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灯台は救助を求めている船を見つけよ
うと、島の周りを探したりしません。
ただそこに立って光を放っているだけ
です。

- アン・ラモット
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なぜ初心者のためのガイドが必要なのか？

私たちは、トランジションを日々の暮らしに取り入れたグループのサポート
を10年行っています。そのグループとは、50を超える国々の町や都市や村や
企業や団体組織など様々です。私たちは、どうしたら上手くいくのか、ある
いは、どうしたら失敗するのかについて、明確な答えを持っています。それ
らをあなた達と共有することで、あなた達ができるだけ効率的に早く、トラ
ンジションを日々の暮しに取り入れることができます。

私たちは、トランジションの活動をしている、あるいはトランジションを存
在として生きているグループをサポートするための素材を多くつくりまし
た。この初心者向けガイドは、あなたが住んでいるところで、ワクワクする
冒険を始めるために必要なあらゆることの道先案内をします。このガイド
を、トランジションを始めるためのパッケージと捉えてください。

これを手に取って、実践し、素晴らしいことをしてください。

数字的データ
このガイドは、10年にわたる50か国、1400のコミュニティにおいて、トラ
ンジションを創ってきた経験に基づいている。そして、数

で表せばこのガイドのページ数は64
１つのトランジションの健全度チェック
トランジションを成功させるための7つの必要不可欠な要素
毎回のミーティングに必ず３人の「キーパー」
１つの「マジックナンバー」
グループの多様性を確保するための7つの要素
盛大なお祝いのイベントのための11のヒント
グループ形成の5つの段階
実践的なプロジェクトを始めるための37のアイデア
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1
トランジ
ションへよ
うこそ！

トランジションは、今進行している
社会実験である。言い換えれば、健
全な人間の文化を創造するプロセス
を通じて、共に世界を捉えなおし再
構築するコミュニティの運動です。
もちろん、あなたも参加できる運動
です。それは、とてもワクワクし、
ポジティブで、進化していく運動で
す。あなたがここにたどりついたの
なら、まさにあなたが探しているも
のがみつかるでしょう。あなたが、
トランジションの地域グループを訪
れることにワクワクしているとか、
特定のプロジェクトを念頭に置いて
いるとか、もしくは、
「TOMORROWパーマネントライフ
を探して」や「イントランジション
2.0」のような映画を見てインスピ
レーションを得たであるとか、何か
をし始めると決めた（あなたは正し
い！）のであれば、この初心者ガイ
ドはとても役立ちます。さぁ、早
速、最初の質問から始めましょう。

左：トランジションタウンの賑やかな
「Foodival」は、都市機能において、ロー
カルフードの位置付けを再認識するための
年に一度のお祭りです。
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トランジションとは？

トランジションは、2005年以来拡大を続けている市民運動です。トランジ
ションは、ローカルに始めることで直面している大きな挑戦に立ち向かう、
コミュニティをステップアップする方法です。一緒にやることで解決策を生
み出すことができます。人々は、それぞれ、自己、他者、そして自然とのつ
ながりに焦点を当て、思いやる文化を育むことを目指します。人々は経済を
再生し、起業家精神を喚起し、仕事そのものを見つめなおし、自分自身で新
しい技能を身に付け、つながりとサポートのネットワークを織りなしていき
ます。活発な会話がなされ、際立った変化が展開していきます。

このガイドでは、トランジションで展開されているいくつかの事例を紹介していきます。こ
れは、現在、50カ国以上、そして、町、村、都市、大学、学校など数千のグループに拡
がっているアプローチです。
それを拡げるためのカギとなる方法の1つは、心を揺さぶられるようなストーリを語ること
です。私たちは、あなたがワクワクする気持ちで参加してくれれば、こんなに嬉しいことは
ありません。

なぜトランジションなのか？
人々はさまざまな理由でトランジションに関
わっています。
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·ご近所と仲良くなるために
·現在と将来世代のために、世界を変えたいか
ら
·自分自身や他の人や周囲の自然から切り離さ
れていると感じてしまうような状況を乗り越え
ていくため、なぜならローカルな規模から向き
合えば、世界中の山積みされた課題は、より扱
いやすくなるから
·あらゆる種類の新しいプロジェクトや企業や
投資機会に触媒作用を及ぼすため
·新しいスキルを学ぶため
·自分達の場所で、より生活の質を高める生き
方を創り出していると感じるから
·他の人々や自然とつながり、周りで起こる歴
史的で面白い出来事に遭遇すると感じるから
·「正しいことをしている」と感じるから
·なぜなら人々は政治によって市民の権利を奪
われたと感じており、周りの世界に影響を与え
ることができる感覚を取り戻したいと思ってい
るから

以下は、なぜ彼らがトランジ
ションを行うのか紹介してい
るショートビデオです。

https://youtu.be/cdAcTU2GygE

https://youtu.be/E_hJQWIQJo4

https://youtu.be/PwMYBLtY8HA

http://www.youtube.com/watch?v=PwMYBLtY8HA
http://www.youtube.com/watch?v=cdAcTU2GygE
http://www.youtube.com/watch?v=E_hJQWIQJo4


原則
トランジションを進めていく上でいくつかの原
則があります。

私たちは、資源には限界があることに注意を払
い、*レジリエンスを高めます。そのために、
直ちに、二酸化炭素の排出量を削減する必要が
あり、化石燃料への依存を大幅に減らし、貴重
な資源を賢く使うことを、何にもまして活動の
中心におきます。　（＊レジリエンスとは生態
用語で復元力とか回復力という意味でここでは
しなやかで強いという意味。）

私達は、社会への参加と社会正義につとめま
す。なぜなら、私達の社会の中で最も恵まれな
い人々や無力な人々こそが、燃料や食糧価格の
高騰、資源の不足、異常な気象事象の影響を最
も受けやすいからです。私たちは、社会の全て
のグループの人々が、豊かに暮らし、健全かつ
持続可能な生計を立てられる機会を増やしたい
と考えています。

私たちは権限を譲渡します。つまり、自己組織
化や意思決定を適切なレベルで行います。トラ
ンジションモデルの意図するところは、意思決
定を中央集権化したりコントロールしたりする
のではなく、むしろ、すべての人と協力して、
最も適切で実践的で力が発揮できるレベルで実
施されるようにすることです。

私たちは、バランスに注意を払います。なぜな
ら、個人やグループで、緊急でグローバルな課
題に対処する時、オープンになれず、つながり
が持てず、創造的になれず、むしろ、ストレス
を感じたり、心を閉じてしまったり、追いやら
れてしまうことがあるからです。私たちは、忙
しく何かを成し遂げた際、その費やした時間と
バランスを取るために、振り返りや祝福や休息
のための場を確保します。私たちは、頭・体・
心を総動員して、協力的で信頼できる関係を築
くために、様々な働き方を探求します。

私たちは、実験的な学習ネットワークの一部で
す。トランジションは、実生活に根ざしたリア
ルタイムでグローバルに展開される社会実験な
のです。ネットワークの一部であることは、お
互いの経験や洞察をいかして、より迅速かつ効
果的に変化を創り出すことができることを意味
しています。私たちは成功だけでなく失敗も認
め、そこから学びたいと思っています。それ
は、私たちが、新しい生き方や働き方を見つけ
たとしても、それが、必ずしも正しいとか限ら
ないからです。私たちは自分達のプロセスを公
開し、アクティブに探求し、フィードバックに
積極的に対応します。

頭、心、体
トランジションを成功させるには、頭と心と体の間
のバランスを見つけることが大切です。

頭：私たちは、利用可能な最適な情報を持ち、事実
に基づいて行動し、よりよく生きるために集団の知
性を活用していきます。

心：私たちは、思いやりを持って働き、私たちが行
う仕事の感情・心理・関係性・社会的な側面に重点
をおき、注視していきます。

体：私たちはビジョンとアイデアを具体的な現実に
変え、実践的なプロジェクトを開始し、私たちが暮
らす場所で新しく健全な経済を構築し始めます。

さぁ、それでは始めましょう。準備はいいですか？
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私たちは惜しげもなくアイデアとパワーを共有しま
す。なぜなら、トランジションは、それぞれのコ
ミュニティが自ら創り上げてきたプロセスの持ち主
であるため、アイデアが迅速、広範かつ効果的に取
り上げられる草の根運動だからです。トランジショ
ンは、場所それぞれによって様子が異なります。私
たちは、その多様性を制限するのではなく、奨励し
たいと思っています。
私たちは協力して相乗効果を促します。なぜなら、
トランジションのアプローチは、コミュニティとし
て一緒に働くことなのです。そして、1人でやるよ
りも、一緒にやることが大きなインパクトを与える
「集合天才」を解き放ちます。私たちは、トランジ
ション運動を横断して、あるいはそれを超えて創造
的かつ強力なパートナーシップを構築するための
チャンスを模索します。そして、プロジェクト間の
つながりを見つけ、オープンな意思決定プロセスを
開発し、人々をつなげるためのイベントや活動をデ
ザインして、協働的な文化を発展させます。
私たちは肯定的なビジョンと創造性を育てます。そ
のために、物事に反対することではなく肯定的な可
能性を開発し促進することに、焦点をおきます。私
たちは、創造的な方法で人々と関われると信じてい
ます。そして、彼らに、住んでみたい未来をイメー
ジしてもらうことを促します。新しい物語をつくる
ことは、ビジョンワークの中心であり、しかも、そ
れは楽しく、成功を祝うことでもあります。



2
トランジ
ションを行
うための7
つの必要不
可欠な要素

1.健全なグループ
  一緒にうまくやる

方法を学ぼう

2.ビジョン
共に創りたい未来を
イメージしよう

3.巻き込む
人々を巻き込みコミュニティを拡げ、
友人や普段の仲間以上の関係

を構築しよう



4.ネットワークとパート
ナーシップ
他者と協力しよう

5. 実践的なプロジェクト
他者に感動を与え、新しいインフ

ラを構築しよう

6.ムーブメントの一部
他の場所でトランジションをしている
人々とつながって影響を拡大

しよう

7. 振り返りと祝福
やっていることを振り返り、もたらした

変化を祝おう
やっていることを振り返り、もたらした

変化を祝おう



健全なグループ
トランジションから生まれてくる、素晴らしいプロジェクトをしばしば目にす
ることがあります。それらは、コミュニティのエネルギープロジェクトや、地
域通貨や、意欲的な食のプロジェクトなどです。人々は魔法でも使ってそれら
が起きたのだと決めてかかります。しかし、成功しているプロジェクトの中心
にあるのは、健全なグループです。健全なグループの作り方を、学校や職場で
教えてくれることはまずありません。私たちは、過去10年間にわたり、グ
ループカルチャー作りのサポートのため、様々な手立てを用意してきました。
このグループカルチャーは、相互信頼に基づき、思いやりと共感にあふれる関
係が築かれているので、効果的な意思決定が必要とされる場合でも、成功する
会議や、盛大なイベント開催などへと進めることが可能で、メンバーが燃え尽
きたりする事もなく、利害の衝突があっても望ましい方法で抑え、長期的にみ
てもメンバーを維持することができるのです。

クリスタルパレス・トランジションタウンのメンバーは、クリスタルパレス・フードマー
ケットを立ち上げました。「これが、普通の世界だと思って子どもを育てたい」。写真提
供：ジョナサン・ゴールドバーグ



トランジション・ネットワークの素材
健全なグループ作りと維持、意思決定とミーティングにおける
内なるトランジションの活動に関するガイドは、https://
transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-
essential-ingredients/healthy-groups/

トランジションから生まれてくる、素晴らしいプロジェクトをしばしば目にすることがありま
す。それらは、コミュニティのエネルギープロジェクトや、地域通貨や、意欲的なフ食のプロ
ジェクトなどです。人々は魔法でも使ってそれらが起きたのだと決めてかかります。しかし、成
功しているプロジェクトの中心にあるのは、健全なグループです

健全なグループの作り方を、学校や職場で教えてくれることはまずありません
健全なグループをつくるためには、私たちでは、まず持ち得ない一連のスキルとツールを必要と
します。そこで、私たちは、健全なグループについていくつかの素材を創りました。その素材
は、グループを発展させる方法、意思決定の能力やミーティングを成功させる能力を向上する方
法、グループ内に人を維持する方法、自分がやっていることを文書化する方法、そして、利害の
衝突をうまく調整する方法などについて、理解が深まるものになっています。

「一緒に集まったら、誰もが他の人に食事を与えているようです。この雰
囲気は、『私はあなたに教え、あなたも私に教えてくれる』ものであり、
誰もが他の人の言葉に耳を傾け、そして、誰かが新しいアイデアを思いつ
く。それはまさに、グループの利益のために、集団の興奮と、集団のイン
スピレーションと、知識が一体となるようで、とてもスリルを感じる。」

‐Emiliano Muñoz　ポトリオ　トランジション、スペイン

トランジションタウンAberystwythでは、自宅で作った保存食の技をシェアすることに
なった。写真提供：トランジションタウンAberystwyth
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グループの発展段階
I1965年、ブルース・タックマンは、グループの発展には、次の4つの段階がある
と述べています。その４つとは、結成期(Forming)、混乱期(Storming)、確立期
(Norming)、実行期(Performing),そして中断期（反芻期((Mourning))に変更した
が）。どんなステージであろうとも、あなたのグループで何が起こっているのか
を、理解することを助けるでしょう。

結成期
この段階では、すべてが素晴ら
しいと感じます。グループの雰
囲気は豊かで可能性に満ち溢れ
ており、誰もがとてもうまく
いっています。私たちのグルー
プは素晴らしいと思えるので
す。他のグループを見て、彼ら
が、なぜそんなに苦労している
ように見えるのか不思議に思う
かもしれません。しかし、なぜ
そのように働くかといえば、私
たちがまだグループカルチャー
の合意を受け入れられておら
ず、自分達の違いや不一致を避
けようとしているからです。こ
の段階では、以下のようなこと
が、グループにとって重要で
す。

•時間をかけて、直接会って、
お互いの声に耳を傾けること。
共有化された目的意識を創るこ
と。
•お互いをよりよく知ること。
それぞれの人がどのようなスト
レスを受けているのか、彼らは
何を気にしているのか、自分の
考えや感情を共有することがど
れくらいうまいかなど。
・グループ運営を上手にまわす
ための仕組みに合意する。
•特に意思決定に関連して グ
ループの取り決めを作ること
•単に物事を処理するのではな
く、その物事に注意をむけるこ
とが、処理することと同等かそ
れ以上の重要性を持つというこ
とを気づくこと。
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この段階では、どのように一
緒にやっていくのか、どのよ
うに役割を決めるのか、組織
やミーティングのやりかたと
いったことについての、合意
が形成されます。立ち上げの
段階とは全く違うレベルで、
関係が深まってきています。
この段階では、全てのメン
バーがグループの目標達成の
ために、責任と貢献を認識す
る方向に動きます。次のよう
なことが、この段階がうまく
いくのに役立ちます。

・離れる人を尊重する：これ
は全員がうまくできるとは限
りません。メンバーが離れる
ことを選択する場合は、その
メンバーがグループに持って
きたすべてのものを尊重でき
るような、適切な方法を探り
ましょう。
・実際に起こっているという
実感：グループが一緒になっ
ているという感覚が、仕事を
いい方向に進めてくれます。
それは何か高揚したものの中
にいるという感覚です。

確立期
しばらくすると、緊張の高ま
り、口論の発生、責任者に異
議を唱えるといったことが起
こってくるでしょう。これ
は、特に争いを好まない人に
とって、ぎすぎすと、居心地
悪く、混乱したものに感じる
でしょう。しかしこれは重要
な段階です。ここを乗り切る
ことができれば、結果として
グループはより強く、しなや
かになるでしょう。

このようなことが発生すると
いうことは、メンバーがお互
いに率直に物事を言い合える
という十分な信用が、そのグ
ループにできたということな
のです。この段階で、多くの
グループが失敗しますが、こ
れは必要な段階であり、グ
ループがこの状態をどのよう
に切り抜けていくかを模索す
る段階です。この段階を切り
抜けるには、次のようなこと
が助けになるでしょう。

・傾聴
・中立的な進行役
・オウム返し（「あなたが
言っていることは、…という
ことですか。」）
・根気
・共通の目的

この段階では、グループを離
れる人もいるかもしれません
が、それは問題ありません。
組織的な手順や体制の必要性
が強く感じられた時、こう
いったことが発生する傾向に
あります。

混乱期



トランジションバークレー　
ポットラック
写真：トランジションバーク
レー

実行期
この段階は、あなたが慣れて
効率的になってきて、物事が
簡単に進むような感覚を覚え
るときです。いいですね！グ
ループが有能でモチベーショ
ンが高く、各メンバーが役割
や仕事を理解していることに
気づくでしょう。気持ちのよ
いコミュニケーションがあ
り、メンバーは皆でうまく仕
事をします。
グループは皆で意思決定を
し、メンバーは各々の仕事を
理解しています。
健全なグループの特徴の一つ
として、意見の相違や反対も
見られます。定期的に実績を
お祝いし、将来そのグループ
が進むべき方向を考えるため
に、空白期間を設けます。

反芻期
グループが始めたプロジェ
クトが失敗する、メンバー
がグループを離れる、もし
くは何らかの理由により全
体のグループの活動がス
トップしてしまう、こう
いったことが起こるかもし
れません。こんなときは、
上手に終止符を打つことが
重要です。
一人またはそれ以上の人が
離脱したときは、それを記
念して、食事を共にし、ギ
フトやカードを送りましょ
う。
グループが終了したら、達
成してきた実績をお祝いす
るイベントをしましょう。
メンバーが感じる失望感や
悲しみを話し合ったり、お
互いに仕事を楽しんだこと
を感謝しあう場を設定しま
しょう。
グループが残した資源を次
に送る方法を話し合う必要
もあるかもしれません。

各時期についての考
え方
グループが活動している間、
このような進化が連続的に起
こることは稀です。それはよ
く、お互いに、並行して起こ
ります。ノーミングは、例え
ば多くのストーミングととも
にやってきます。
新しいメンバーが入ってきた
時、新しい確立期が発生しま
す。そのステージでは、過去
に行ってきた価値ある仕事を
尊重し、これまでのメンバー
の考え方を融合していくス
テージです。こういったこと
にも注意しておくとよいで
しょう。
下記アドレスで、これらの時
期に関するより詳しい記述を
読むことができます。
https://transitionnetwork.org/
resources/groups-develop-
infosheet/
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初めてのミーティング
初めてのミーティングは、非常に重要です。それによって、グ
ループがどうやって一緒にやってくのかという、その雰囲気が定
まります。その目的は、メンバーがここでやろうとしていること
全てに賛同し、お互いを理解し、一緒にやっていく方法を見つ
け、友達をつくっていきながら、グループがよいスタートを切る
ことです。物事をかなり早く進めていこうとするグループもあり
ますが、後々ばらばらになってしまうことがよくあります。です
から、こういう早い段階では、少し時間をとりましょう。そうす
れば、あなたは強固な基盤を確立することができるでしょう

ミーティングの前に、いくつかやっておくべきことがあります。

・出席する人を招待する：出席してほしい人に思いを伝え、可能なら、コ
ミュニティの中からできるだけ多様性に富んだ人たちに声をかける
・会場を選ぶ：快適で、誰も排除しない場所（宗教的、文化的にも問題が
なく、公共交通機関しか使えない人でもアクセスできる）
・進行役を決める：進行役を決める癖をつけることは重要です。この役割
は順番に担当することができますが、最初のミーティングでは、その役割
をきちんと理解してもらうようにしましょう。

よいミーティングのポイントの一つは、うまく発散させて収束させることです。以
下に、最初のミーティングで、上手に発散させて収束させるためのポイントを示し
ます。

オープニング：チェックインから始める

ミーティングはまず、全員に2分程度、遮られることなくしゃべってもらうことから
始めましょう。自己紹介、その人がどのような人なのか、彼らの人生で起こったでき
ごとなどを話してもらうとよいでしょう。彼らが話し終えたら、その時に感謝したこ
と、もしくはその場所で彼らが人生の中で愛を感じたものについて質問するのもよい
でしょう。こうしてミーティングを始めることは、議題に突き進む同僚として、とい
うよりはむしろ、お互いを思いやる友達として出会う雰囲気を作り出すでしょう。こ
れはとても効果があります。
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次の3つの「係」も効果的です。

タイムキーパー：役割は、時間を測り、各議題に時間を割り当て、全てが時間通りに終了す
るようにすることです。
記録係：時系列に、マインドマップで、もしくはグループが有用とみなす何らかのフォー
マットにより、ミーティングの記録をとります。
ハートキーパー：役割は、グループ内のエネルギーや力学に注意を払い、エネルギーレベル
や潜在的テンションが低下した時、その他の事態が表面化した時に声をかけ、グループのス
ムーズな話し合いを促します。

ミーティングの中身：

ミーティングの間は、あらゆることができるでしょう。

・お互いに理解し、なぜ各メンバーがここに来たのか、トランジション・グループに何を
望むのかについてより深く発見すること
・トランジションについての共通な解釈を発見する
・自発的に動きたい領域・分野を決める
・メンバーが持っているスキルや、つながることのできそうなほかのグループを発見する
・各メンバーのストレスに対する対処法を理解する（こちらの活動を参照ください：    
https://transitionnetwork.org/resources/become-stress-busting-experts-inner-transition-
activity/）
・あなたが何かのイベントを企画している場合、彼らに手伝ってもらう、すなわちチーム
としてあなたがどう動くかを考えるために、一緒に何らかの仕事をするのがいいでしょ
う。
・グループ、お互いの関係、お互いに対する理解、仕事のやり方を積極的によくしてい
く。

お互いを知るのには時間をかけましょう。反対やうまくいかないことがあった時、難局を
切り抜けるための重要なポイントは、あなたが作る関係性です。
私たちの活動シート「ミーティングのための内なるトランジション活動」には、あなたの
ミーティングを深く、活発にするための、優れた実践的演習があります。
活動シートはこちら：https://transitionnetwork.org/resources/inner-transition-activities-
meetings/

クロージング：ミーティングを振り返る時間をとりましょう。
ミーティングの最後に、ミーティングがどうであったのか、何が機能したのか、しなかった
のかを、振り返る時間をとるという習慣が重要です。

~その他、こんなものも必要になるかもしれません：

お茶、ビスケット、ケーキ、メモ紙とペン、記録をとるためのノートパソコン、時
間を測るもの

アクティビティ
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ビジョン
あなたが一緒に作りたい未来をイメージすること

低炭素でよりしなやかな未来を実現するための重要な課題の一つは、それが
どのようなものかをイメージすることです。活気があり、多様で、おいし
く、つながり感のある、成長するといったイメージでしょうか、それか湿っ
た洞窟でかびたポテトを食べるようなイメージでしょうか。トランジショ
ン・グループは、メンバーが見たい未来のビジョン作りに対して、大きなサ
ポートすることができます。そして、その未来に向かって歩み始めることが
できます。

トランジション・ラグナ・ビーチの低炭素未来のビジョン。彼らは、ひどいナスの塩害を
受けました。



トランジション・ネットワークのリソース
 こちらで、「トランジション後の未来像」、「タイムラインの作成」
のガイドを見ることができます。https://transitionnetwork.org/do-
transition/starting-transition/7-essential-ingredients/vision/
オープン・スペース・イベントも、ビジョンを作るのにとてもよい方
法です。こちらでその使い方を見ることができます。https://
transitionnetwork.org/resources/run-open-space-events-guide/

ビジョンを共有することは、あなたのグループが焦点を合わせること、あなたがどういった理由
で何をしているのかについて、メンバーとコミュニケーションをとることに役立ちます。そして
ビジョンの共有は、地域の人や他のグループを巻き込んでそのビジョンを現実化させるための動
機にもなります。もしかすると、もっとも重要なことに、ビジョン共有することで、メンバーが
彼らの未来に新たな可能性を見出すことにつながり、それによって彼らが誇りを持つことになる
かもしれません。

ビジョンを描くシンプルなやりかたの一つは、メンバーに、目を閉じてそれぞれが2030年の街
を歩き、立ち止まって周囲を見回すというところを、ただ想像してもらうことです。彼らに、見
たもの、聞いたものを質問してみましょう。彼らにその印象を、スケッチ、絵画、詩やお話、も
しくは未来の地方紙の小さい広告欄を書くことなどにより、記録してもらいましょう。大衆紙で
読むもののほとんどは対立にもとづいていますから、例えば、その未来から新聞記事を書いても
らうことは創造的な練習で、これは人によっては非常に良い効果を発揮します。

「私は自然界と社会の状態に対し、非常に落胆し悲しみをおぼえて
いました。トランジション・パサデナに参加することは、絶望から
コミュニティへ抜け出すことであり、情熱を追いかけられることで
あり、その助けを得られることを意味していました。私は問題との
関わり方を変えることができたのです。」

－アメリカ、トランジション・パサデナのローレルベック
クラウドソーシングによる未来ビジョンのギャラリー：2010年、イギリス、デヴォン、
ニュートンアボット、シールヘインでのトランジション・ネットワーク会議。
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都会の農業
トランジション・ワールドの中では、食べ物は家に近
いところで、オーガニックで、生物学的多様性が強い
システムの中で育てられます。そして私たちは、その
ためのスキルを持つことになるでしょう。これによ
り、都市の景観や雰囲気が変わっていくでしょう。

地域のエネルギー
可能なところでは、地域のオーナーの中でエネル
ギーを作り出します。これは、地域経済にとって多
くの利益をもたらし、雇用を生み出し、力を分散化
（電力という意味でも力という意味でも）させ
る 。

食べられる森
将来、フルーツやナッツなどの木を育
てることができる状況があるとした
ら、私たちは観葉植物や、実をつけな
い木々をどうして育てるのでしょう
か。食べられる森としての町や都市を
想像してみましょう。

パーティー
これらを成功させるために不可欠なのは、できる
だけお祝いをする機会を持つことです。このプロ
セスは結局、リチャードハインバーグが言うよう
に「抗議デモのような気持でいるよりもパー
ティーにいるような気分を味わおう」ということ
になるのです。

あなたの未来のビジョンは、どのようなもの？
以下に、あなたが始めることができることの例を示します。

20

※トランジション・ネットワークは、集合的でセルフケア
に基づいた新しい文化を共創する活動をサポートするため
に、「燃え尽き症候群からバランスへ」というワーク
ショップを開催しています。こちらをご覧くださ
い。https://transitionnetwork.org/do-transition/training/
trainings/burnout-balance-re-building-resilient-
communities/

「フードベルト」
都市に隣接した村や町などの土地は、都
市に食物を供給し、より多くの仕事を作
り、どこでどのように誰によって食物が
育てられるのかを考えることで、人々は
再びそのような土地との結びつきを取り
戻します。



地域経済
私たちは、少しではなくて多くを与える
ための地域経済を再考することができま
す：新しい企画を生み出すこと、地域を
高く評価すること。

参加型の民主社会
意思決定は、コミュニティが決定すべきことをサポート
するという政府の役割も活用しながら、より分散的に、
多くの人が参加するボトムアップの方法で行われる。

「燃え尽き症候群からバランスへ」
トランジション・グループは、トランジション活動の中で次の
二つのことを学ぼうとしています。一つは、集合的でセルフケ
アに基づいた新しい文化を共創する方法、もう一つは、真に有
用な活動をするためには私たちの幸福と健康が必要である、こ
のことをどうしたら認識できるか、についてです。そのような
方法を教えているグループもあり、そこでは、プロのカウンセ
ラーやセラピストが、燃え尽き症候群のリスクを最小化させな
がら、トランジションの心をサポートしています。.

サイクリング
多くのトランジション・グルー
プは、自転車の修理技術を学
び、新しいサイクリストに自信
をつけさせながら、持続可能な
交通手段を推進している
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関わり
数千のトランジション・グループの活動を通して私たちは、どのようにしてより多
くのコミュニティにトランジションの仲間に加わってもらうのかということについ
て、多くを学んでいます。ただの友人や自然な仲間というものを超えて、関係を発
展させていく方法を学ぶことが最重要である、ということを私たちは学んできまし
た。そしてこれには、時間と忍耐を伴います。トランジションにおいてどうやって
メンバーを巻き込むことができるのかということを問うというよりは、私たちはこ
う問うことによって始めることが必要なのです。私たちは、コミュニティの中の全
ての人に関係するトランジションを、どう作ることができるのか。その人たちそれ
ぞれ（特に過小評価されている、経済的、社会的に最も取り残された人たち）の
ニーズは何か、ということを問い、聞く必要があるのです。これをすることによ
り、トランジションについての気づきがとても多く得られます。そしてメンバーは
トランジションが取り組むべき課題を理解することができるようになります。さら
には、そのコミュニティにおいて実際に変化を作り出し、新しい人を巻き込んでい
くことができるようになるのです。

カーディフ・トランジションの市民ピクニックは、市民がプロジェクトを知って参加するのに
とても良い方法でした。写真：カーディフ・トランジション

あなたのコミュニティに、トランジションの仲間に加わってもらう



トランジション・ネットワークのリソース
こちらから、「巨大リスト」演習（あなたのコミュニティにおいて、あなた
がトランジション活動を広めるのを助けてくれる人やグループを割り出すと
ても簡単な方法です）、「イベントの計画と実行」ガイド（とても役立つで
しょう）、「いかにして人々をトランジション活動に巻き込むか」ガイド、
「イベントとお楽しみ」情報など、コミュニティとの協働に関するトランジ
ション・ネットワークのリソース全てを、ダウンロードいただけます。
https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-
ingredients/community-involvement/

あなたのコミュニティがある地域のトランジションがうまくいくためには、コミュニティの参加が
きわめて重要です。
より多くのメンバーがプロジェクトに参加するにつれて、あなたは自立するプロジェクトを助ける
ようになるでしょう。そのプロジェクトは例えば、食べ物、エネルギー、コミュニケーション、福
祉を扱うようなものです。

「それはガーデン以上の存在で、それは人が立ち寄ったり、ご近所さんや普
通にすれ違ったりする人とあいさつを交わしたりするような、近場にある場
所です。私たちは、すべての年齢、子どもから大人まで、全ての異なる人た
ちをお互いに見ています。それは地域の憩いの場なのです。」
セバスチャン・マティオ、1000のブリュッセルトランジション

トランジション・ハルミアの持続可能な収穫ピクニック。写真：トランジション・ハルミア
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多様性



トランジション・グループが
可能な限り多様で包括的であ
る状態を保つことは、簡単な
仕事ではありませんが、それ
は必要不可欠です。
  以下に、トランジション・ガイドか
ら引用した、公平で包括的なトラン
ジション活動のための7つの要素を示
します。

聞くこと
しっかりと相手の話を聞くことができると、
共通認識を発見することができ、そのメン
バーが今いる場所から話し合いを始めること
ができます。しっかりと相手の話を聞くとい
うことは、話の内容によって私たちは変わっ
ていくんだということを準備することなので
す。
毎日のニーズに沿うこと
疎外されたコミュニティーと共同作業をしよ
うとしているトランジション・グループに問
われる重要な質問は、基本的ニーズがイマコ
コで満たされていない人々が一体どうやって
ピークオイルや気候変動の将来的影響を考え
始め、レジリアンス《しなやかな強さ》を作
れるかということです。
私たちの基本的なニーズとは何でしょうか？
私たちの欲望や希望は多様かもしれません
が、最終的には皆の基本的ニーズは共通して
います。開発の専門家マンフレッド・マック
ス-ニーフによると、私たちには生存、保護、
愛情、理解、参加、余暇、創造、アイデン
ティティ、自由という9つの基本的ニーズがあ
ります。これらは、トランジション・プロ
ジェクトを計画するときに覚えておくと非常
に便利です。

インクルージョン (仲間の受け入れ)を深める
トランジション・グループの中心に、包括を
置くさまざまな方法があります。会議を、一
部の人を除外する場ではなく、人を除外する
ように見せたりせず、すべての人が物理的に
アクセスできるようにします。 人は個人的に
は、多様性と包摂を中心とした考え方に深く
コミットできますが、全体としては他者への
排除の気持ちを持つ文化を形成することもあ
りえます。 大抵この文化は社会で支配的な文
化から引き出され、それを反映しています。
ですから、それにより除外されるのは、社会
全体で権力や特権を持った傾向がある人々で
もあります。 25

橋を渡す
すべての「障壁」を越えて友情と信頼を築くこ
とができなかったら、どうしてレジリアンスを
構築してトランジションを成功させることがで
きるでしょうか？あなたにとって活動一部とな
る必要がある人について考えてみて - 彼らが来
てくれることを期待するのでなく- 彼らに会い
に行ってください。「到達困難」とは、自ら助
けを求め、どうやったらトランジションをみん
なにとって自分ごとにできるか、を見つけられ
ないときに困難になるのです。

お祝い
多様性は、私たちに共通していることを異なる
形で表現するさまざまな方法で祝うことへの扉
を開きます。お祝いは、人々が心の快適ゾーン
から楽に出られるようにします。お祝いは人々
が人生と創造的な表現を大いに楽しむことを可
能にします。あなたがしているすべてのことを
通してお祝いを作り上げてください。

ランクと特権を探る
プロセス指向心理学《プロセスワーク》のアー
ノルド・ミンデルは、「どんな力も、良くても
悪くても、認知されなければ抑圧的で有害にな
る可能性がある」と言っています。私たちは、
これを使うことを可能にするもっと思いやりの
ある、正当、公平、そして人生を向上させる世
界を一緒に作るために、私たちの現在の文化が
最も疎外する人々と連帯して、私たちと、権力
や特権との関係を理解するために協調して努力
をする必要があります

多様性の埋め込み
本当に包括的かつ公平なトランジションを構築
しようとするなら、多分私たちが持ち帰る必要
がある最も重要な要素は、多様性と社会正義へ
のコミットメントを私たちがすること全てを通
じて成し遂げることでしょう。私たちの「7つ
の要素のガイド」は、これに関する豊富なアド
バイスを提供しています。

公正で包括的なトランジション・のためのガイド7つの
要素はダウンロードできます：https://
transitionnetwork.org/resources/7-ingredients-just-fair-
inclusive-transition-inner-transition-guide/

左：トランジション・タウン・トーティングの「ツ
アー・デ•・トーティング」は、次の質問で始まりまし
た。「昔々トーティングと呼ばれる町でとても長い長い
間回っていない大きな風車がありました。何人かの子供
たちが集まって考えました。道ゆく人たちみんなに頼ん
で、口笛や、舌打ちの音、サムズアップ、ハイタッチ、
笑い声、笑顔からエネルギーを作り出したら、風車は再
び回ることができるだろうか？」写真：ルーク・ハリ
ス。



ネットワークとパートナーシップ

共同することは、コミュニティにトランジションを作るため不可欠です。
パートナーシップとコラボレーションの上手な構築により、さらに遠くま
でネットワークを広げ、もっとたくさん達成できます•
以下のことができるようになります：

•同じ作業の繰り返しの回避
•新しい人との出会い
•新しい機会、アイデア、ソリューションの開発
•現在直面している重大な問題に効果的に対処するための作業のスケール
アップ
•革新的で分野横断、インパクトがあり長続きするソリューションを共同
で作成するための戦略的アプローチの確立

オランダのアールデホイス・エコビレッジ・プロジェクトは、地域社会で既に進行中のプロジェ
クトと共生的に取り組むトランジション・イニシアチブの素晴らしい例です。写真：　ヴェレニ
ギング・アールデホイス

他の人たちとのコラボ



トランジション・ネットワークリソース
以下のネットワークとパートナーシップを作成するためのすべてのガイドを
読んでください：https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-
transition/7-essential-ingredients/networks-and-partnerships/ また、ビッ
グリスト・アクティビティーを行うこともできます。コミュニティの人々や
グループを簡単に特定することができます。このコミュニティの人々は、ト
ランジションを提供するのに役立ちます。詳しくは、以下を参照。https://
transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/

1つの選択肢は、地域でお互いを サポートするグループのネットワークを構築することであり、
もう1つは共同プロジェクトのグループと協力して作業することです。トランジションとは、共
通の基盤を見つけ出し構築する技術のことで、特にこの文脈で 当てはまります。

「私たちが持っていることの1つは、招集する力です。誰かが来
て、「私は本気で自転車タクシービジネスを始めたい。」とか、地
元の自転車整備プログラムを卒業した若者たちが「自転車の手入れ
方法を知っているんだ。ビジネスを始めたい。」と言います。そこ
で、私たちはコミュニティイベントを作り興味を持った70人をそこ
に集めました。たくさんの新しい利害関係者と同盟してくれる人が
集まり、今や彼らはワーキンググループを持ち、事業の設立に取り
組んでいます。
私は私たちが問題とそれについて何かしたいと思う人々の両方がい
るすべての地域でそれを続けていくと思います。私たちは人々を集
め、リソースを特定して発火させるのを助けることができます。
チャック・コリンズ：ジャマイカ・プレーン・ニュー・エコノ
ミー・トランジション・、ボストン、米国

パートナーシップで働く5つの方法
1.情報を共有する：地域でおこっている他のことについてネットワークと情報を共有
し、あなたのイベントの紹介もしてくれるようお誘いします。これは、イベントに
関しての衝突を避け、共同の新しい可能性を開き、どのようにでも、あなたが
"乗っとろう"としているという意味合いを避けることができます。 [コミットメン
ト《約束責任義務》レベル：低]

2. 良い質問をする：これはサポートや関係を築くのに最適な方法であり、他の人の
意見にオープンであることを示しています。[コミットメント《約束責任義務》 レ
ベル：低]

3. 一緒に決めること： 重要なプロジェクトをめぐる意思決定において、 有意義な関
与を最大限地元のステークホルダーから引き出す効果的な方法を見つける。[コミッ
トメント《約束責任義務》レベル：中]

4. 招集する力を活用：地元のプロジェクトに時間、資金、エネルギーを投資するよう
にサポーターを呼びかけます。「地元起業家フォーラム」はこの素晴らしい例で
す。  [コミットメント《約束責任義務》レベル：中]

5.プロジェクトを一緒に提供する：このようなパートナーシップの仕事は素晴らし
いことがあり、創造的なチャレンジを生み出すことができます。「パートナー
シップの作り方」のガイドには、これに関する多くのアドバイスがあります。
[コミットメント《約束責任義務》 レベル：高]
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ネットワーク作り
私たちの大半は自然と家族、友人、コミュニティなどのネットワークの一部
です。ネットワークはコミュニティ全体の健康が、全体としてのコミュニ
ティの健康状態に依存するため、より多くの人が協力して互いをサポートで
きるようになればなるほど、お互いを強く養い合い、人々の自律力を強化し
ます。ネットワーク作りは、あなたのプロジェクトや他の人の仕事のための
お互いの友好関係の構築とサポートに関するものです。
あなたは、自分が何をしているのかを認識し、次のようなあらゆる種類の驚きをもたらすことが
できるサポートネットワークを構築することで、地域のトランジションを支援できます。

•地域資源を促進したりシェアしたりできるイベントを開催する
•あなたのウェブサイトやニュースレターなどで、他のグループのプロジェクトやイベントをサ
ポートしたり宣伝する
•地元のグループまたは代理店に、より思い遣りがあり、人生を向上させるような世界のため
の、素晴らしく、熱心な地元のグループやプロジェクトを網羅したWebサイトをホストしてく
れるよう依頼する
•地元のグループや、様々な尊敬されている指導者にあなたのトランジション・グループの顧問
になるよう頼む
誰とつながるか、ネットワークを構築する方法

ビッグ・リスト・エクササイズ （https://transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/）
は、あなたの仕事をサポートしてくれる可能性のある、すべてのコミュニティ内の潜在的なグ
ループや個人を真剣に考えるために素晴らしい練習です。これは、あなたがネットワークや
パートナーシップを開発するのに役立ついくつかのグループや人々を決定するのに役立つかも
しれません。

関係ネットワークを構築することのすべては、関係を発展させることにあるので、いつでも可
能な限り直接会うことは大変いいことです。事前にそのグループ/人に関して少し調べておく
と、次のことができるようになります。

•そのグループのことについて少し学ぶ--例えば、目標は何か、どんなニーズに焦点化している
のか、グループがどのくらい続いているか、などです
•自分がそのグループの好きなところを考えてみましょう
•自分と自分のグループをどう紹介するか検討しましょう
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•プロジェクトを開発する際に、より多くの機会が訪れるかもしれない
•潜在的なパートナーとすでに関係があることがわかるかもしれない
•あなたが必要なときにコミュニティからの助けと支援を受けることができるかもしれない。
•あなたのコミュニティのあなたが気づいていない部分の集合的なギフトと閃きを解き放つネッ
トワーク構築はお互いを支えることです効果的で強いネットワークは、人々が互いをサポート
し、信頼するときに発達します。以下はそのいくつか方法です。



•あなたのグループがサポートできる方法のいくつかを考えてみましょう
•お互いに繋がっていることで相互に得られるメリットを考えてみましょう
•トランジションが彼らにどのように関係しているかもしれないことや、彼らが直面して
いるニーズと課題をあなたがよりよく理解するのに役立つ質の良い答えが限定されていな
い質問を考えてみましよう

トランジションとは、競争ではなく、コラボに関することだということを忘れないでくだ
さい。トランジションのような活動を行っているグループがすでにコミュニティに存在す
る場合は、共同作業でお互いをサポートする方法について考えてください。人々があなた
のグループを乗っ取ろうとしていると感じていないことも非常に重要です。みんなとのや
りとりが常にコラボレーション《共同》を考えているなら、自分のやりたいことについて
助言を求めたり、関与する機会を提供したりしてください

最初のミーティングのアウトラインの例

•トランジションについて話す前に、過去の成果とグループの進行中の仕事に敬意を表し
ます。最も重要なことは、彼らのニーズと課題を自分がよりよく理解すために役立つ質
問をすることと、トランジションがどのように彼らとの関連性を持てるかです。
•彼らの使命、目標、プログラムについて学ぶ
•コミュニティーで誰に連絡し、または連絡しようとしているのかを調べる。
•エネルギーコストの上昇や地域社会への経済的影響など、トランジ•トランジション運動
が地域社会での彼らの組織の活動をどのように支援できるかを聞かせてくれるよう頼み
ましょう。ションが取り組んでいるいくつかの課題に関する情報を共有する
•コミュニティのトランジションを支援するために何を提供してみたいか彼らにサポート
を頼みましょう（例えば、他のグループやリーダーとの出会い、会う場所、コピー作
り、イベントなど）

長期的な関係を構築する：
トランジションはコミュニティ全体のプロセスに関するものなので、ネットワークを維
持し、グループと連絡をとり、可能な限りお互いをサポートすることが非常に重要で
す。これを行うにはいくつかの方法があります：

•イベントやプロジェクトを企画するときには、あなたが関わることができる他のグ
ループ、とりわけ社会のより疎外されたメンバーを含むグループについて常に考える
•収穫時にコミュニティの果樹園を助けるなど、既存のプロジェクトを支援する
•他のグループのイベントを促進し、自分のイベントで働く
•自分の社会的イベントに他のグループを招待する
•新しいプロジェクトを計画するときは、色々なグループと相談する

トランジションには、必要なレベルの規模で効果的であるために強力なネットワークが
必要で、どこにつながっていくのか分からないため、これらの関係を構築する時間が必
要です。私たちは、このアクティビティはティナ・クラークに負うており、深く感謝し
ています。

ア ク テ ィ ビ テ ィ
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実践的プロジェクト
あなたがしていることで他の人にインスピレーションを与える
トランジション運動の成功は、私たちが世界に目に見える変化を起こすことに
かかっています。私たちの中には、私たちの居心地のいい快適ゾーンから脱出
し、アイデアやミーティングを超えて具体的な行動をとることを意味します。
あなたが住んでいる場所に目に見える変化を起こすために、今までとは違うア
クションに踏み出して挑戦することには真のパワーがあります。あなたが行う
べきプロジェクトの規範的なリストはなく、むしろそれはあなたのグループの
内から、またその関心と情熱から出てくるでしょう。しかし、実行できる小さ
な実践的なプロジェクトのアイデアの提案リストは、トランジションの次の
ページ（トランジション・オーバーリーフ）とここにあります。https://
transitionnetwork.org/resources/small-practical-projects-initiating-group-
infosheet/

ブリュッセルの1000bxlトランジションのメンバーが街の赤線地帯の中心にある「ポタジェ・
アルハンブラPotager Alhambra」フードガーデンのために一段高くなったレイズドベッド花壇
を作っているところ。彼らの仕事やその他のプロジェクトについては、右のビデオをご覧くだ
さい。写真：ジャン・リーマンJan Leerman。



「すごい。私は長年、37年間、ポルタレグレに住んでいて、私のコ
ミュニティと街が崩れ、人々がお互いに背を向けていると感じまし
た。私たちが作ったコミュニティガーデンは、他の人と一緒に何かで
きることを教えてくれます。それは可能です、私たちは再び互いに向
かって目を覚ますことだけが必要なのです。

シャオン、ポルトガル

実践的なプロジェクトでは、トランジションの実に重要なデモンストレーションや公開の顕れと
しての役割を果たすだけでなく、トランジションに参加するためのさまざまな方法を提供してい
ます。
結局のところ、これらは地域社会における新しい企業の創造につながるものであり、新たな暮ら
しや雇用とトレーニングの機会をもたらすことができます。そのうちの1つがあなたの新しい
キャリアに変身するかもしれません！また、これらは変化が可能であるだけでなく、すでに起
こっていることを示しているのでとても重要です。
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トランジション・ネットワークリソース
洞察力とあなたのプロジェクトが成功するための最良のアイデアを詰め込ん
だ「実践的プロジェクトの開発Developing Practical Projects」というガイド
ブックをダウンロードできます：https://transitionnetwork.org/resources/
developing-practical-projects-guide/

オープンスペース（というイベント）を実行することは、実践的なプロジェ
クトのアイデアや熱意を生む素晴らしい方法かもしれません。https://
transitionnetwork.org/resources/run-open-space-events-guide/ここのガイ
ドを参照してください。

https://vimeo.com/143176993

http://vimeo.com/143176993


色んなことをする

ペンとインクの描画：ロブホプキンス。

次のページの写真クレジット：

右:
シルビア・ホームズ、ニューフォレスト国立公園局、ドン・ホール、ロブ・ホプキンス、コイン・トランジション・、ルーク・ハ
リス、アニー・ライマーレ、フィオナ・ワード、カロリーナ・ワルティカ、トランジション・・ブロ・グワン、ポール・シェパー
ド、ティッシュ・リカード。

以上、34ページ：
マイケル・ヴァンダー・シップ、ジュリアン・アンドリュース/アイR8プロダクションズ、クリスティアーノ・ボトーネ、モー
ディ・ダン、ジョナサン・ゴールドバーグ、ロブ・ホプキンス、ハカマダ・カズヒロ、カレン・ホワイトロウ、クリス・ローラン
ド、リーミントン・スパ・クーリエ、アン・カランザ、ラフバラ・エコー。

以上、35ページ：
ジョナサン・ゴールドバーグ、アルフレドカリズ、トランジション・タウン・トットネス、ジョナサン・ゴールドバーグ、マイ
ク・トーマス、パール・マッケイ、ジョナサン・ゴールドバーグ、ジョナサン・ゴールドバーグ、ルーマニアトランジティ、トラ
ンジション・ウスク、トランジション・ネットワーク
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ベーカリーを始めることもできますし、他にも...



リペア（修理）カフェを始める
パサデナ、米国

ローカルフードサミットを開催
ニューフォレスト、イギリス

「食べ物を集める」組織
米国サラソタ

ストリートカーニバルを開催する
トゥーティング、ロンドン、イギリス

新しい食品市場を創造する
コイン、スペイン

バーンアウト（燃え尽き症候群）のため
のメンタリング

トットネス、イギリス

ホップクラブを始める
クリスタルパレス、ロンドン、イギリス

コミュニティショップを開く
スレイトウェイト、イギリス

スキルのシェア
トットネス、イギリス

学校が食糧を育てるのを助ける
Newent、英国

コミュニティのオープンスペースを開く
藤野、日本

余剰フードカフェを作る
フィッシュガード、イギリス



地域通貨を開始する
Grez グレズ、ベルギー

コミュニティワイン製造
キルバーン、ロンドン、イギリス

トークイベントをする
クリスティアーノボトーネ、イタリア

「ポテトデイ」を実行する
ストラウド、イギリス

共同住宅プロジェクトを開始する
Ungersheim、フランス

コミュニティエネルギーの会社
を藤野、日本で開始

トランジションストリート'を実行する
ニューキャッスル、オーストラリア

コミュニティへの投資を誘う 再生
可能エネルギーの Lewes、イギリス

フルーツ/ナッツの木を植える
リーミントン、イギリス

シード（種）ライブラリを開始する
ヒールズバーグ、米国

リンゴジュースを作る
イギリスLoughborough

大規模な公開イベントを開催
リエージュ、ベルギー

Mike
Highlight



自然の建物を学ぶ
トランジション・ヒースロー、イギ

リス

コミュニティ養蜂
Zarzalejo、スペイン

コミュニティ映画を始める
トットネス、イギリス

人参としてドレスアップ。ちょっと珍し
い。

クリスタルパレス、ロンドン、イギリス

振り返りのための空間を作る
セントアンドリュース大学、スコット

ランド
'Draughtbusting'セッションを実行する　
ブリクストン、ロンドン、イギリス

飼料を学ぶ
キンセール、ロンドン、英国

落ちた果実を収穫する
キンセールからキルバーン、ロンド

ン、イギリス
「フリーマーケット」を始める
ブカレスト、ルーマニア

無料の自転車修理を提供する
ウェールズ、ウスク。

いくつかのトランジション訓練を行う
何処でも

私たちの'トランジションの21のス
トーリー でもっと見つけてくださ

い。



ムーブメントの一部として
他のトランジションの人たちとのつながり
トランジションは世界中50カ国で活動しています。自分でトランジション
を始めるとたくさんの人たちと彼らの見識と知識と知恵を学べるネット
ワークの仲間入りすることができるのです。それを最大限に活用してくだ
さい！世界で何が起こっているかをより深く理解することでいくつかのこ
とのことができます

・あなたが学んだことを共有する
・自分が住んでいる国に全国のお世話をするハブ組織を持っているかどう
かを調べて彼らと連絡を取る
・他の人たちがやっていることから学ぶことで時間を節約する
・お互いをサポートする
・新しい友達を作る
・トランジションの理解を深める
・あなたは一人ではないということを感じられます。たくさんの小さな規
模の行動がより大きなインパクトになる



私たちの経験では、オンラインセミナー、トランジションネットワークのウェブサイト、私た
ちの会議、地域のトランジションのグループのネットワークやソーシャルメディアを通じたつ
ながりなど、より幅広い運動とつながることはトランジションのグループにとって効果があり
ます。またあなたが住んでいる地域に地域ネットワークのトランジションのグループを探し、
彼らからサポートやアドバイスを受けることもできます。

成功例だけをシェアすることだけではないのです。あなたの抱えている問題や障害となってい
るものや、なぜうまくいかなったのかの振り返りを共有することは同じくらい有効なのです。
もうすでにムーブメントは起きているのです。それを最大限に活用してください。

「私たちは一緒に集まると、互いに支え合い、育んでいると実感しています。私
が教えましょう、そしてあなたも教えてください、というような雰囲気がいつも
あります。そしてみんな黙って聞きます。そうすると誰かがまた違うアイデアを
提案するのです。集団で経験する熱狂、集団で経験するインスピレーション、集
団の知識やグループのために集まっているようなものです。あなたはそのスリル
を感じることができでしょう。」
　—エミリアーノ Munoz,トランジション　ポルチロ、スペイン

「トランジションは先の不透明な未来に必要な知識とつながりを提供してくれ
る」
—ラス　キャリングトン　

トランジション・ネットワークのリソース
ここの私たちのトランジション運動の仲間入りするためのガイドをどうぞ読んで活用
してください。
https://transitionnetwork.org/resources/part-transition-movement-guide/

/resources/part-transition-movement-guide/

Photos:  Mike Grenville
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それぞれの視点や真実を２
０カ国からの人々と話し知
ることはとても素晴らしい
わ。そしてどれも活発に活
動しているのよ。」

—キャロライン　アメリカ

トランジションの国際的なネットワークの仲間
入りすることはなぜ有用なのか？

自分の国のトランジションの
グループで一年中活動してい
ると何かとても曖昧になって
くるし、ちょっと複雑になっ
てくるのでいつも明確な焦点
が合わないともあるの。ここ
でみんなと話しそして同じよ
うな役割を担っている人たか
らフィードバックを受けるこ
とはより明確になり、自分た
ちが向かっている方向が間
違っていないことに自信を持
つことができるの。」

-リン、オランダ

このギャザリングの多様性、
物語を共有し、友情を育み、
相互接続とより深い内面と思
考があり、自分たちの国での
現実についても話し合うから
本当に素晴らしかった。そし
てとても親しみやすい環境
だった。招待してくれてあり
がとう。」

—ラウル、メキシコ

「私は国際的に多くの新しい
友達を作りました。そして私
はトランジションの国際間の
人たちと深くつながり知識を
得ました。また、どのように
ものごとが調理され、
この規模で準備されるのかを
体験することは本当の豊かさ
をもたらしてくれました。そ
してとても楽しい経験でし
た。これは内部情報だけど
ね。とても楽しくて私は大好
きなんです」

—アンドレ　ルーマニア

「以前からここに参加してい
なかった人たちも含めて、つ
まりこの国際的なネットワー
クに初めて参加した人たちで
さえも最初から仲間となった
と感じることができるほど私
たちは家族のような関係に
なってきたのです。そしてこ
の精神を保ちこのようなミー
ティングを保ち続けるのな
ら、世界のトランジションは
素晴らしいものになると思
う」

-ゲルド、ドイツ

私たちはここでは一人ではな
いと感じることができる。私
たちはこの変化は可能なんだ
と実感することができる。そ
してすでに起きているので
す、だから私はとてもハッ
ピーです。」

—ホアン、スペイン

「ここ数日は創造性とインス
ピレーションがたくさんあ
り、今後やらなければいけに
ことに費やす多くのエネル
ギーをもらった気がする
わ。」

—アンナ、スペイン

「私たちは2014年
コペンハーゲンで開
催されたトランジ
ションのハブギャザ
リングに参加した人
たちに聞きました。
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あらゆるポジティブな変化を起こすための集ま
りや運動にはその旗、アイコンが必要です。ト
ランジションも例外ではありません。あなたの
地域社会でトランジションの活動をしている
時、常に創造性やデザインや芸術を取り入れて
ください。トランジションの「流れに任せる」
という精神の一つの兆候はそれ自体巨大な多様
性というグループのロゴマークになっている。
トランジションの最も偉大なアイコンの一つは
ブリクストンの１０ポンド札です。
デビッド・ボウイの顔を扱っているものです。
見たことが無くても簡単に想像が付くでしょ
う、もしもつかなかったら他の札と一緒に添付
します。
それは明るく、シンプルでカラフルです。私を
驚いたことはその評判が先走りして、
少なくとも4回は私の話している最中にこれを
見せるだけで拍手が響き渡ったのです。最近パ
リとル・プレ・セント　ジェルバイストランジ
ションによって運営されているプロジェクトを
訪れた時、地元市長のジェラルド・コスメさん
が会いにきてくれたのです。
彼はそこにいる人たちのグループと一緒に写真
に写りたかったのでしょうか？それとも私との
写真？実は彼はデビッド・ボウイが描かれた

（下記の写真をご覧ください）ブリクストン
の10ポンド札と一緒の自分の写真が欲しかっ
たのです。

これがあると会話がしやすいのです。トラン
ジションの未来は今現在示されている未来よ
りもっと楽しいという感覚を体現していま
す。可能性を具現化しています。それは楽し
いです。デビッド・ボウイが描かれている明
るいファンキーなお金があるというのに誰が
現在提供されているつまらないお金を選ぶと
いうの？本当に、そっちのつまらないお金の
方を選ぶ？
あなたがそれに甘んじないなら、なぜ他では
妥協するのですか。これは、私たちが現代社
会で受け入れるものの大部分を占める、地球
の荒廃や、注意スパンの破壊《注意散漫にな
り、結果的に大切なことに意識が向かなくな
るということ》、コミュニティの細かな分解
や、富の集約というナンセンスの受容を実際
に拒否するという可能性を開くのです。

あらゆる革命には旗が必要です：トランジ
ションにおける創造性の役割
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トランジション・ネットワークのリソース
ここの「年次祝典を行う」のガイドをダウンロードしてください：
https://transitionnetwork.org/resources/putting-annual-celebration-guide/
それとアクション学習サイクルのことを理解しているととても役に立ちます。
ここにそれに関するガイドがあります。：
http://transitionnetwork.org/resources/action-reflection-cycle-inner-
transition-guide/

私が言いたいのはもっと人生で大切にしてい
ることがもっと必要だということ。個人的な
ことを言うと私はトットネス21ポンド札の方
が２０ポンド札より大切です。トランジショ
ンというのは都市型ガーデニングだろうと新
しい食品市場やトランジション・ストリート
のようなエネルギーのプロジェクトなど私た
ちが大切にしているものを創造するので
す。2009年のトランジション・ネットワーク
会議で、ルーシーたちがファシリテートした
「どこでもトランジション・タウン」という
すぐれたアクティビティでは、350人の参加者
がひもや段ボールからハイストリートの経
済、生活や仕事を構築しました。そのおかげ
で私は自分にとってのハイストリートとして
以前よりもずっともっと深く思いやるように
なりました。アートとデザインははるかに重
要な役割を担っているのです。

全ての革命は意見するよりはるかに多くの具
現化するアイコン、トークンが必要です。
アートやデザイン以上のものです。これらの
ことが通用口の役割を果たすことができるか
どうかについてです。私はいつもジーン・
ドゥバフェットの引用が大好きでした。

芸術はそれのために作られたベッド
に横たわらず、その名を呼べばすぐ
に逃げ出し、シークレットに行くの
が大好きです。その最高の瞬間はそ
れがなんと呼ばれているか忘れてし
まう時です。

私にとってトランジションが最も感動し、私を
刺激する瞬間は、予期せぬ愉快なアプローチが
出てくるときに「なんという名前だったか忘れ
られたときです。デビット・ボウイが描かれた
10ポンド冊は完璧な例なんです。売り物は何も
ないが、提供するものがたくさんある店もそう
です。

果樹の木を植えるプロジェクトや口述史、ツ
アー、詩、地図、ストーリーテリングのアート
プロジェクトもそうなんです。美的で挑戦的で
包括的になるよう創造性を発揮してトランジ
ションのプロジェクトを作ってください。あな
たがしていることの話をより広い動きで分かち
合いましょう。

ロンドンのトランジションキンセール　キルバーンは地元で果樹を収穫し、このよ
うな美しいラベルをつけて保存するためのワークショップ運営しています。写真：
ジョナサン・ゴールドバーグ
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振り返りと祝福
あなたのグループのしていることについて振り返り、達成したかを賞賛する
ことはトランジションをやるにあたって必要不可欠なことです。あなたが
行ったことを評価し、一緒にグループとしてうまく働くかを探るスペースを
作ることは重要です。
問題を早期に話し合って対処することで、燃え尽き症候群を回避し、争いに
健全な方法で対応するのに役立ちます。あなたの活動が世界に及ぼしている
影響を理解する時間を作れば、あなたの地域社会がどうなりたいかのビジョ
ンに向かっているかどうかを知ることができます。まずは感謝から始めるこ
とはとてもいいことだということを覚えておいてください。
一旦立ち止まり達成したことを祝うことを忘れないでください。そうしない
と、素晴らしいことであなたが行ったことを全て忘れてしまうからです。そ
してこれは一緒になってパーティーをするにはいい言い訳になります。

Transition Brixton's amazing 'Unleashing Cake'. Photo: Amelia Gregory. 

あなたが起こしている変化に気づく

「食べ物はとてもとても大切です。少し個人的なやり方ですが私が開催する理事会
にビスケットを焼いて行くの」私の母のレシピのビスケットと紅茶とコーヒーで
ミーティングを始めると形式張ったものをぶち壊すので本当に面白いの』全体をよ
り人間臭くさせ、より受け入れやすくさせるのです。これがいつもトランジション
のグループが常にやっていることです。」



1. 招待状： 楽しいものであること、
何が行われるのか、何を祝っている
のかわかりやすいものになっている
招待状になっていること。一人一人
招待してください。結局のところお
祝いなんですから！

3. 何が祝われているのか把握する： あなたが達成し、
達成したこと、そして何が祝われているのか形にして
ください。今までの辿って来た歴史年表、写真の展
示、今までの物語の映像を作ってください。大きな出
来事も小さな出来事も祝ってください。

4.  先を見て： このお祝いはすべての終わりで
はなく、単に休止地点です。このグルーウが次
にどこに向かうのか？次にどこに向かうのか、
楽しく魅力的な方法でアイデアが出てくる方法
をみつけましょう。

8. 記録してください！： 誰かにこのイベントの写真を撮ってもらった
り、映像を撮ってもらったり、何らかの方法で記録を撮ってもらって
ください。後で記録を取っていてよかったと思うでしょう。二度と同
じ方法であれほどの人たちをいっぺんに集めることはできないでしょ
うから。

9. 小難しい話はやめましょ
う！： ぜひ誰かに話をしてもら
い、そしてテンポよく、ポジ
ティブに保ち続け、物語を語
り、とても愉快に、エネルギー
を上げ、とにかくお祝いなんで
すから！ celebration, remember!

2. 飲食： これはお祝いだからお祝いには飲み物が必要です。良
いご馳走を出しなさい。地域の食の文化をお祝いしてください。



5. 変え続ける：  トランジション・ルーズのイベントでは、合唱、2回の講演、詩、抽選会、歌唱、
バングパイプ、ダンス、トランジション・タウン・ルーズプロジェクトとの交流の機会や 私たちの
いた場所を取得キャンペーンにも触れられ、食べ物、飲み物もありました。変え続けてください。

6. ダンス： いいお祝いはいいダンスがあるこ
と。いいお祝いを締めくくるには完璧な方法
です。

7. 文脈の感覚： あなたが今まで交流のあった他の
地域の団体を招待して出店してもらったり、彼らが
関わりたい方法で参加してもらいましょう。あなた
が作ったつながりや関係を祝ってください。そして
あなたが積み上げて来たものを祝福してください。

10. 参加人数： いいお祝いにはある程度の参加人数が必要です。いい賑わいが必 要です。

素晴らしいお祝いをする方法
「7年のかゆみ」パーティーのトランジション・ルイスからの教訓



3
このビギナーズガイドの目的は、
あなたが意を決してトランジショ
ンの活動を実行できるようにする
こと。それから、トランジション
の活動を最大限成功させるのに必
要となるオンラインの情報源をお
伝えすることです。詳細は後で触
れますが、ここでは重要な点につ
いて述べるにとどめます。

トランジションの活動をしながら
学んだことの1つに、あなたが今
作ろうとしているタイプのグルー
プ（立ち上げグループであれ、コ
ア・グループであれ）と、あなた
のトランジションの地域グループ
が最終的になるグループタイプは
違うということです。

徹底理解:
トランジショ
ンの始め方

立ち上げグループ
地域でトランジションを始めるには、時
間と労力を割くことができ、その上幅広
いスキルと経験のあるグループが必要で
す。魔法で始まるわけではないのです！
　トランジションの初めの1歩を進める
のはこのグループ。このグループを立ち
上げグループと呼んでいます。このプロ
セスにかかわる全員がこのガイドに目を
通してから集まり、トランジションをど
のように始めるかの計画を話し合うのが
理想的でしょう。44

トランジション開始トレーニングは、ト
ランジションを始める最適な基礎固めの
1つ。詳細はこちらをお読み下さい。
https://transitionnetwork.org/do-
transition/training/trainings/transition-
launch-training/



コア・グループ
コア・グループの出番はもう少し後。立ち上げグループが築いた基礎の上に成立
します。立ち上げグループのメンバーが誰もいないことも、または、その中から
数人が参加したり、全員同じ人になることもあるかもしれません。コア・グルー
プは一般的に、聞けばトランジションを連想させる素晴らしいプロジェクト全て
を触媒作用を及ぼすグループです。でも、コア･グループが成り立つのは立ち上
げグループが築いた基礎があればこそ。次のセクションで、このことについてさ
らに説明しましょう。
(上)コア･グループのミーティング　写真：ジョナサン・ゴールドバーグ
(Jonathan Goldberg)



立ち上げグループ
検討すべき大切な
こと
人
トランジションは私たちだけではできませ
ん。もちろん、一人一人でできることはたく
さんあります。エネルギーの節約、旬の食べ
物をもっとたくさん食べることなど、個人で
できるこうしたことはいずれもとても大切な
事柄です。でも、トランジション活動には、
自分たちだけでなく、もっと多くの人たちが
必要なのです。あなたの知り合いに、トラン
ジション活動に既に参加している人がいるか
もしれません。友だちであったり、職場の同
僚や大学の仲間だったり。あなたが既に参加
している別のグループのメンバーとして、参
加しているかもしれません。既にトランジ
ション活動に参加している人の知り合いがい
ないなら、どのようにして仲間を見つける
か、いくつかの提案があります。

・似たような活動をしている友だちや、考え
方が近い人、グループ　と連絡をとる
・あなたのネットワークや、ソーシャル・メ
ディアを通して周知する
・映画上映イベントやトークイベント、その
他のイベントを主催し　て参加者を集める。
やり方はこちらをお読み下さい：
・地域のラジオ局でトランジションについて
話す
・似通った目的のグループと一緒に活動し
て、つながりを作る

以前に一度、自分の町でトランジションに関
心がある人は誰もいない、このようなことを
気にしているのは私だけだと嘆くオーストラ
リアの女性から連絡を受けたことがありま
す。
「本当にそうですか？」と私は尋ねました。

1ヶ月後、再び彼女から電話がありました。落
胆していた彼女の声は、意気揚々としたムード
に一変。地元の新聞に広告を出したとこ
ろ、120通を超える連絡をもらい、彼女のトラ
ンジション・グループが 誕生したとのことでし
た。

魔法の数は1か12
それともその間？
前にも言ったように、グループにあなたしかい
ないなのら確実に小さすぎです。では、どれだ
け大きいと大きすぎで、どれだけ小さいと小さ
すぎるのでしょうか？　私たちの経験では、理
想のグループサイズは、5人から8人の間。12
人ならおそらく多すぎです。当たり前のように
聞こえるかもしれませんが、グループメンバー
はトランジションに興味があることが重要で
す。この必須ガイドや、トランジションについ
ての他の文献を読む位の興味と言えるかもしれ
ません。すでにトランジションのトレーニング
を受けている、または、既存のトランジション
グループを見学したことがあれば、さらに良い
でしょう。

誰を？
トランジションを首尾よくスタートさせるに
は、多様な人たちが必要です。ここに挙げるの
は、実際に役立つスキルや資質のリストです。
新メンバーを何人か探している小さなグループ
なら、このリストをチェックして、既にグルー
プに備わっているスキルを確認することは有益
です。その後で、不足スキルが補えるかどうか
を考えましょう。新メンバーを増やすのか、現
在のメンバーのスキルアップをするのか。リス
トを見てどうか気を悪くなさらないで下さい。
必要なスキルは伸ばすことができます。何か助
けが必要な時はいつでも人にお願いすることも
できるのです。

組織作りのスキル：プロジェクト管理、グルー
プを円滑に機能させること、人と人との活動を
組み合わせること、ボランティアと一緒に活動
すること

よくある質問：
地域の関心を惹く、地域に関係のあるイベントを開くにはどうしたらよいでしょうか？

気候変動やエネルギー供給という世界規模の大きな問題に関心のある人たちは一部でしょう。
多くは身近な問題に関心が向いています。健康や生活の充足感、隣近所とのつながりが感じら
れること、住宅価格、あるいは失業問題。トランジションの課題を、地域の課題と結びつける
ことは重要なスキルです。古老から聞いた話を通して、どうしたら地域の歴史を高く評価でき
るでしょうか？　あるいは、どのようにすればローカルフードのお祭りや健康的な屋外活動、
隣近所のつながりを作るプロジェクトを編み出して、地域の人たちに家でも外でも安心と感じ
てもらえるでしょうか？



・人間関係のスキル：親切で話しかけやすい
こと、異なる価値観や文化、世界観の中で活
動することができること、違いや対立を抱え
ながら上手くやっていく方法を知っているこ
と

・効果的で楽しいミーティング運営のスキ
ル：ミーティングの計画と進行、グループを
機能させる方法の開発

・良いイベントの企画・進行：人前で話すこ
と、会場の手配、DVDの上映、オープンス
ペースの運営、話し合いのファシリテート
（協働促進）

・ネットワーク作りの経験：既存団体や個人

・広報スキル：報道機関への連絡、ポスター
やフライヤーのデザイン、ブログ執筆やソー
シャルメディアの活用

・情報管理：Eメールアドレスリスト、イン
ターネットの掲示板、電話番号リスト

・ウェブサイトのデザイン・管理維持

・地域のコミュニティーグループについての
知識とつながり

・地域の歴史と問題についての知識

適切なスキルを集めるのと同様に、以下のよ
うな人たちを見つけるのも助けになります。

2015年のアースデー、ブラジルのトランジション・グランジャ・ヴィアナは、地域の
OCAカルチュラル・スクールの子供たちと共に過ごした。気候変動の学習に学校周辺のゴ
ミ拾い、締めくくりはランタン・ウォークで。写真：イサベラ・マリア・ゴメズ・デ・メ
ネジス (Isabela Maria Gomez de Menezes

・時間に都合をつけてくれる人：特定の時間でも
大丈夫（1週間に半日は？　1ヶ月に1日ではどう
か？）

・楽しい人：この手の活動がどうしたら楽しくな
るかを知っています。

・信頼できる人：有言実行の人。

・同じ方向性の人：トランジションがなぜ必要な
のか、トランジションとは何かについて、理解を
共有できるところがあります。

・気配りのある人：ボランティアの人たちは何が
できるのか現実的な判断ができ、楽しく活動でき
ているか気を配ってくれます。

・差別しない人：こうした人たちは、他の人たち
を巻き込むことに長けています。ですから、1人
か2人がグループや決定を支配してしまうことが
ありません。権力や特別扱い、ランク付けをめぐ
る問題や、この問題がグループ内外にいかに波及
するかについての気づきと言えるでしょう。

初めからこれらのスキルが十分そろっていないか
もしれません。でも、不足しているスキルをもた
らしてくれるだろう新しい人を積極的に探すこと
ができます。トランジショントレーニングを受講
することや、この必須ガイドと7つの必要不可欠
な要素を読むことも助けになることを忘れずに。



素敵なイベン
トを開催する

ロジェクトを始めた。写真：リエージュ・ア
ン・トランジション
地域に幅広くかかわるには、交流の機会をでき
るだけ多くした、創造的で考えるきっかけにな
るイベントの開催が決まって必要となります。

トランジション・グループでは、かなり初期の
段階で、新しい人を刺激して活動に参加したい
という気持ちにさせるには、暗い映画はあまり
良い方法ではないと学びました。それよりも良
い方法があります。世界中のトランジションの
活動グループは、数え切れないイベントを開催
してきています。ここに挙げるのは、どのよう
にして素敵なイベントを開催するか、その経験
から2、3のアドバイスです。

人と人とが出会うチャンスを最大限にすること
は本当に重要です。どのイベントでも、隣の人
に向いてもらい、自分の名前、どこから来て、
なぜここにいるのかを話してもらうことから始
めましょう。ざわめく部屋のエネルギーに耳を
傾けてみましょう。このようにして出会った2
人が恋に落ちて数組のカップルができたと聞い
ています。赤ちゃんが1人生まれたとも！

映画を上映、またはトークの予定があるなら、
その後で小さなグループ（最大3、4人のグルー
プ）で話をする時間を作りましょう。質問時間
の前でも良いかもしれません。良いイベン

ト開催の秘訣について、詳細はこちらをお読
み下さい： https://transitionnetwork.org/
resources/planning-putting-events-guide/
活動に参加するにはどうしたらよいか、新し
い人がはっきりわかるようにしましょう。例
えば：

・イベントでは、Eメールか連絡先をいつも
控えておくこと。手伝ってくれる意思がある
かどうか聞いて見ましょう
・活動にもっと深くかかわることに興味があ
りそうな人に話しかける、「新しい人の世話
係」か「ボランティアコーディネーター」を
決めておく
・何となく恥ずかしそうにしている人、どこ
となく自信がなさそうにしている人を見つけ
て、具体的な作業やイベントのお手伝いをし
てくれるようお願いする
・全てのミーティングに出なくても協力して
もらえる方法を探す。イベントやプロジェク
トを手伝ってくれる人たちのリストを用意す
るのも手
・「手伝い求む」のオンラインリストを作
る。または、自分の掲示板やニュースレター
に掲載する

どこで？
適正規模にすることが、トランジションの地
域グループにとって重要です。人口が2～3千
人から数万人の町が適しているようです。都
会の中では、何十万人かの市全体を活動舞台
にしている人たちもいますが、大抵は近隣の
地域で活動する方が適しています。田舎の地
域では、1つ、またはいくつかの村をあなた
の地域グループがカバーするかもしれませ
ん。

どこにするかは、対応できる範囲だと感じら
れる大きさ、かつ影響力があると思える広が
りを基本として決めることになるでしょう。
住まいの場所のわかりやすい地域区分を考え
るのは良い方法です。近隣地域か、市か、行
政区域なのか？　総じて、小さく始めて育つ
に任せることがお勧めです。ご近所の人たち
の創造性を刺激しましょう！

リエージュ・アン・トランジション (Liege
en Transition) は、大規模な公開イベントを
皮切りに「Ceinture Aliment-terre
Liégeoise」のプ



よくある質問：
田舎の村に住んでいます。まさか
ここでトランジションの活動はで
きないですよね？
Where people are spread out often many
villages combine to create a Transition
Initiative. If there’s a town with an
initiative near you they may also provide
some groups and meetings that you can
work alongside.

他の団体と活動する

私たちが自分だけでトランジションの活動が
できないのと同じように、他の団体とのつな
がりを作らずにやりたいことをやろうとして
も、あなたのトランジションの地域グループ
は決まって苦労するものです。

例えば、トランジション・タウン・トットネ
ス (Transition Town Totnes) の初期には、イベ
ントの共同開催など、他のグループとのつな
がり作りに多くのエネルギーが注がれまし
た。ガイド「How to create partnerships（ど
うやってパートナーシップを築くか）」に目
を通してみて下さい。

ネットワーク作りを始める
トランジション・ネットワークに地域グループ
として登録するのは良い方法です。登録はとて
も簡単。個人登録をして、トランジション・
ネットワークのニュースレターを定期購読する
のも必須です。新しいニュースやトランジショ
ンの進展が逐一わかります。住まい近隣の他の
地域グループを見つけることもできそうです。
そのような他の地域グループに連絡をとるか、
地域のネットワークがあるならそのネットワー
クに連絡をとってみましょう。全てこのサイト
ですることができます。https://
transitionnetwork.org

ルクセンブルグのトランジション・イベント
で、互いに自己紹介をする聴衆。
写真：キャロル・レッキンジュ (Carole
Reckinger)

ブラジルのサン・パウロにあるスラム街ブラジランジア (Brasilandia) でのコミュニティー・アート・
プロジェクト。トランジション・ブラジランジア主催。写真：ボア・ミトゥーラ (Boa Mistura)



おめでとうございます！　これであなたのトランジ
ション･グループは活動開始です。気分爽快でしょ
う？　今頃、きっと気づいていることでしょう。
様々な面で協力的な団体やグループ、個人とのつな
がりを築いたり、共にイベントを開催してお互いの
活動を盛り上げる方法を見つけたり、一緒に活動す
る上で効果的となるトランジションの立ち上げグ
ループをあなたが作り上げていることに。

時間をとって、何かのトレーニングやワークショッ
プを一緒にしても良いでしょう。効果的なミーティ
ング運営について学んだり、「つながりを取り戻す
ワーク (The Work that Reconnects) 」（ジョアン
ナ・メイシーによるワーク）で世界を広げてみた
り、トランジションのスタートトレーニング（オン
ラインでも配信）に参加してみたり。多くの人とか
かわるにつれて、連絡先のリストを作るようになる
でしょう。もしかしたらウェブサイトかフェイス
ブックのようなソーシャルメディアのサイトを立ち
上げているかもしれません。活動状況やその他の情
報について逐次発信していることでしょう。
この段階でよく聞かれる質問の一部です。このサイ
トの「よくある質問 (FAQ) 」(http://
transitionnetwork.org/do-transition/starting-
transition/how-to-start/) をご覧下さい。このよう
な質問に答えています。
・グループは誰でも参加できるようにするか、限ら
れたメンバーにするか、どちらにすべきでしょう
か？
・ 資金集めはいつすべきでしょうか？
・ 組織体系はどのようにすべきでしょうか？

トランジション・ケンサル・トゥ・キルバーン (Transition Kensal to Kilburn) の「あり得な
い美味しさ (Unthinkable Drinkable) 」～都会でワイン作りプロジェクトが、仕上がり品の最
初の一杯を祝う。
写真：ジョナサン・ゴールドバーグ (Jonathan Goldberg)
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始動！

健全なグループの構成要素はこちら：
https://transitionnetwork.org/do-transition/
starting-transition/7-essential-ingredients/
healthy-groups/効果的なミーティングの運営
方法やグループをどのように発展させるか、
あなたのトランジション地域グループに参加
してもらい活動を続けてもらう方法、さらに
はグループの意思決定について読むことがで
きます。でも、立ち上げグループとして考え
ておくべきことは他にもあるのです。

・立ち上げグループのミーティングは、規模
の大きい公開ミーティングよりもリラックス
したムードかもしれませんが、ミーティング
は真剣に行うべきで、行動を決定し、誰が実
行するのか合意をとるべきです。

・どのように物事を決定するかをグループと
して決めることはとても重要です。後々、数
多くの決定をする必要が出て来るからです。

・立ち上げグループとして楽しむこと、成功
を祝うこと、それぞれの貢献を評価するこ
と、さらには一緒に活動を行うのと同じよう
に社交的な側面も忘れないようにしましょ
う！　なすべき全てのことのうち、こうした
ことが何よりも大切なことかもしれません。



グループの維持と
新しい仲間を増や
すこと

グループが良い人たちに恵まれている時、メン
バーを固定したいと思うかもしれません。そう
すればそのグループで活動を続けることができ
るのですから。それも良いでしょう。そうしな
がらも、人はなぜグループを離れるのか、どの
ようにしたら新しい人が参加するのかについて
考える必要があります。

活動に参加したいという人がたくさんイベント
に来るかもしれません。立ち上げグループを大
きくしすぎずに参加してもらえる方法がある
か、または、恒常的に新しい人たちが参加でき
る方法があるかを考えてみましょう。イベント
の企画や外部とのパートナーシップ作り、プロ
ジェクトの立ち上げなどの面を手伝ってもら
う、または、食べ物のような個別的なテーマに
取り組む活動グループを新しく作る地域グルー
プもあります。オープンスペースのようなイベ
ントは、参加者に自分たちで活動を立ち上げる
手助けをすることができます。オープンスペー
スのガイドはこちらをお読み下さい。https://
transitionnetwork.org/resources/run-open-
space-events-guide/

包括的であることがトランジションでは重要な
ので、全ての人を受け入れなければならないと
思っているグループもあります。でも、割り振
られたグループに良い影響をもたらすスキルや
個人的な資質を持ち合わせていない人たちもい
ます。そうした人たちに、地域グループ全体の
他の部門に活動の場所を見つけるお手伝いをす
るのは悪いことではありません。

新しい人がグループに参加する時、知ってお
いてもらうべきことについて検討するのは賢
明です。そうすれば、新しい人たちは気兼ね
なく活動することができます。新しい人につ
いてあなたが知っておくべきことについて
も、もちろん検討すべきです！　誰でも受け
入れますか？　参加基準を設けますか？（例
えば、一定時間参加することができるか？　
グループの活動理念に同意するか？　行動規
範に署名するか？）

新しい人がミーティングに来る前に、あなた
のグループがどのようなもので、どこで活動
しているかのイメージをもってもらえるよ
う、新しい人に説明する人員をグループに用
意するのも良いでしょう。

以下のようなこともできるのではないでしょ
うか。
・新しい人がミーティングに来る時、メン
バー全員に、自己紹介とグループ内での仕事
を説明してもらう

・新しい人に、トランジションに参加したい
と思う大まかな理由とグループにどのように
貢献できるか話してもらえるようお願いする
・ミーティングの始まりの時に、物事がどの
ように決定されるのかについてと、今話し
合っていることについて説明をする

新しい人に参加してもらうことについての詳
しい情報は、こちらの詳細ガイドをお読み下
さい。：https://transitionnetwork.org/
resources/get-keep-people-involved-
transition-guide/

異なる関心の分野に応じて活動グルー
プを作るのはとても有益な戦略。
写真：マイク・グレンビル (Mike
Grenville)。
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トランジションタウン・ブリクストンを作る
日。 写真：ジョナサン・ゴールドバーグ



トランジションを育てるのは波乱万丈かも。でも心配しないで！
どんな新しいプロジェクトを立ち上げても、軌道に乗るまでは時間のかかるもの。自分の地域で
トランジションを進めて混乱しているように感じても、心配しないで下さい。プロジェクトの核
心部分を意識することがプロジェクトを進める手助けとなりますが、核心部分に拘ることで活動
を制約したり、何かをするのをやめたりしないようにしましょう。まずは面白おかしく、チャレ
ンジを楽しみ、地域に願う未来を育てていくことです。

以下、立ち上げグループに必要なこと全てが揃っているかがわか。チェック
リストです。
・立ち上げグループの役割を理解している
・自分のグループが持ち合わせているスキル全てと不足部分がわかっている
・トランジションが何かについて理解している
・活動範囲となる地域を決めてある
・トランジションが、自分たちの生活環境にどのように馴染んでいくかについて考えてある
・トランジション・ネットワークのウェブサイトか、国内のハブに登録済みである
・すぐ近くで活動しているトランジション・グループと連絡をとっている
・ 効果的なミーティング運営の要領がわかっている
・新メンバーに、活動にどのように参加してもらうか考えてある
・トランジション・ネットワークのウェブサイトで見ることができるサポート情報に目を通し
てある
・任務、進め方、人間関係のバランスについて、自主的に考えて良いバランスを編み出してい
く必要があることについて理解している

トランジション・ストラウドの「ポテトデー」。地域のショッピングセンターで：写真：
ジョナサン・ゴールドバーグ

トランジションネットワークの情報
以上の点をクリアするのに役立つ様々な分野の情報は、こちらで読むこ
とができます：https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-
transition/7-essential-ingredients/
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4
徹底理解：さ
らに強固に

立ち上げグループからトラン
ジション地域グループへのシ

フト

いったん基本要素の全てを終え
てしまえば、立ち上げ段階は完
了です。良くやりましたね！　
あなたの立ち上げグループがで
きたのです！　お祭りでもして
しまいそうな勢いですね。この
段階で、具体的な活動グループ
やプロジェクトがあるかもしれ
ませんし、立ち上げグループが
できただけかもしれません。ど
ちらでも大丈夫です。

これで、次のトランジションプ
ロセスへと移ります。そこでの
目的は：

・地域グループのコア・グルー
プを確立する
・食べ物やエネルギーなどのよ
うなトランジションの課題に取
り組むグループを立ち上げる
・もっと規模が大きく影響力の
あるプロジェクトが可能となる
よう、組織体系を発展させる

Photo: Jonathan Goldberg. 



まとめる

コアグループへの移行では、あなたの焦
点は次のようにシフトします。

•グループの基盤を築くところから、野心
的でインパクトのあるプロジェクトに乗
り出すことへ
•基盤層である人々のグループから、その
基盤の上に素晴らしく美しい建物を建設
する人々のグループへ
•トランジショングループを存在させ、成
功させるために集まった人々のグループ
による決定から、多数の特定のプロジェ
クトを存在させ、繁栄させたいと望むグ
ループへ。

あなたがトランジションに結びつけてい
るこれらの実に見事なプロジェクト（地
域通貨制度、意図的なリローカリゼー
ション制度、地域エネルギープロジェク
ト、都市農業イニシアチブ）にはすべ
て、立ち上げグループが創出する基盤、
構造、プロセスが必要ですが、 また、現
場でプロジェクトを実行している人が決
定を下すコアグループも必要です。

コアグループは、次のような時にうまく
機能していることがわかります:

•意思決定の影響を受ける人々に、その意
思決定をするときに言葉で伝える
•活動に関わる人々や外部で助けてくれる
人々に対して、その活動の透明性を確保
し説明責任を果たすための方法を作成す
る
•ディスカッションやプロセス内での安全
を確保するために十分なプライバシーと
透明性とのバランスをとる
•新しいアイデア、人、物事のやり方を可
能にしながら、継続性を維持する
•新しいアイデアを生み出し、新しいプロ
ジェクトや新しい企業の種をまく（必ず
しも自分たちでやらなくても良い）助け
となるとき
では、あなたがコアグループの中に確実
に入るために必要なことは何でしょう？

テーマグループ
ここまでには、おそらくいくつかのテーマ
グループ（例えば、食べ物、エネルギー、
内なるトランジション、教育など）を作っ
ていることでしょう。
健全な機能を持つテーマグループを持つこ
とは、コアグループを構築する上で不可欠
です。立ち上げグループは、プロジェクト
を行う人々が必要とする積極的な支援を提
供するために一歩下がります。
テーマグループがまだない場合は、テーマ
グループをどのように持ち込むかについて
のいくつかのアイデアがあります：

•食べ物やエネルギーのような、トランジ
ションの特定の側面についての映画や講演
のイベントを開催することができます

•イベントのフォローアップとして、数日後
にオープンスペースのセッションを開催す
る（オープンスペースのガイドはこちら）

•両者の最後に、その件に関するテーマグ
ループの立ち上げにつながることを期待し
ていることを発表し、前へ進める人々を招
待する

•あなたが良いと思う人を明らさまに招待す
ることもできますし、グループを作ること
を望んでいるかどうか尋ねることもできま
す

•時には誰かがグループに来て、テーマグ
ループを始めてもいいか尋ねることもある
でしょう！

•テーマグループを作成したい分野ですでに
動いている既存のプロジェクトを探して、
尋ねることができます

プロジェクトが立ち上がり動き出したら、
コアグループの各会議にそのメンバー1人を
派遣するよう促して、現場でプロジェクト
を行っている人々のニーズに合わせてグ
ループが形作られるようにしてください。



プロジェクトサ
ポート
すべてのテーマグループが独自のものを必
要とするのではなく、
•ウェブサイト
•銀行口座
•オフィス
•ニュースレター
•Twitter / Facebookアカウント
•イベント日記...など

立ち上げグループは、より広いプロジェク
トにプロジェクトサポートを提供するプロ
ジェクトサポートグループに進化すること
ができます。 そのグループ（「プロジェク
トサポート」と呼びましょう）は数多くの
役割を果たすことができます。 ：

•主要な地方組織との関係を保持し、管理す
る
•資金調達の適用を一緒に引き出す
•幅広い組織の健全性と良い運営を支える

より大きくて影響力のあるプロジェクトを
サポートできるようにするためには、以下
のような法的要件も考慮する必要がありま
す。

•財政的責任
•保険
•健康と安全
•子供の保護
•個人的責任
•その他の法的責任

この作業は現場でのプロジェクトを行うの
と同じくらい魅力的なものではないかもし
れませんが、非常に重要なことですし、こ
のようなことをするのが大好きな人もいる
のです！
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次世代への移行

あなたの創設メンバーが全員バスにひかれ、そ
のプロジェクトに関する彼らの知識が失われた
なら、どうなるでしょうか？わずか数人で組織
のノウハウをすべて携行することは、プロジェ
クトの大きなリスクです。創始者のエネルギー
は、トランジションの初めに不可欠ですが、時
間の経過とともに新しい人々が関与することを
防ぎ、グループを支配しかねません。新しいメ
ンバーは、固定メンバーの影の下で、新しいこ
とを起こす挑戦に不満を感じていると自ら気付
くことがあるでしょう。

創設者にとって、プロジェクトが自立するため
に、もはや創設者が必要でなくなるということ
は、実際には成功の兆候であると認識すること
が重要です。それは、プロジェクトの中で行う
のが最も困難な動きであるかもしれませんが、
そこから脱出する動きは、グループが発展する
という点で最も重要なことです。

本当にここで役立つことの1つは、グループが
その史を伝え、尊敬するための余裕を作り、グ
ループがどのようになったのか、誰が来たの
か、どのように展開したのかを伝える時間を持
つことです（トランジションタウン・トットネ
スがここで行ったように）。人々がその歴史の
中にいると認識されていると感じるなら、本当
に彼らがどのように発展させるか考え始めるの
に役立ちます。

これが起こると、時にはそれが円滑な移行にな
るか、あるいはグループがそのビジョンとその
目的を再考するときに、ちょっとした権力闘争
につながることがあります。それはすべきこと
なのですが、時期が適切ならば、ほとんどの場
合、結果としてプロジェクトが本当に成功した
と気付くことになるでしょう。このプロセスを
サポートするために外部のファシリテーターを
招待することは非常に役に立ちます。



新しいメン
バーとボラン
ティアを巧み
に管理
トランジショングループから頻繁に聞く懸
念の1つは、新しいメンバーやボランティア
を維持することがいかに難しいかと言うこ
とで、おそらく数回の会議に出席してから
離れて行くのです。それがなぜ起こってい
るのかいくらか考えました。ここでは、彼
らを継続的に関与させる最善の方法につい
ていくつか提案したいと思います。
あなたは彼らに組織の基本的な構造と手順
を説明する誘導セットを与えることができ
ます：

組織の基本的な構造
•誰がどのような役割を果たしているか
•財政の対処方法
•組織がどのような構造のものであるか、す
なわち慈善団体、社会的企業など
•決定がなされ記録され、フォローアップさ
れる方法
•議題設定、基本ルール、役割、場所などを
含む会議の実施方法、グループまたは人間
関係の動きに懸念がある場合は、誰にアプ
ローチし話をするか

これは、人々が自分自身を方向づけ、彼ら
がどのように貢献できるかについて明確に
感じるのに役立ちます。

役立つかもしれない他のものは次のとおり
です：

•新しいボランティアむけに、最初に応対し
会う役割を担う人をおくこと。
•この人は、ボランティアが抱きそうなどん
な質問にも答えることができ、一般的な会
議の外で物事がどのように働いているかを
説明し、グループに入り込む助けができま
す

 

果物を地元の果樹から収穫するトランジ
ションKilsal to Kilburn（イギリス、ロンド
ン）。 写真：ジョナサン・ゴールドバー
グ。
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可能であれば、その役割に関するボラン
ティア説明書を作成する。 これは、受託
者、コアグループのメンバー、ボランティ
ア、ヘルパー、および有償の役割のために
行うことができます。

よって、誰かが立ち退くときに起きるかも
しれない流れのようなものはこちら：

•役割を担っている人が、立ち退くことを知
らせる
•できるだけ多くの役割を定義する
•複数の人物に置き換えて、任務を共有する
こともできる
•次に、他の人たちをその役割の一部または
全部に招き入れる

新しい人を取り入れるには時間がかかりま
すが、長期的には新しいメンバーだけがグ
ループを持続可能にする唯一のものである
ことを覚えておくことは重要です。また、
「やっている」というプレッシャーが、効
果的で幸せになるように新しい人々を支援
するのを邪魔しないようにしてください。

これを手助けするガイドはこちらからどう
ぞ。http://transitionnetwork.org/
resources/get-keep-people-involved-
transition-guide/

新しい人が役割を果たすとき、それが本当
に役立ち、明確になること：
•必要な役割や引き継がれている役割
•スキルと時間のコミットメント
•どのように引き継ぐのか



ドーナツに注意し
てください
トランジショングループによっては、「ドー
ナツ効果」と呼ばれるものが報告されていま
す。これは、グループのエネルギー、最も精
力的な人々の焦点が、起こっていることを調
整し合意するために、最初のグループではな
く、活発なプロジェクトに与えられるという
ものです。

あなたのグループの1年目は、非常に活発な
コアグループがあり、たくさんのイベントを
開催し、多くのプロジェクトを開始すること
でしょう。 5年目になると、コミュニティ
ガーデン、コミュニティエネルギー会社、定
期的な修理カフェ、さまざまなワークショッ
プが開催され、誰もがコアグループが機能し
続けるのに十分な時間がないほど忙しいで
す。だから、おそらく、10年目までには、大
きなプロジェクトが成立し、繁栄しています
が、トランジションから起こったものだとい
う事実は遠い記憶です。

いくつかの点でそれは問題ではありません。
素晴らしいプロジェクトがあります。だか
ら、なぜそれが問題なのですか？それは、ト
ランジションの地域グループ全体に入ってく
る新しいエネルギーが限られ、エネルギーと
成長の可能性の維持が困難になることを意味
する可能性があり、問題です。グループに
よっては、コミュニティ内外からの資金調達
によって、一から十まですべて一緒に計画
し、異なる要素すべてを何か大きなものの一
部に感じさせるプロジェクトマネージャーを
活かすことで、これを実現します。いくつか
の点でそれは問題ではありません。素晴らし
いプロジェクトがあります。だから、なぜそ
れが問題なのですか？それは、トランジショ
ンの地域グループ全体に入ってくる新しいエ
ネルギーが限られ、エネルギーと成長の可能
性の維持が困難になることを意味する可能性
があり、問題です。グループによっては、コ
ミュニティ内外からの資金調達によって、一
から十まですべて一緒に計画し、異なる要素
すべてを何か大きなものの一部に感じさせる
プロジェクトマネージャーを活かすことで、
これを実現します。.

立ち上げグループからコアグループへの移行
に関する完全なガイドはこちら：http://
transitionnetwork.org/resources/moving-
core-group-guide/

または...
ドーナツのたとえがあなたにはそもそもピン
とこない場合、あなたは宇宙で夕食を食べる
ように考えるかもしれません。慎重に気配り
していない限り、前菜はそこら辺に浮かび、
プディングはあっちに、ナイフとフォークは
どこかに浮かんでいるかもしれません。トレ
イにすべて置いておくには、意識的な努力を
要します。トランジションと同様に、すべて
が同じプロセスの一部のような気持ちを維持
するには、いくつか重点的な注意が必要で
す。
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5
あなたのグループが進展するにつれ
て、達成したことを祝うために定期
的に立ち止まること（p41参照）
と、それがどうなっているかお互い
にチェックインすることはますます
重要になります。私たちはこれを支
援するために、トランジションヘル
スチェックと呼ばれるものを作成し
ました。

あなたのグループがどのように活動
しているかを知るためには、少なく
とも年に1回ヘルスチェックを行う
ことをお勧めします。ヘルスチェッ
クはまた、あなたのグループのため
に進む道を指すことができ、問題が
発生する前に問題を解決するのを助
けることができます。それは多くの
トランジショングループ（多くの文
化にわたって）でテストされてお
り、トランジショングループをうま
く機能させるものとそうでないもの
の知恵を掘り起こしています。

トランジション
ヘルスチェック
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トランジションヘルスチェックの使用方法に関するワーク
ショップ。トランジションPenwithのPenwithReconomyの
日、2015年2月。写真：マイクトーマス。



トランジションヘルスチェッ
クは、以下を支援するように
設計されています。

•あなたの地域グループが今どの段
階なのかを反映する
•何がうまくいっているのか、何が
強化できるのかについて話し合う
•あなたの強みと成功を祝う
•より多くの仕事、スキル、または
リソースが必要な領域を特定する
•適切な次のステップを明確にする
（やることを減らすという場合もあ
ることでしょう）。

多くのグループは、ヘルスチェックを使用
することで多くの質問が提起され、時には
それで始まる議論から回答が得られること
が分かっています。あなたの地域グループ
がどのように働いているかが焦点です。

すべてのトランジショングループは、関係
する人々のミックス、あなたの文脈での機
会と課題、および参加（あるいは不参加）
に影響を与える外部イベントによって異な
ります。ヘルスチェックの結果は、起こせ
ていないことに打ちひしがれるのではな
く、達成したことを祝福することを願って
います。私たちが知っているどの地域グ
ループも全部が満点などいないのです！

私たちは、動物の観点からヘルス
チェックを考えたいと思います。
それは特定の動物ではありませ
ん：異なる文化では、動物は異な
る意味を持ちます。だから、4本
の足、尾、頭、普通の動物にしま
しょうか。私たちはピカチュウ
（ポケモン）のように変わって見
えますが、あなたも思いのままに
想像することができます。

四つの足は基礎を表し、四つの要素がなけ
ればあなたのトランジショングループはど
こにも行けません。以下です。：

1.あなたのコミュニティをトランジション
に巻き込む
2.健康的なグループ
3.ネットワークとパートナーシップ
4.実践的プロジェクト

あなたがどれくらいうまくこれらのことを
しているかについて、あなたのグループで
正直でオープンな議論をしてください。そ
れぞれに1から5の間で点数を付けることが
できます。

次に、私たちの動物の目はビジョンを表し
ています。グループのビジョンは、それ自
体に対して、そしてそれが作りたいものに
対して、どれくらい明確でしょうか？

あなたの動物の尾が揺れていますか？尾は
反響と祝福を表します。グループはどのく
らい幸せですか？エネルギーレベルはどの
ようなものですか？何を達成したのか、何
をやっているのかを祝うのに十分頻繁に時
間をとっていますか？

最後に、私たちの動物の周りの世界はムー
ブメントの一部です。あなたのグループ
は、あなたの地域のトランジショングルー
プとどのくらいつながっていると感じてい
ますか？国内、さらに国外のトランジショ
ンムーブメントとはどうですか？

ランカスターの2015年トランジションロード
ショーの参加者は、その地域グループのために
トランジションヘルスチェックを実施しまし
た。



それを年1回の恒例にする...

より長いヘルスチェックをする夕べにすることもできるでしょう。多分、食事を共有し、独自の
バージョンの動物を描き、それをグループがどこに行き着いているのかについての本当に良い、
感謝の念のある議論の機会として使用してください。すべてがどのように進んでいるのかについ
ての幅広いレビューの一環として、毎年行うのはすばらしいことです。
ここでヘルスチェックを参照できます：https://transitionnetwork.org/do-transition/
healthcheck/

Photo: Rob Hopkins



次はどこへ？
それはあなた次第です。この多彩で、願わくは、やる気を引き出せるガイドブックが、あなたが
住んでいる場所からこのプロセスを蹴り出すために必要なものすべてを与えてくれることを本当
に願っています。適切な構造とプロセスを整えれば、何かすばらしいことができます。あなたは
ずっと何をしたいと思っていますか？あなたの周りの世界に、あなたが家と呼ぶ場所に現れる何
を生み出してみたいと思っていますか？トランジションは小規模なプロジェクトから始まりま
す。これは、人々に自信、変化が可能だという感覚を与えるのに非常に重要であり、その人々に
とって他の人と協力して仕事をする初めての経験となるかもしれません。

トランジションは深く野心的です。私たちが住む場所でのやり方を変えたいと考えています。自
分自身を養い、自分自身を住まわせ、自分自身を雇用し、自分自身を力付けたいと考えていま
す。それは大きな問いかけです。そして、それは時間と決意と一体感を必要とします。しかし、
覚えておくべき重要なことは、あなたのプロジェクトの行い方のほうがプロジェクトの内容より
も重要であるということです。私たちがここでやっているのは、世界を再構想し再構築するプロ
ジェクトを作ることだけではありません。同様に重要なことは、私たちが働く仕組み、私たちが
創り出す組織文化、そして創造したい世界をモデル化することです。私たちが現在の文化を支え
る不健全な方法や関係を再現するならば、新しい、より健康的でしなやかで

だから、あなたがすることは、あなたが創造するものは、あなたの創造性と、あなたが何でも可
能だと信じられる程度によってのみ制限されます。 世界中の他のトランジショングループがして
いることに注目して、インスピレーションを維持してください。 それから自分のプロジェクトの
小さな一片から始めて、世界を変えてください。

フランスのウンガーハイムは、地方政府の完全な支持を得て、トランジションが達成できる
ものの素晴らしい例です。 そのストーリーは、今では映画「Qu'est ce qu'on attend?」（何
も待つことないのでは？）（映画会社のMarie-Monique Robinが作成）になっています。



情報源
このガイドで扱っているリソースはすべ
て、https://transitionnetwork.org/do-
transition/のDoing Transitionセクションにあり
ます。 特に7つの必須成分、 インナートランジ
ション およびREconomyに関するページをご覧
ください。
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