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まちとアートの出会い
　　　　　　　まちの会所　名畑　恵

　あいちトリエンナーレがはじまった

錦二丁目長者町地区では、仕事も暮ら

しも日常の営みがある中に、非日常的

カタチがあらわれてきた今、まちの魅

力があちこちで温泉のように湧き出て

湯気だっているような観がします。ま

ちで働くＯＬさんはこんなことを言い

ました。「いつもの日常の風景が水溜

りにうつっていて、でも日常とは違っ

て見える、そんな水溜りに思いきって

飛び込んだ気持ちです。」アートは、

アーティストも、まちにいる人も様々

な人が、まちの価値の発見をし合う機

会なのだと思います。

　本国際芸術祭は、「都市の祝祭」を

テーマとしています。日常の中に非日

常が飛び込んできて、「まち」と「わ

たし」というパーソナルなオモイがつ

ながる感覚を伝えてくれています。ま

ちの自分なりの楽しみ方を発見できる

ポイントがいくつもいくつも散在して

いる、そんなステキなまちとアートの

出会いを、みなさんも体験しにいらし

て下さい！

－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊あいちトリエンナーレ２０１０は

　８月２１日～１０月３１日まで

＊１０月２３日（土）２４日（日）は

　長者町ゑびす祭りとあいちトリエン

　ナーレが一緒になるお祭り。

まちとアートの出会いの象徴的イベン

トです！

－－－－－－－－－－－－－－－－－

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
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日銀前 桜通本町

至栄至名駅

至大須

至市役所

 N [17:00]
 ゴジカラ村ミ
 クスチャーハ
 ウスのコモン
 ミールの会

 [17:00] 
 ATカフェまち
 歩き
 [18:00] まち
 協理事会

 [17:00]
 錦二まち協常
 任理事会

 E 同
 名古屋錦二丁
 目、錦二丁目
 まち協との交
 流会地区

 E [10:00]
 ASU修論公聴
 会

 E 淡路島環太
 平洋コミュニ
 ティデザイン
 国際会議

 E 同
 岡崎リブラ
 京都ユーコート

 [10:00]
 子どもまちタ
 ンケン＆布絵
 づくりワーク
 ショップ

 E [10:00]
 雇用･能力開
 発機構Lec

 同左 E [19:30]
 高槻JC幻燈会

 E 淡路島環太
 平洋コミュニ
 ティデザイン
 国際会議

 同左  E 国立台湾大
 学メンバーツ
 アー
 神戸市長田区
 御蔵･真野地区

 E 同
 ゴジカラ村、
 あいちトリエ
 ンナーレ

 E [12:00]東京
 住まいの絵本
 コンクール審
 査

 N [18:00]
 NPO理事会

 E 長野･妙高高
 原
 [16:30]絵本幻
 燈会
 [18:00]まち育
 て幻燈会

 E 長野市まち
 の縁側講座
 [13:30]浅川
 [18:30]善光寺
 門前町

 E 長野市まち
 の縁側実践講
 座
 [10:00]唐臼地
 区
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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

ラフマニノフはお好き？

　とある飲み会の席上で、知人たちが

音楽談義に花を咲かせていた。音楽好

きにかけては知人たちにひけをとらな

い私も、話の輪に加わることになっ

た。しかし、どうやら知人たちは私を

除いて洋楽派らしく、それでも多少は

クラシックの素養ももっているのか、

その中のひとりが私に「大久保さんの

一番好きな作曲家って誰？」と尋ねて

きた。

　好きな作曲家はブラームスやマーラ

ーなどたくさんいるけれど、その中で

一番といえばやはりラフマニノフだろ

う。そう答えたら知人たちは意外そう

な口ぶりで、「結構重い感じが好きな

んだね～」とか、「ロシアの作曲家は

みな重いよね…」と言われてしまっ

た。まあ、普段の私の明るいキャラ

と、音楽の好みがあわないとでも思わ

れたのだろうか。

　確かにラフマニノフやチャイコフス

キーに代表されるロシアの作曲家の音

楽は、どこか鬱々として重々しい。し

かし、彼らの音楽の魅力は私が書くま

でもなく、その美しい旋律にある。ロ

シア的な憂愁を帯びた美しいメロディ

…。それはとりも直さず広大なロシア

の風土や革命によって血塗られた歴史

に育まれ、息づいた彼らの心や想いそ

のものなのである。

　ロシアの作曲家たちは、それぞれに

平凡な人生を送っていない。殊にラフ

マニノフはうつ病に苦しみ、ロシア革

命の時に多くの友人や知人を革命軍に

よって処刑され、自身も命からがらア

メリカに亡命をしている。自分の意思

に反して国を追われ、母国を棄てざる

を得ないということがどういうことな

のか、平和な時代の日本に生まれ育っ

た私には解らないけれど、ラフマニノ

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

ジネンカフェvol.043
カレーなる晩餐会 Part3
日　時：9月19日(日)

　　　　16:00～20:00

　　　　※受付は15:30開始

場　所：まちの縁側MOMO

　　　　名古屋市東区代官町29-18

　　　　柴田ビル1階

参加費：大人1,000円

　　　　子ども(中学生以下) 500円

　　　　ソフトドリンク付き

定　員：20名

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

内　容：１　自分をヒト以外の生き物

　　　　　　に例えて自己紹介

　　　　２　ふるもとゆうこ＋宇宙病

　　　　　　院の演奏と歌

　　　　３　三種類のカレーの食べ比

　　　　　　べ

　　　　４　生物多様性を考える～里

　　　　　　山のきのこ(村田尚生氏)

　　　　５　プロジェクトJ～こうし

　　　　　　てジネンカフェは誕生し

　　　　　　た(大久保康雄氏)

お問い合わせ/お申し込み先：

NPO法人まちの縁側育くみ隊　　　

担当：大久保

TEL/FAX:052-936-1717

E-mail:ookubo@engawa.ne.jp

フの故国への郷愁や、もう二度と戻っ

てこないだろう友人や親しい人々との

楽しい日々の記憶は、彼の音楽を聴け

ばそこはかとなく伝わってくるものが

ある。重かろうが、陰鬱であろうが、

私はそのようなラフマニノフの音楽が

好きなのだ。



PEACE CARD 2010
NAGOYA
2010年で23年目となる「PEACE 

CARD」展を名古屋で初めて開催しま

す。1年毎に東京や山梨など何箇所で

開催している平和の絵はがき展。今回

は、連動して開催します。

そして、今年のテーマは、

「時間･･･PEACE TIME」です。

時間が、だれの胸をも癒してくれる平

和なものであってほしいと願いなが

ら、皆さんから送られてきたカード・

メッセージを展示します。

≪ピースカードは一年に一度平和のた

めにつくる一枚の絵はがきです。≫

日　時：9月7日(火)～12日(日)

場　所：まちの縁側MOMO

内　容：絵はがきの展示と販売

　　　　メッセージや絵を描いて送っ

　　　　てもらった（平成２２年９月

　　　　３日締め切り）絵はがきを全

　　　　てそのまま展示しています。

　　　　※名古屋展の売り上げは、全

　　　　　てユニセフに寄贈します。

　　　　※あいちトリエンナーレ２０

　　　　　１０パートナーシップ事業

主　催：PEACE CARD 2010

　　　　NAGOYA

五人展―「はじめまして」
愛知県立芸術大学学生の作
品展です。
日　時：9月17日(金)～26日(日)

　　　　※19日(日)のみお休み

出展者：愛知県立芸術大学学生 5名

手作り楽しもう会
今月はまるまるコインパースです。小銭

持ちのあなたっ！一緒に作りましょう！

日　時：9月3日(金)、10日(金)、17日(金)、

　　　　24日(金) 10:00～12:00

講　師：太田智予さん

場　所：まちの縁側MOMO

参加費：700円　材料費：300円

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：9月7日(火)、14日(火)、

　　　　21日(火)、28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

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：9月11日(土) 18:00～22:00

場　所：まちの縁側MOMO　

料　金：1,500円(別途ドリンク代)

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：9月14日(火) 10:30～11:30

場　所：まちの縁側MOMO　　

参加費：500円

ダンボール工作
9月はミニチュアハウス「ダンボルー

ム」をつくろう！

日　時：9月16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：9月18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

　　　　※事前連絡歓迎！

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：9月25日(土)

　　　　11:00～16:00

場　所：まちの縁側MOMO　

料　金：800円(1日20食限定)

水彩のススメ
日　時：9月25日(土) 16:00～17:30

講　師：たきのたかき さん　

場　所：まちの縁側MOMO　

参加費：1,000円

　　　　※1回のみの参加も可

定　員：10名程度

持ち物：絵画セット

材料費：用紙、モデル料(果物など)は

　　　　実費

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：9月29日(水)

　　　　13:30～15:00

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

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：毎週水・金曜日

　　　　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。



9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
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「笑いのヨガ」で暑さを
ふっ飛ばしたぞ！
今年の夏は猛暑でしたね。その暑さを

ぶっ飛ばしてＭＯＭＯは元気に事業を

行っています。４月から始まった「Ｈ

ａｐｐｙ笑いのヨガクラブ」もその一

つ。せっかくなので、“一人笑いのヨ

ガ”の実践をご紹介します。

●手のひらを外に向けて、胸の前にそ

　ろえる。

●「ホ・ホ」と２回いいながら、手を

　前方へ力強く押し出す。

●「ハ・ハ・ハ」と言いながら、手を

　勢いよくおし下げる。

●この「ホ・ホ・ハ・ハ・ハ」の運動

　を、手をいろいろな方向に動かしな

　がら精力的に行う。1～２分しっか

　りと行ったら何回か深呼吸し、リラ

　ックスしているのを実感します。

●感情の高ぶりが激しい時には、こ　

　の動きを５分間行い、呼吸をして休

　憩します。

ＭＯＭＯではみんな、どんな状況もプ

ラスに転じてしまうように「ホ・ホ・

ハ・ハ・ハ」のあと「いいぞ、いいぞ

イエ―イ」で天にむかって手を広げて

ました。

家でも簡単にできるヨガです。一度お

試しあれ。

錦通

桜通

大塚屋

車道駅

新栄町駅

芸術創造
センター 葵小学校

至千種至栄

至鶴舞

まちの縁側MOMOまちの縁側MOMO

どんぐり広場

GS

商店街

明星幼稚園
金城教会

東消防署

〒
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 [11:00]
 MIL･Cafe
 [16:00]
 水彩のススメ

 [14:00]
 ボビンレース

 [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

 [18:00]
 ごま食堂

 [13:00]
 五人展
 [19:00]
 もも屋

PEACE CARD 2010 NAGOYA
テーマ：「時間･･･PEACE TIME」
日　時：9月7日(火)～12日(日)

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30]
 つどいの広場♪
 [14:00]
 PCコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:00]
 手作り会
 [14:00]
 PCコーナー

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [10:30]
 山田郁子さん
 の歌おう会
 [14:00]
 ボビンレース

 [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

 [14:00]
 ボビンレース

 [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

 [10:30]
 つどいの広場♪

 [14:00]
 ボビンレース

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

 [10:30]
 つどいの広場♪

「5人展」愛知県立芸術大学学生の作品展です。
日　時：9月17日(金)～26日(日)
※19日(日)のみお休み
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