-6-201（MA）、福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、神奈川県三

浦郡（こどもタウン葉山）／１人（遠藤）／54】 

 

c) ミキファニット こども体操教室の参加型スタジオづくり 

 【2018.11.1~2019.3.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、福岡県福岡市（ミキファニット伊都校／２０人（遠藤

＋参加者＋関係スタッフ）／185】 

 

d) ニューノーマル 「素材と出会ってはじまるあそび」廃材を利用した場づくりワークショップ 

 【2018.11.1~2019.2.28／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、佐賀県多久市（納所交流センター）／２０人（遠藤＋

参加者＋関係スタッフ）／25】 

 

e) ケニヤ ニエリ地域の女性支援センター 参加型設計ワークショップ 

 【2019.3.1~2019.4.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、ケニヤ共和国ニエリカウンティ／２０人（遠藤＋参加

者＋関係スタッフ）】 

 

f) あいちトリエンナーレ Art Playground参加型屋内遊び場の空間設計 

 【2018.12.1~2019.4.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、愛知県名古屋市（愛知芸術文化センター）／８人（遠

藤+関係スタッフ）】 

 

 

③エデュケーショナル・プログラム事業 

 a)  へんじん養成キャンプ 

  夏休みのこどもキャンプの開催 

  【2018.7.31~8.7／大分県中津市耶馬溪町／２０人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）／280】 

 

 b)  福岡市科学館みんなでつくるみんなの科学館クラブ（※） 

【2019.5.1-2020.4.31／福岡市中央区六本松4-300-1（福岡市科学館）／２０人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）／400】 



 

 c)  ヤギさんワ―クショップ 

【東京都千代田区（読売新聞社本社）／４０人（遠藤＋参加者＋関係スタッフ）】 

 

d) ケニヤ ニエリ地域の女性支援センター 参加型設計ワークショップ 

 【2019.3.1~2019.4.31／福岡市中央区西中洲6-27-5F（MA）、ケニヤ共和国ニエリカウンティ／２０人（遠藤＋参加

者＋関係スタッフ）】 

 

e) あいちトリエンナーレ Art Playground 造作ワークショップ 

 【2019.4.25／愛知県名古屋市（名古屋市立平子小学校）／80人（遠藤+参加者＋関係スタッフ）】 

 

  

④その他 

a) HPや fb ページの更新 

b) 各種講演 

c) パンフレット制作 

d) 論文執筆 

 

※ ・・協力会社office mikiko と恊働する事業 


