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【かてかて】
八王子周辺の方言で、まぜごはんを “かてめし ”とも言います。

そこから「まぜまぜ」の意味でつくった造語です。
障害のある人もない人も、まぜまぜの社会をあらわしています。

八王子ワークセンターは
障害ある人たちの地域生活を
ワーク（働く）の視点から

支援しています。
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ケアホーム

館

夕方４時過ぎ、仕事を終えた住人たち
が帰って来て、「きらり館」は賑やか
になりました。
ここに暮らす 4 人は、NPO 法人 CES
が運営する「八王子生活館」「ゆいまー
る生活館」で働いています。

「八王子生活館」では手織りや手紡ぎなどの創作
を、「ゆいまーる生活館」では天然酵母パンの製
造販売や、「カフェカンパーニュ（ゆいまーる生活
館）」での接客
の仕事を、み
なさん一生懸
命がんばって
い る そ う で
す。

協賛広告
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私は義父の残してくれた家を改装して、
ギャラリーを３年前に開館しました。
お客さんの他に、鳥と虫も来てくれる庭
の「出会い」を感じています。
庭にモチの木が２本あり、1945年の八王
子大空襲でも、直接の被害に巻き込まれ
ず、生き続けています。毎年、木の剪定
を義父がしてくれていたので、今でも小
鳥たちは梢に毎日来てくれています。近
所の猫も決まった時間にあいさつに来て
います。
ギャラリーのオープン時、そこに少し緑
があり、樹木を残す事の大切さを、宮澤
賢治の童話「虔十公園林（けんじゅうこう
えんりん）」で思い出し、大学が多くある
八王子で学生さん達が巣立ち、地域に再
び戻って来て欲しいとのねがいで、憩い
の場として利用していただければと考え
ました。
ギャラリーは「くらしの中にアートを」
と「くらしアート 無名庵（むめいあん）ギ
ャラリー」と名付けました。
「美大生ら芸術家の卵たちの発表の場に」
と身近な日本の和の雰囲気を演出しよう
と家の内外の壁を塗り替え、サッシ戸を
木枠の戸に替えました。
日本の家屋の良さを見直すとともに、木
の温かさを大切にしております。
湿度の多い日本にあった風通しを良くし
た家屋は、四季の景色が見えてきます。

京都の町家の文化で、少ないスペースを
上手に利用した先人たちの知恵に気付き、
世界に類例のない独特の「坪庭」での、
暮らし方を勉強して取り入れました。
茶の湯の理想の環境「市中の山居」も目
指して、毎日を掃除と庭の手入れです。
床の間は、絵や掛け軸などを飾る空間で
す。暮らしの中のアートを！進化させて
いこうと思います。ギャラリーとして、
創作を活かす空間が心を豊かにし、楽し
ませてくれます。
庭の手水鉢（ちょうずばち）に、くる鳥た
ちを見ていると、メジロの鳴く声も分か
るようになりました。
鳥や動物たちは、心地よい場所を知って
いるのでしょうか…。
芸術に触れる憩いの場としての、「しつら
い」も、いろいろ見えてきそうです。
生命が38億年にわたる歴史で、この地球
に生存している生きものは、共通の祖先
から分かれてきた…すべて同じ年齢であ
り、同じ祖先から進化してきたと…窓か
ら差し込む陽の光に見える草木や、テー
ブルの上の食べ物や、お米も豚肉も、多
種多様な生き物として自分に写り、毎日
「くらしの中にアートを」考えています。
企画展がない場合も常設展示やアートス
ぺースに、遊びに来てください。

「鳥も虫も動物も…くらしの中のアート」
滝島 憲治（たきしま けんじ）
くらしアート無名庵ギャラリー ・ オーナー

◆施設所在地：
〒193-0835 東京都八王子市千人町 2-6-5
                    プライムコート千人町１階
＊ 西八王子駅北口より徒歩約 5分
◆お問合せ先：TEL 090-9398-4799 
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くらしアート無名庵ギャラリー　八王子市子安町1-20-3   TEL 090-9957-0880
無名庵は、さまざまなかたちで利用されています。創作好きな人が集まる「万（よろず）美術部」、みんなで見
ると楽しみが10倍「無名庵シネクラブ『私の一本』映画上映会」、朗読会、などなど。ギャラリーとしての展示
や掘り出し物市企画もあります。ご利用は１2：00～19：00　月曜定休日  http://mumeian.exblog.jp
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渡辺 祐司さん
AKB48がお気に入りです。毎朝「はなまるマー
ケット」のテレビも楽しみにしています。

小林 千恵さん
ピンクが大好き。後ろの壁掛け
は、千恵さん自慢の作品です。

佐藤 香菜子さん
優しく友だち思いの香菜子さん。
お仕事も楽しくやっています。

大沢 貴美子さん
部屋は大好きな物ばかり。作品展の
タイトルも好きなものにしました。

大沢 貴美子作品展「マトリョーシカちゃん展」
2013年2月5日（火）～3月2日（土）11：00～17：00

カフェ カンパーニュ
八王子市南新町17-5 田村ビル1F（ゆいまーる生活館） 
TEL 042-626-2296 FAX 042-626-2307　定休日／日・月・祝
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2013 年 4 月より、障害のある方たちの
ための「地域活動支援センターⅢ型」
と「放課後等デイサービス」を実施す
る予定です。
　地域活動支援センターは、主に働く
人たちの社会学習や憩いの場として、
放課後等デイサービスは、学童の人た
ちの放課後の学習や仲間づくりの場と
して、みなさんに笑顔で楽しんでいた
だける場所をつくっていきたいと思っ
ております！！

利用者募集！！
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活動日
地域活動支援センター　水・金・土・日
放課後等デイサービス　月～金

ホームページ⇨
スマホ・携帯・PC

●年中無休・24時間営業
  （24時間有人なので安心です）

●15分 100円（8時－24時）
●60分 100円（24時－8時）
●夜間最大料金 : 1,000円
　　　（20時－8時）
●提携店八王子最大

セレオ北館・南館をはじめ、
350店舗以上（13年1月現在）

駐車サービスを上手に使って、
料金「ゼロ」を目指しましょう

！！

！！

adr 旭町6-6  tel 042-627-1171
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［社会福祉法人 武蔵野会］

〒193-0931 東京都八王子市台町 3-17-30
TEL 042-626-0631　FAX 042-621-0774
http://www8.ocn.ne.jp/~hatifuku/
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八王子福祉作業所の製菓室から、甘
い香りが漂ってきました。人気のお
菓子、マフィンがもうすぐ焼き上が
ります。
八王子福祉作業所では、常時約 60
名の人たちが作業をしており、その
うち、6名が製菓を受け持ちます。
材料の計量やお菓子のラッピングな
どを確認しながら丁寧に行っていま
す。お菓子はマフィンの他に、メレ
ンゲ、ビスコッティ、焼きかりんと
うなどがあり、限定販売の季節の味
なども楽しめます。

八王子福祉作業所のもうひとつの仕事
は、DM の封入や箱の組み立てなどの
受託事業です。広い作業所で、折り、
封入、計量などを分担して行います。
黙々と作業をする中、チャイムが鳴っ
て皆さん笑顔になりました。休憩時間
です。集まってお
しゃべりしたり、
食堂でお茶を飲ん
だり、思い思いに
過ごしてリフレッ
シュしたあとは、
終業時間までもう
ひと頑張りです。

① メレンゲ 100 円、焼きかりんとう
100 円　② ビスコッティ各 150 円
【販売所】 ■ 八王子福祉作業所    ■ 市
役所売店はっち［tel.042-626-3111
㈹］ 　■ 道の駅八王子滝山［tel.042-
691-8083］　■ かてかてショップ千
人町［tel.042-669-0340］  ほか① ②
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贈り物で社会貢献！贈り物で社会貢献！～ギフトセットのご注文を承ります～

〒193-0835   東京都八王子市千人町 2-7-5　　
TEL  042-669-0340　FAX  042-669-0341　E-mail : katekate@8workc.jp 

【お問い合わせ】ワークポートかてかて　 ショップも
あります

八王子では、約 30 の障害者団体が、障害のある人たちの仕事として、モノづくりをして
います。手づくりの焼き菓子（クッキー・パウンドケーキなど）や手織り布製品、藍染製品、
ビーズやガラスアクセサリー、木のおもちゃ、木の雑貨、ポストカードなど、さまざま
な商品が製作されています。
かてかてでは、ご要望やご予算に応じて、ギフトセットのコーディネートをいたします。
企業のイベントの賞品や記念品にご注文をいただいております。

企業の 20 周年記念行事のおみやげとしてご注文いただきました。
セレクトセットです。2,000 円

年末年始のギフトとして大好評です。
８種のお菓子、かぼちゃ・しょうが・に
んじん・きな粉と抹茶・みそ・玄米・ご
まを使ったクッキーと焼きかりんとう。
和の風味、からだにやさしいお菓子です。
添加物は使用していません。
８か所の福祉施設で作っています。
八王子の福、８つの福で「八福」です。
1,300円

木のマグネット１個 260 円

ミニタオル 250 円

なべしき 530 円

左／タオル 330 円
右／てぬぐい 600 円 藍の手織りコースター  各 800 円

※カップは含まれません

手織りカラーコースター
　　　　　       各 450 円

※カップは含まれません

～ ～

2013年２月２２日（金）～２４日（日）10：00～18：00
イトーヨーカドー八王子店１階センターコート
［八王子市狭間町 1462-1］

出品内容／パン・クッキー・手芸品・木工品 等
八王子市内の社会福祉施設・団体 ４０団体出店

主催：第 35 回手作り作品展実行委員会
共済：社会福祉法人八王子市社会福祉協議会
後援：八王子市　協賛：イトーヨーカドー八王子店
お問い合わせ先：八王子市ボランティアセンター　TEL 042-648-5776

★木馬工房　２２日（金）13：00 ～ 16：00
　とんぼ玉ネックレスの組み立て  参加費 1500 円

★ひのき工房　２３日（土）10：00 ～ 12：00
　バターナイフの彫刻実演（実演だけとなります）

★ふきのとう　２４日（日）13：00 ～ 16：00
　商品名「ちょー気持ちいい」実演販売  １個 300 円

体験・実演 ＊すべて実費・材料費込み はじまりは、昭和 53 年（1978 年）３月、
当時横山町にあった大丸デパートからで
した。その後いくつかの場所を経て、平
成 12 年から、イトーヨーカドー八王子
店さんのご協力で開催、すっかり地域に
定着したイベントとなりました。初日の
オープン時には、この日を楽しみに待っ
ているたくさんのお客様で、おおにぎわ
いです。３日間で約 3000 人のお客様が
いらっしゃいます。販売される作品はも
ちろんですが、イベントの開催も手作り。
出店する団体で実行委員会が結成され、
１０か月前から準備を重ねます。また、
たくさんのボランティアさんも応援して
くれています。他にはない手作りの品と
みんなでつくりあげる場の雰囲気にわく
わくします。
ぜひみなさんも会場にいらしてくださ
い。お待ちしています！！

東日本大震災への支援のための
「授産品販売」あります
●  福島県　南相馬ファクトリー
つながり∞ふくしま　缶バッジ

●  岩手県　あすなろホーム
おからクッキー他

●  宮城県　はらから福祉会　
おからかりんとう他

ムゲン

会社・団体のイベントの
賞品や記念品に！

個人のお祝いごとなどに！！

※50 個からご注文を承ります。
　納品まで約１か月かかります。
　お菓子の内容は、変わる場合もあります。


