アトリエ・カーグ通信 ｖ
ｏ
ｌ,10 ２０１０，11 月 １日（季刊）

http://ka-gu.spur.ne.jp/
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特定非営利活動法人 うたたのホームページが出来ました。ブログ(ｋａ－ｇｕの日記)も合わせてご覧くださ
い! ご意見や情報もお待ちしていますので宜しくお願い致します。

田島征三ワークショップ

（10 月 2・3 日 於：どろんこ村）
２日はファーマーズキッチンで
『福祉とアート』について征三さ
んに語って頂きました。
北岡さんはパリ市長賞（日本人で
は高田賢三・宮崎駿に次いで二人
目）受賞の取材が長引き、ドタキ
ャン！ 残念でした.....。
障がい者アートに鋭く切り込ん
だ征三さんの話には皆さん引き
込まれていました。

３日はどろんこ広場で自然をキャンバスにワークショップ！
途中、畑でカレーに入れる野菜を収穫し、征三さんの説明後、思い思いに材料を集めに行きました。

今年は、いつまでも暑く、木の実等尐なかったので他所で尐し拾って会場に置いておきました。
鶏の解体を見たり、
カレー作りにも皆さん
参加されました。
料理班と材料集め班に、
なんとなく分れていま
した。

☜皆さん良い表情ですね！
鶏肉と有機野菜のカレーは美味しくて、一部スタッフは御飯がなくなり、ご飯が来るまで暫く食べられない場
面もありました！
はっくるべりーじゃむさん・石川農園さん御馳走様でした！
素敵な作品も沢山出来ました！ 豊川桜ケ丘ミュージアムで 12 月 21 日～12 月 26 日でのあっちっこち de
カーグ展の一角で写真展示もありますのでお楽しみに！
※カーグの日記 http://d.hatena.ne.jp/ka-gu/と CANPAN うたた便り http://blog.canpan.info/uatatane/の
ブログにもワークショップの素敵な写真沢山出ていますので、是非ご覧下さい！
（Fhoto by 牧野和英子・保坂みゆき・石谷理華）征三さんの 10 月 3 日のブログにも出ていました。

◎今回の催事は皆様のご協力無くしては出来ませんでした。本当に有り難う御座いました！

一部作品を紹介させて頂きます。
こちらの 3 点は牧野さんの写真です。

あっち こっちｄｅカーグ展（田原市市民協働まちづくり補助金で半額補助されています。）
9 月 14 日～26 日は喫茶なごみさん・10 月 2 日はどろんこ村ファーマーズキッチンでありました。
10 月 9 日～11 日の都市型アート sebone での展示ワークショップは私用の為、中止しました。
申し訳ありませんでした。

なごみさんでの展示

ファーマーズキッチンでの展示

なごみさんでの展示では、なごみさんから比較的お近くにお住まいの利用者さん中心に作品を選ばせて頂きま
したが、その狭い範囲でも素敵な作品ばかりでした。展示中に居られたお客様も見入って居られ、「良い絵です
ね」とコメント頂きました。
どろんこ村ファーマーズキッチンの展示では、アールブリュットコンビの田島征三さんと滋賀県社会福祉事業
団理事長の北岡賢剛さんに見て頂く予定でしたが、北岡さんは前出の理由で来る事が出来ず、皆さん残念がって
おられました。でも、おめでとうございます！ アールブリュット・パリ展の成功が受賞理由の様なので、本当
に嬉しく思います。 展示の方は後半に入り、大きな会場が多くなります。こちらも是非ご覧下さい！

障害者アート展１２月４日～１２月１２日・１０時～１６時・於：豊橋丸栄９階催事場
毎年１２月３日～９日は障害者週間です。
障害者週間とは、障害者福祉についての関心と理解を深めると共に
障害者が社会活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした
週間です。これに合わせて障害者アート展を開催します。（主催：豊橋市
豊障連さんの文章より抜粋）
１２月５日には、１３時～１５時こども未来館・ここにこで、ふぃーる工房
さんの『みんなでつくる！あーとワークショップ』もあります。
展示・ワークショップ共に無料です！
こちらにカーグの利用者さんの作品を出品します。
又、ポスターデザインの依頼を受け、豊障連会長・山下さんのイメージを
田島征三さんのポスター作製者のＴさんにお願いして作って頂きました。
文字情報が入れば出来上がりです！
ポスターラフ

Band-Club
ライブ決定!

（豊橋

さくらピア・２F 実習室）

１１月２１日

12：00～

毎月第３土曜日夕方４時～６時まで
さくらピア・ホール

私用で 9 月のバンドクラブと 10 月のライブが中止になってしまい申し訳あり
ませんでした。事業化を進める中で、法人体制の見直しもやっていきますのでこ
れに懲りず、宜しくお願い致します。
さくらぴあの文化祭で、初めてのライブが決定！しました。場所は、いつも練
習しているさくらぴあです。１１月２１日 12：00～さくらぴあ・ホールで行い
ます。 お時間がありましたら、是非応援に来て下さい！

うたたねニュース
ケアホーム改修に当たり、日本財団の助成申請を行いました。
田原市障害福祉課や自立支援協議会とも話し合いの場を持ち、意見書をお願いしに、愛知県障害福祉課にも行っ
て来ました。新築案が出来上がったばかりでしたが、急遽、改修に変更になりました。
当初、ケアホーム（共同生活介護・以下ケアホーム）と日中一時（地域生活支援事業として）の二本立てで田原
市障害福祉課とも話をさせて頂きましたが、愛知県障害福祉課で図面等見て頂いた所、ケアホームと日中一時は
同じ建物の中では出来ないと言われケアホームとショートステイ（短期入所・以下ショートステイ）との併設で
との提案を受けました。
現在行っているレスパイト宿泊の方は、ショートステイに移行出来、利用者さんの負担が減りますが、日中一
時の方は、暫く現状のままとなります。但し、緊急時などのレスパイト事業は、指定後も継続すると愛知県にも
話して来ました。 法人としては、資金等の目処が立ち次第、地域活動支援センターの建設も考えていますが、
一気にあれもこれもは資金だけではなく、体制的にも無理なので、地域の皆様のご意見・ご要望等を良く聴かせ
て頂きながら落ち着いて事業展開を考えて行きたいと思って居ります。引き続き、皆様のご理解・ご協力が頂け
る様頑張って行く所存ですのでどうか宜しくお願い致します。
尚、日本財団の助成が採択されなくてもケアホームとショートステイ事業は、来年度中に行う予定です。

うたた便り
9 月は代表の父親が亡くなり、定例行事やレスパイトの中止など、皆様には大変ご迷惑をお掛け致しました。
これからは、皆様にご迷惑をお掛けする事がない様な体制を作って行きたいと考えて居ります。
前出の通り、日本財団の助成申請を行うに当たり、地域のニーズを教えて頂いたり、当事者としての御意見を頂
いたり、図面・見積もり等、無理を言って間に合わせて頂いたり、書類の書き方、事業内容について指導して頂
いたり、沢山の方々の御協力を仰ぎました。本当に有り難う御座いました。しかし、まだ助成申請書類を出させ
て頂いただけで、これからが本番だと思い、気を緩めることは出来ません。
採択・不採択に関係なく事業は行う予定ですので、指定申請に向けて愛知県に出す書類の準備も始めています。
10 月 18 日付中日新聞朝刊・愛知県内版で法人を紹介して頂きました。
9 月に取材を受けた時は、絵画クラブ・バンドクラブ等、余暇支援の取材予
定でしたが、ケアホーム準備の為に片付けをしていた事もあり、記者さん
がケアホームの事を中心に書いて下さったのだと、勝手に思っています。
8 月に 12 年振りに小さな個展をやらせて頂いた時は、中日新聞・朝刊・
東三河版でのニュースでしたが、記事を見て頂き会場に沢山来てくれたと
聞きました。
今回は県内版。自分達が記事を見る前に、名古屋の障がいをお持ちのお
子さんをお持ちのお母さんからメールと電話で問い合わせがあったり、病
院に入院されている方からお問い合わせがあったり。新聞の力の大きさを
見せて頂いた気がしました。
❑12 月には、今年も神戸館・長澤様が、チャリティー絵画展を開催して頂
けます。こちらの方にも、ご協力の程宜しくお願い致します。
※赤い羽根共同募金を１０月３日の田島征三ワークショップで行い
2,616 円集まりました。皆様、有り難う御座いました！

編集後記
今年の後半は、法人の事業化の為に時間を割くつもりが、個人的に色々あり中々前に進みませんでした。
その中にありながらも、周囲の支援を受け、田原市にあるサクラカフェさんで小さいながらも個展が出来、沢山
の方々に見て頂けた事は、憔悴していた心の救いにもなりました。皆様、本当に有り難う御座いました。
法人の事業化に向け、宣伝の一
環として、展示させて頂きまし
たが、反響の大きさに本人も驚
いています。
創作活動に復帰したのは、一年
前十日町に田島征三さんにお会
いしに行った時に観たトリエン
ナーレの影響でした。沢山の自由な作品に出合い、京都時代は技術を磨くことばかり考えていたと気付かされ、
心の中がリリースされ、自然に物と向かい合っていました。
11 月は神戸館さんでカーグのメンバーと一緒に展示させて頂き、12 月は豊橋商工信用・田原支店さんで展示
させて頂きます。愛知県に来て 7 年、田原市に住んで 5 年。やっと地域の住人になれた気がします。
当法人は、事務局を筆頭に計算・書類作成が苦手な者ばかりなので、暫く頭の痛い日々が続きます。
指定申請に向けて愛知県・田原市等と話し合い、書類を持っていたりとしていく中で、分かったつもりで居ても、
文章にしたりシュミレーションしてみると実は分かっていなかったりで、周囲の皆様のご指導を仰ぐ事が、以前
より増してあると思いますが、その節はどうか宜しくお願い致します。

前号で予告させて頂いた法人のパンフレットが出来ましたので順次配布させて頂きます。
事業化後、内容変更もあるので 500 部だけの印刷とさせて頂きました。
文字情報だけの変更なら無料でして頂けると、制作者・京都のＩさんから暖かいお言葉も頂きました。
記録・編集：事務局

あっちこっちｄｅアトリエ・カーグ展 これからの予定
場所

期間

備考

田原市・画廊喫茶神戸館

11 月 1 日～11 月 29 日

毎週火曜日休み・カーグ＆アトリエ・ｍ展

豊橋丸栄

12 月 4 日～12 月 12 日

９階催事場・障害者アート（無休）

豊川市・桜ケ丘ミュジアム

12 月 21 日～12 月 26 日

２階・第一展示室（期間中無休）

豊橋市民ギャラリー

平成 23 年 1 月 4 日～1 月 7 日

こども未来館・ここにこ

平成 23 年 2 月 19 日～3 月 3 日

特定非営利活動法人うたた 
設 立 趣 意

自立支援法が始まり、障がい者を取り巻く
状況が厳しくな っております。福祉的支援が
弱くなりつつあり本来の福祉の役割や利用者
の方々のニーズを見直さなければいけない時
期に来ていると感じています。
21 世紀は弱者の時代と言われて久しいです
が、格差社会は拡大している観もあり、特定
非営利活動法人 うたたは福祉、芸術、音楽、
レクレーション分野の専門性を持ち、その様
な状況の中でも障がい者の方々が安心して地
域移行や就労移行、芸術活動、余暇活動が出
来るよう、福祉の向上、ノーマライゼーショ
ンの啓発、増進を目的とする事業を行って行
きたいと思っています。

❦会

豊橋市役所・市民ギャラリー
ギャラリーストリート北側（水曜日休み）

員 募 集❦

お問い合わせは事務局まで

正会員 ：入会金 1,000 年会費 1 口 1,000 円
賛助会員：年会費なし 1 口 1,000 円
[振込先]

ゆうちょ銀行

12120－16028361

豊橋商工信用組合 店番 003-0728054
[口座名義人] 特定非営利活動法人

うたた

会員様には会報（季刊）をお届けします。
特定非営利活動法人

事務局

う た た

〒441－3421 愛知県田原市田原町南晩田２０番地７

☏080-5121-0344
fax0531-22-0344
ｅ-ｍａｉ: nekoma@gray.plala.or.jp
URL
http//:ka-gu.spur.ne.jp/

