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武器を持て！　そしてそれを磨いておけ！
　なにやら物騒なタイトルだが、私は別に戦争を好んでいる人間ではない。私が

いう武器とは、人が生きてゆくために必要な職能であったり、趣味のことであ

り、誰も侵すことの出来ない、自分で作りあげる、自分の世界のことである。

　７月のある日、あいちトリエンナーレの招待作家さんがまちの会所の紹介でＭ

ＯＭＯを訪ねて来られ、作品を制作するための相談をされて行った。なんでもひ

とり暮らしのお年寄りの居室を写真に撮り、それをアート作品として展示したい

という。お年寄りの部屋がアートになるのか…と思われるだろうけれど、その作

家さん曰く「ひとり暮らしをしているお年寄りの部屋には、その人に特有な生活

が伺える雰囲気があり、そこが面白い」のだとか。でも、自分の部屋に人が入る

ことを嫌う人もいて、なかなか作品制作が進まない。だから困ってＭＯＭＯを訪

ねてくれたというわけだ。

　驚くべきことにはこの作家さん、東京にお住まいでその作品を制作するため、

名古屋のウィークリーマンションを借りて一ヶ月も滞在しているという。アート

にかけるその情熱たるや凄いものがある。しかもそんな困難な状況にありなが

ら、ご自分の作品の制作意図を語る時や、ＭＯＭＯに来ていたお年寄りと話をさ

れている時の表情が実に生き生きとしていて楽しげなのだ。

　私も職業訓練校を出ても就職先が見つからず、落ち込んでいる時に「あなたに

は、あなたにしか感じられないものがあり、それを文章にして表現できる能力が

ある。それはあなたしか出来ないことなのよ」と激励してくれた人がいたが、私

はその人の言葉を信じ、自分の感性を武器にして、その武器がさび付かないよう

に磨きながらこれまで生きてきたつもりである。その人に対して誇れるようなこ

とをしてきたかどうか…自分では解らない。しかし、武器を持っているという強

みは、生きる上での自信に繋がっているのは確かだ。

　だからこそ目的が見つけられず、なんとなく生きているような若者に言ってあ

げたいのだ。「武器を持て！」「そして、その武器をいつでも使えるように磨い

ておけ！」と…。

大久保康雄の風の記憶
大久保康雄が感じる場の世界・詩の世界の表現のカタチ

大久保康雄

（オオクボヤスオ）

まちの縁側育くみ隊の理

事であり、紙芝居集団・

風穴一座座長を務めるな

ど、多種多様な顔をもつ

チェアウォーカー

ジネンカフェvol.042
日　時：8月21日(土)14:00～16:00

テーマ：私が考えるボランティアとは

ゲスト：大野弥穂さん(風穴一座 座員)

場　所：くれよんBOX

　　　　名古屋市昭和区小桜町3-11　

　　　　羽ね屋敷1階

参加費：300円(カフェ代別途)

主催・共催：NPO法人まちの縁側育く

　　　　　　み隊

　　　　　　かたひらかたろう

　　　　　　くれよんBOX

ゲストプロフィール：

1992年 愛知県名古屋市に生まれる。

2007年 高校のボランティア募集で、

まちの縁側MOMOへボランティアに

行く。その時、風穴一座・大久保さん

に出会い、紙芝居読み聞かせボランテ

ィアを始めた。

コメント：

私のボランティアに対しての考え方

は、ボランティアをするまでと、して

からでは凄く変りました。そのことを

中心に、今までボランティアなどで学

んできたことなどをお話したいと思い

ます。



8月カレンダー

まちの会所

愛知県名古屋市中区錦2-6-13

長者町ゑびすビルPart3・2階

アクセス

名古屋地下鉄桜通線丸の内駅下車5番出口より

徒歩3分

問い合わせ先

担当：名畑　TEL&FAX：052-201-9878

E-Mail：info@engawa.ne.jp

HomePage：http://www.kin2.bpl.jp/index.html

あいちトリエンナーレ2010
 / Aichi Triennale 2010
国内外から多数の作家が参加する現代

美術の国際展のほか、若手作家等を対

象とした企画コンペによる展覧会を開

催、舞台芸術と先鋭的な美術表現が一

体化した公演、先鋭的なコンテンポラ

リーダンス、出品作家や実演家等によ

る作品制作・実演指導等のワークショ

ップ、祝祭的なにぎわいや盛り上げを

図るイベントを行うとともに、公募に

よる地元芸術文化団体等と連携した公

演等を行います。

テーマ：都市の祝祭 Arts and Cities

時　期：8月21日(土)～10月31日(日)

　　　　[72日間]

会　場：愛知芸術文化センター、名古

　　　　屋市美術館、長者町会場、納

　　　　屋橋会場

　　　　※その他、名古屋城、オアシ

　　　　ス21、中央広小路ビル、七ツ

　　　　寺共同スタジオなど 

主　催：あいちトリエンナーレ実行委

　　　　員会、愛知芸術文化センター、

　　　　名古屋市美術館

※まちの会所のある長者町地区での展

　開については同封の「発見するアー

　ト」をご覧ください

夏のとんぼ玉いろいろ展'10
日　時：PART1

　　　　7月22日(木)～8月6日(金)

　　　　※7月31日(土)のみ13:00～

　　　　　17:00オープンしています

　　　　PART2

　　　　8月17日(火)～8月27日(金)

場　所：まちの縁側MOMO

ワークショップも開催

毎年大好評のとんぼ玉体験制作です。

(初心者向け)

日　時：7月30日(金)13:00～16:00

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：1,200円(要予約)

定　員：18名(初めての方優先)

ボビンレース
"ボビンレース"とは、16世紀ベルギ

ー・イタリアで始まった繊細なレース

織りです

講　師：小池昌子さん

日　時：8月3日(火)、8月17日(火)、

　　　　8月24日(火)、8月31日(火)

　　　　14:00～16:00

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：1,200円(材料費込)

定　員：各回2名

山田郁子さんの伴奏のもと、
さあ歌いましょう！
童謡からシャンソンまでおなかの底か

ら声を出して歌いましょう

日　時：8月はお休みになります

　　　　(第2火曜日 10:30～11:30)

場　所：まちの縁側MOMO　　

参加費：500円

手作り楽しもう会
簡単現代風(いまふう)リフォームPART2

Tシャツをよりお洒落に着こなそう！

日　時：8月6日(金)、20日(金)、

　　　　27日(金)

　　　　10:00～12:00

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：700円

材料費：実費

持ち物：お気に入りのTシャツ

ごま食堂の月イチ食堂
「旬の野菜・豆・雑穀を使った

　　　　　　　　ビストロ料理」

日　時：8月はお休みになります

　　　　(第2土曜日 18:00～22:00)　

場　所：まちの縁側MOMO　

料　金：1,500円(別途ドリンク代)

まちの会所
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日銀前 桜通本町

至栄至名駅

至大須

至市役所

 E  [13:00]京都・
 ユーコートの本
 編集会議

 [18:30]
 まち協賛助会員
 交流会

 トリエンナーレ
 長者町ガイドツ
 アー

 [17:00]
 トリエンナーレ
 ＡＴカフェ交流
 会

 E  [18:00]東京・
 としまち研10
 周年集合住宅居
 住の未来

 E  [9:30]淑徳大
 「住宅政策論」
 集中講義

 芸文センター・
 トリエンナーレ
 前夜祭 

 N  [10:00]ゴジ
 カラ村住まいづ
 くりWS

 長野市ファシリ
 テーター養成講
 座

 [18:00] 「まち
 とアート」幻燈
 会

 [17:00]長者町ゑ
 びす祭りWithナ
 ウィン

 滋賀・大津
 「まちづくり講
 座」幻燈会

 E  東京・地域づ
 くりコーディネ
 ーター研修会、
 同上・交流会

 長野市まちの縁
 側講座

 E  東京・新建講
 座「空間の創造
 に果たす市民の
 力と専門家の協
 働」

 E  東京・地域づ
 くりコーディネ
 ーター研修会、
 同上・交流会

 E  [9:45]中部国
 際AP→台北

 E  台湾大学ゼミ E  台湾大学ゼミ E  [16:55]
 台北AP→
 中部国際AP
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OPEN: 月・水・金13:00～17:00

21  20  19  22  

23  24  25  26  27  28  29  

30  31  

5  

記入無　　　　　錦二丁目関連 
N　　　まちの縁側育くみ隊 
 E　　　　　　延藤安弘個人 

月  火  水  木  金  土  日  



8月カレンダー

まちの縁側MOMO

愛知県名古屋市東区代官町29-18 柴田ビル1階

アクセス

名古屋地下鉄桜通線車道駅下車①番出口より

徒歩10分

名古屋地下鉄東山線新栄町駅下車②番出口より

徒歩10分

問い合わせ先

担当：延藤節子　TEL&FAX：052-936-1717

E-Mail：momo@engawa.ne.jp

ダンボール工作
8月は「コロコロタワー」をつくろう！

日　時：8月19日(木)

　　　　15:30～17:30

講　師：図画工作むらた

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：500円＋材料費500円

食楽だんらんもも屋
日　時：8月21日(土)

　　　　19:00～22:00　　

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：1品(お酒or食べ物)持寄り

　　　　※飛入り参加は1,000円

　　　　※お酒は有料で用意しています

Happy笑いのヨガクラブ
思いっきり笑うことで心も身体もリフ

レッシュ～笑いは免疫力を高めます！

日　時：8月25日(水)

　　　　13:30～14:30

講　師：坂本智琴さん

　　　　Dr.ｶﾀﾘｱ･ｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗﾌﾀｰﾖｶﾞ

　　　　認定ﾃｨｰﾁｬｰ

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：1,200円

　　　　※動きやすい服装

　　　　※必要に応じてタオル･飲み物

お食事とお菓子MIL
「野菜を中心とした月毎の薬膳ランチ」

日　時：8月28日(土)

　　　　11:00～16:00

場　所：まちの縁側MOMO　

料　金：800円(1日20食限定)

パソコンなんでもコーナー
パソコン・インターネットに関する簡

単な質問・相談コーナー!!

日　時：8月18日(水)、20日(金)

　　　　25日(水)、27日(金)

　　　　14:00～17:00

講　師：堀靖郎さん

場　所：まちの縁側MOMO

料　金：500円

つどいの広場♪
ハーモニー♪
0歳～3歳の子どもと親で参加

日　時：月･水･木 10:30～12:30

　　　　※祝日はお休み

　　　　※11:30よりランチタイム

　　　　　(お弁当の注文：有料)

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：300円/1回(保険料含む)

※当事業は平成22年度なごやつどいの

　広場助成事業です。
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 [10:00]
 手作り会

 [10:30]
 つどいの広場♪
 水遊び

 [11:00]
 MIL･Cafe
 [16:00]
 小学生絵画教室

夏のとんぼ玉いろいろ展'10
PART1　7月22日(木)～8月6日(金)　PART2　8月17日(火)～8月27日(金)
※開催中は土曜日13:00～17:00オープンしています

 [14:00]
 ボビンレース

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30] 
 つどいの広場♪
 [15:30]
 ダンボール工作

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [14:00]
 PCコーナー

 [10:00]
 手作り会
 [14:00]
 PCコーナー

 [16:30]
 小学生絵画教室

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [14:00]
 ボビンレース

 [19:00]
 もも屋

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [14:00]
 ボビンレース

 [14:00]
 ボビンレース

 [10:30] つどい
 の広場♪水遊び
 [14:00] PCｺｰﾅｰ
 [13:30]笑いのヨ
 ガ

 [10:00]
 手作り会
 [14:00]
 PCコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪ まちの縁側ＭＯＭＯの夏休み

まちの縁側ＭＯＭＯ：8月7日(土)～8月16日(月)
つどいの広場♪　　：8月11日(水)、8月12日(木)、8月16日(月)
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OPEN: 火～金 13:00～17:00
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つどいの広場♪
ハーモニー♪
１００組目達成！
つどいの広場♪ハーモニー♪は、７月

で１年９ヶ月になります。２年経って

はいませんが、今までに、０歳から３

歳までの親子さんがたくさん遊びに来

てくださいました。そして、７月１日

（木曜日）に、１００組目の親子さん

が来てくださいました。なんと、３歳

の双子の姉妹とお母さんでした。記念

　　　　　　　　　　　　として、さ

　　　　　　　　　　　　さやかなプ

　　　　　　　　　　　　レゼントを

　　　　　　　　　　　　お贈りいた

　　　　　　　　　　　　しました。
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夏のとんぼ玉いろいろ展

始まります！
毎年、夏の恒例企画となりました

「夏のとんぼ玉いろいろ展」が７月２

２日木曜日のスタートに向けて、猛暑

の中、椎葉佳子先生と生徒さん達が奮

闘しました。

　　

見ているだけで涼しげなとんぼ玉で

す。さて、今年

は他にどんな作

品が並ぶでしょ

うか？

みなさまお気に

入りの１品をぜ

ひ見つけに来て

下さいね。

夏休み子ども絵画教室

開催！！
８月です。子どもたちにとっては、楽

しい楽しい夏休みです。宿題は早めに

やっておこう。部活もがんばろう。で

も、たっぷりある夏休みに何か体験し

たいですよね。そこで、ＭＯＭＯで

は、小学生を対象に、絵画教室を開催

します。

講師は、たきのたかき先生です。以

前、「水彩のすすめ」で赤青黄の３原

色を使った色遊びをしてくださった先

生です。

講　師：たきのたかき さん

日　時：1回目　7月24日(土)=終了!

　　　　2回目　8月7日(土)

　　　　3回目　8月28日(土)

　　　　各日とも16:00～17:30

参加費：各回1,000円

　　　　1回のみ参加もOK

定　員：小学生各10名程度 要予約

持ち物：絵画セット（えのぐ、クレヨ

　　　　ン可）　

8

MILcafe　１周年を迎えま
した。

「６月でなんと１周年となりました。

常連のお客様、遠い所から足を運んで

いただくお客様、お子様と一緒に来て

くださったお客様・・・本当にありが

とうございます！！

またこれからも美味しい楽しい時間が

そこにあるようＭＯＭＯとともに歩ん

でいけたらと思っております。」オー

ナーより


