音響・映像設備を備え、講習会や会議を行うこと
ができます（定員 48 名）。A・B の仕切りを外せ
ば最大 120 名収容（机使用時は 108 名）。

5F

セミナールーム A・B

4F

ワークショップルーム A・B

生活工房受付

「A」はキッチンや調理器具などを備えた ものづく
り スペース。「B」は可動パネルにより多様な展
示に対応したスペース。
生活や文化に関する様々なデザインを独自の視点
で提案・発信する展示スペース。新たな発見が暮
らしを彩ります。

生活工房ギャラリー

3F
ギャラリーカフェくりっく

カフェの壁面を使用した展示スペース。写真、イラ
スト、絵画、押し花など区民のアート作品を 4 週
間ごとに展示します。

※施設のご利用について 詳しくは生活工房ホームページをご覧ください。

アクセス

世田谷

通 り
茶 沢

東急

線

屋駅

三茶

房
生活工

ック
パブリ
ー
シアタ

三軒茶

パテ
ィオ（
地

下通

路）

東急

田

市
園都

線

→
渋谷

ponder「 熟 考 す る、 沈 思 す る 」 と の 合 成 語 で、 第 1 回
JAPONDER に参加した留学生により名付けられました。
今年はインド、大韓民国、中華人民共和国、チリ、フランス、
ルーマニア、6 カ国 7 名の留学生が参加し、研究分野は、デザイ
ン、情報工学、経営学、建築、文学、環境社会学など、専門的

「アトリエブラヴォ（通称＝アトブ

なものですが、私たちの暮らしにもつながる興味深いテーマがた

ラ）
」に所属する12 名のアーティス

くさんあります。

トの仕事は、 描く こと。自由に

日本人である私たちが、留

描くだけでなく、注文制作も請け

学生を通して「日本」を再発

負います。彼らがコラボレートする

見 する、JAPONDER にはそ

のは、ビルだったり、ファッション

んな面白さがあります。今年は

だったりと様々。活動拠点の福岡

「 樋口一葉の和歌の近 代 性 」

市では、博多港の歩道や児童会

「築地市場の再考」
「日本のビ

館に描かれた巨大壁画、洋品店の

デオゲーム産業におけるイノ

T シャツなど、街のいたるところで

ベーション」などの研究があり、留学生たちが日本の歴史・文

目にします。仕事をはじめて 10 年、

化・産業をみつめ、そこに新たな提言をします。

描いた作品を商品として流通させ、

会期中、パネル展「JAPONDER S EYE」で研究概要を紹
介し、
「JAPONDER S TALK」では留学生自らによる発表を行

屋駅

世田谷はどんなところなのでしょう？ ぜひ彼らの声を聞きにきて

ひとりひとりがホワイトボードに示

ください。

された「絵画」
「デザイン」
「営業」
「ワークショップ」などの業務に従
事。デスクにはノルマも貼られてい

号

ました。営業はスーツを、ライブペ
インティングは揃いの つなぎ を

4
2

東急世田谷線
「三軒茶屋」駅 直結

道

N

着るなど、見せ方にもこだわるプロ

国

キャロットタワー 2 〜 5F

集団です。そんな彼らとコラボレー

東急・小田急バス

東急田園都市線「三軒茶屋」駅

「三軒茶屋」停留所そば

三茶パティオ口 徒歩 5 分

〈JOY 倶楽部 アトリエブラヴォ〉とは
「社会福祉法人 JOY 明日への息吹 障害福
祉サービス事業所 JOY 倶楽部」のアート部門
として 2002 年に活動開始。アトリエでの作
品制作はもとより、日本各地のほか NY でもラ
イブペインティング等を行う。12 名のアーティ
ストとスタッフが街に飛び出し、積極的に社会
と関る活動を展開中。

お問い合わせ
（公財）せたがや文化財団 世田谷文化生活情報センター 生活工房
〒 154-0004 世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー

TEL 03-5432-1543 ／ FAX 03-5432-1559
website
twitter

http://www.setagaya-ldc.net/

www.joy-club.jp/atelier-bravo/

リニューアル
しました！

@setagaya_ldc

表紙では私たちの生活に関わる、デザインを生み出すための
様々なものを紹介します。次回もお楽しみに。

をする理由を「たのしいから」と言
い 切ります。本 展 では、cool! で

kawaii! 作品とともに、 アトブラ
人 、 アトブラ 街 のたのしい交
流の記録をご覧ください。

EXHIBITION

第 9 回 留学生研究発表会

PICK UP

留学生ってどんな勉強しているの？
今回は陶芸のろくろによる成形に使ういろいろな「へら」です。

トする人々は、共に ものづくり

EXHIBITION

JAPONDER 9
表紙は
なんだろう？

November

福岡空港からすぐのアトリエでは、

6

バス停

October

りを広げています。

い、交流会も開催します。留学生が暮らし、見て、感じる日本・

茶
三軒

11

9.14

（金）

10.7

（日）

9:00 〜 20:00（最終日は 17:00 まで）

入場無料

会場：生活工房ギャラリー／ワークショップルーム A・B
※関連プログラムは中面をご覧下さい。

1

きょうはなに描くとー？
街と人と絵描きたちのオシャレな関係

アトリエブラヴォ展覧会
10.13

（土）

9:00 〜 20:00

11.18

（日）

入場無料

会場：生活工房ギャラリー

※関連プログラムは中面をご覧下さい。

PICK UP

2

2012

10

対価を得、同時に社会とのつなが

り
谷 通
世 田

バス停

イベントガイド

人や街とつながる
アトブラのものづくり

「JAPONDER」とは、フランス語の Japon「日本」と英語の

12
December

みる×しる×つくる＝暮らしがかわる�

2F

市民活動支援コーナー

世田谷で活動する市民活動団体のため、打合せ
や作業スペース、プリンタや印刷機などを備えてい
ます。

留学生�てどんな 勉強しているの ？

施設案内

11.18

（土）

9:00 〜 20:00

会場：生活工房ギャラリー

EXHIBITION

JAPONDER 9
（金）

10.7

（日）
関連プログラム

9:00 〜 20:00
（最終日は 17:00 まで）

入場無料

会場：生活工房ギャラリー

関連プログラム

留学生の国の家庭料理をつくろう

9.28（金）

11.17（土） 18（日）

13:00 〜 16:00 会場：ワークショップルーム B

留学生が専門分野についての研究発表を行い、交流会も開催します。
参加費：無料／申込不要。当日会場にお越しください。

EXHIBITION

研究発表会「 JAPONDER S TALK 」& 交流会

アトツギ
11.23

11:00 〜 18:00 会場：ワークショップルーム A

1.14

（月・祝）

会場：生活工房ギャラリー

WORKSHOP

これからの時代のアトツギ（後継ぎ）
の形を、山形県庄内地方の農と食、
湯治、山の文化を継ぐ人々をモデル
に考える展示です。

知の航海 2012 ぐるぐるエネルゴロジー Vol.4

土 徳を食む
ど

と

く

は

富山県南砺市の食材料理ワークショップ
プレイベント

10.28（日）

11:00 〜 14:00 会場：ワークショップルーム A

※ぐるぐるエネルゴロジー Vol.5 の詳細は生活工房のホームページにて。

（火）

13:00 〜 15:00

入場無料

深めるトーク。山の継ぎ方。
18:30 〜 20:30 会場：ワークショップルーム B

精進料理の背景にある山の信仰や文化を深く学び、編集の視点も交えて、これから
の継承の形を探るトークイベント。精進料理プレート付き。
講師：伊藤ガビン（編集者）、成瀬正憲（山伏、羽黒町観光協会） 対象：20 歳以上
参加費：2,000 円／ 50 名（先着） 申込：9 月 25 日（火）よりメールまたは電話にて。
※ 2013 年 1 月にも関連プログラムを予定。詳細は生活工房のホームページにて。

午後各回 13:30 〜 15:30

2 木曜教室

11.8（木） 15（木） 29（木） 12.6（木）

各回 13:30 〜 15:30

講師：金野正人（NHK 日本語センター）
朗読作品：宮沢賢治・著「セロ弾きのゴーシュ」

3 金曜教室 シリーズ〈はじめての朗読〉〜初心者向け講座〜

11.9（金） 16（金） 30（金） 12.7（金）

各回 13:30 〜 15:30

講師：山田敦子（NHK 日本語センター）
朗読作品：小川未明・著「月とあざらし」

会場：セミナールーム

会場：セミナールーム
問・申込：㈶ NHK 放送研修センター
受講料：一般 20,000 円、アーツカード 18,000 円／ 15 名（先着）
TEL. 03-3415-7121（受付時間 9:00 〜 18:00） HP http://www.nhk-cti.jp/

ギ ャ ラ リ ー カ フ ェ くり っ く

子どもワークショップ

12.8

9

（日）

※各 1 日完結

13:00 〜 16:00

会場：ベスタクス本社

10.6（土）

きらめき

グラスペイント展 煌 2012
―ペイントスタジオ chouchou ＊

SETAGAYA★ MIX2012

DJ 体験教室
（土）

開催中

10.7（日）

11.3（土・祝） 四季のちぎり絵 3― 河原ナツ子

11.4（日）

12.1（土）

色彩たちと遊ぶ― 水と光の会

12.2（日）

1.5（土）

明日また遊ぼう― 森久由紀

い

ろ

※ 12.29（土）〜 2013.1.3（木）は年末年始休業

（世田谷区若林 1-18-6）

本格的な機材を使ってプロ DJ の指
導のもと、音をひとつの表現として伝
える感動を体験します。
対象：小学 5 年生〜高校生 参加費：2,000 円／各日 5 名（抽選）
申込：往復ハガキにて。締切 11 月 26 日（月）必着。

SEMINAR

講師：有馬邦明（パッソ・ア・パッソ） 参加費：2,000 円／ 20 名（抽選）
申込：往復ハガキまたはメールにて。締切 9 月 27 日（木）必着。

午前各回 10:30 〜 12:30

世田谷おはなしネットワーク講演会
11.6

豊かなことばの世界

講師：岩井正（NHK 日本語センター）
朗読作品：和辻哲郎・著「古寺巡礼」（中宮寺観音）

13:00 〜 16:30 会場：ワークショップルーム A

講師：出羽三山精進料理プロジェクト（羽黒町観光協会） 対象：20 歳以上
参加費：3,500円／20名（抽選） 申込：往復はがきまたはメールにて。10月15日（月）必着。

10.28（日）

（日）

ことばの持つ豊かさ、力、輝きを「朗読」を通して体感します。NHK 日本語セ
ンターアナウンサーが講師となり、声の出し方、読み方などを丁寧に指導します。

WORKSHOP

田園地帯が広がる平野部と深い自然に囲まれた山間部を持つ富山県南西
なんと
部に位置する南 砺市。古くから浄土真宗の信仰が厚く、その深い信心と土
地の豊かさからくる南砺独特の力を、民芸運動の創始者・柳宗悦は 土徳
と名づけました。土徳について学びながら、この地でうまれた恵みを頂く料
理の技術を学ぶワークショップです。

16

11.7（水） 14（水） 28（水） 12.5（水）

講師：飯野和好（イラストレーター・絵本作家） 対象：おはなし会をしている、またはしてみ
たい方。お気軽にご参加下さい。 参加費：100 円（資料代）／ 30 名（抽選）
申込：往復はがきにて。締切 10 月 22 日（月）必着。※託児はありません。

WORKSHOP

（土）

（土）

1 水曜教室（午前・午後） シリーズ〈名作を読む〉

絵本作家をお迎えし、絵本作りやお話しの奥深さについてうかがいます。

聞きながら綴る 出羽三山 精進料理レシピ
山形県の出羽三山と羽黒修験道によって育まれた精進料理を、宿坊のおかみさんた
ちと一緒につくり、皆でレシピを綴り、味わいます。

10.6

SEMINAR

入場無料

（土・祝）

朗読講座

※出展者の募集は 10 月 5 日（金）まで。詳細は下記ホームページをご覧ください。
アートフリマ公式 HP http://artﬂeama.net/

※ 12.29（土）〜 2013.1.3（木）は休館

9:00 〜 20:00

11.3

今年もアートフリマが世田谷文学館
へ出張します！ 約 40 組の作 家が
出展し、クラフト小物や豆本などを
販売します。

山と里、庄内にまなぶ展

（金・祝）

世田谷アートフリマ in 文学館
11:00 〜 17:00 入場無料
会場：世田谷文学館 文学サロン

作品やグッズの限定ショップをオープン。当日直接会場へお越し下さい。

講師：Ashwani KUMAR 対象：20 歳以上 参加費：1,000 円／ 20 名（抽選）
申込：往復ハガキまたはメールにて。締切 9 月 18 日（火）必着。

15

セミナ ー

販売会

留学生の出身国の家庭料理をつくりながら、その国の生活文化を学びます。

9.29（土） 30（日）

13:00 〜 16:00 会場：ワークショップルーム A

講師：小池アミイゴ（イラストレーター）、原田啓之（JOY 倶楽部 副施設長）
参加費：1,000 円／ 50 名（先着） 申込：9 月 25 日（火）よりメールまたは電話にて。

11:00 〜 15:00 会場：ワークショップルーム A

（日）

講師：株式会社東芝、金子金次（メディア・アドバイザー） 対象：小学 3 年生〜 6 年生
参加費：1,000 円／ 20 組（抽選） 申込：往復ハガキにて。締切 10 月 23 日（火）必着。

ミニ・ワークショップでココロとカラダをほぐした後、アトブラ・メンバーとのエピソー
ドの数々を、写真を交えてうかがいます。※終了後に交流会を行います。

インド・パンジャブ地方編

12.9

講師：spoken words project 飛田正浩
対象：中学 2 年生の女子 参加費：4,000
円（材料費込）／ 10 名（抽選） 申込：往
復ハガキにて（スリーサイズも明記）。締切
11 月 26 日（月）必着。

※必ず親子 2 人 1 組で参加してください。

「アミブラブラヴォ」

11.18（日）

14 歳のワンピース
成長し変化してゆく14 歳の心と体を
記録するワンピースをつくります。

身近に触れているパソコン、電子レン
ジ、掃 除 機 などの家 電 製 品をメー
カー協力のもと、自らの手で分解し
ながら仕 組みを調べる体 験ワーク
ショップです。

ワークショップ＆トーク・イベント

子どもワークショップ

10:00 〜 17:00 ［全 3 回完結］
会場：ワークショップルーム A

13:30 〜 17:00

（土・祝）

会場：ワークショップルーム A・Ｂ

EVENT

日本で暮らす留学生が何を考え、何
を感じ、何を学んでいるのか、展示
「JAPONDERʼS EYE」や セミナ ー
「JAPONDERʼS TALK」を通して発
表します。

家電製品の仕組みを探ろう！

11.3

障害福祉サービス事業所 JOY 倶楽部「アトリエ
ブラヴォ」の 12 人のアーティストが確かな腕で描
くcool! な絵画を展示。楽しく社会と関わる創作
活動を紹介します。

留学生ってどんな勉強しているの？

9.14

（日）

入場無料

分解ワークショップ

撮影＝池田晶紀︵ゆかい︶

10.13

子どもワークショップ

WORKSHOP

アトリエブラヴォ展覧会

WORKSHOP

きょうはなに描くとー？
街と人と絵描きたちのオシャレな関係

2012 年アトリエブラヴォ・カレンダー

月の生 活 工 房

EXHIBITION

10・11・12

ワークショップ／セミナーの申込方法
●電話 03-5432-1543
●往復ハガキ／メール［希望イベント名・希望日・住所・氏名・年齢（学生
は学年も）・電話番号を明記の上、下記宛先まで］
ハガキ：154-0004 世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 生活工房宛
メール：info@setagaya-ldc.net（件名に希望イベント名を明記）

