○座［maru za］
（連続講座 vol.1）

公益財団法人 日本社会福祉弘済会助成事業

障害のある人との “ものづくり” を考える 5 回講座
〜やりがいを生みだす “場づくり” から、魅力的な “ものづくり” へ〜

開催日程 1 回目 ： 2012 年 9 月 2 日（日）

講座修了後、18:00 より交流会（会費 3,000 円＜要申込＞）を行います。

2 回目 ： 2012 年 9 月 15 日（土）
3 回目 ： 2012 年 10 月 6 日（土）
4 回目 ： 2012 年 10 月 21 日（日）
5 回目 ： 2012 年 11 月 4 日（日）
時

間

会

場
定

全日 13:30〜17:00（受付は 13:00 より）
工房まる 野間アトリエ

福岡市南区野間 3-19-26

TEL：092-562-8684

員：各講座 30 名（先着順）

参加費：1 講座 2,500 円（全講座〈５回〉参加の場合は 10,000 円）
対

象：福祉事業所／作業所職員、障害のある人たちをサポートしている方など

ここ数年、各地の事業所／作業所から「新しい “ものづくり”
（仕事）を考えたいが、アイデアや情報、人材などが不足して
いるために実践に結びつけることが難しい」という声を多く聞
きます。しかし、この問題は専門的知識も要するために、施設
単体で解決することは非情に難しいことです。
“ものづくり” の目的の共有＜ブランディング＞はもちろんの
こと、他にはない魅力をカタチにする商品展開＜デザイン＞、
多くの人に手に取ってもらうための売り場の開拓＜マーケティ
ング＞は、企業、商店、施設などどの立場でも、ものづくりを
販売（仕事）につなげる際に必要とされるものです。
今回は、障害のある人たちの “ものづくり” を商品化へとつ
なげているお二人の講師を迎え、活動事例をもとに、“ものづ
くり” のブランディング／デザイン／マーケティングの考え方
を参加者の皆さまと学び合います。また、実践に結びつけられ
る知識として習得するために、細かな意見交換やグループワー
クなども盛り込み、参加いただいたみなさまの「？」が「！」
に変わっていくような時間もつくっていきます。さらに、第 1
回目の講座終了後には、今後のネットワークの構築を図るため
に、講師／参加者同士の情報交換ができる交流会も開催いたし
ます。
障害のある人たちの “ものづくり” をサポートしている方は
もちろん、福祉関係者以外の方のご参加も大歓迎です。日ごろ
から抱えている課題や描いている目標など、さまざま角度から
の意見交換ができればと考えておりますので、たくさん方のご
参加を心からお待ちしております。
なお、各回の講師や講座内容、問い合わせ／申込み方法など
の詳細は裏面をご覧ください。
【主催】NPO 法人まる（maru lab.）【助成】公益財団法人 日本社会福祉弘済会
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講師紹介

加藤 未礼（かとう みれい）

伊原 亜希子（いはら あきこ）

「おおきな木」代表
コミュニケーションデザイナー（東京都）

デザイナー
「エイブルアート・カンパニー」商品開発
ディレクター（東京都）

1974 年生まれ。
バンタンキャリアスクールに通い、雑貨を
学ぶ。10 数年の雑貨セレクトショップで
の販売経験を生かし、おおきな木を 2008
年に開業。プロジェクトごとコンサルタン
ト、ライター、グラフィックデザイナー、
イラストレーターなどとチームを結成し、
福祉施設の現場に入る。また、障害者施設のスタッフと一緒に考え、そ
の施設の価値を見出し課題の解決を行うデザインワークを各地で開催。

2001 年、明星大学日本文化学部生活芸術
学科染織専攻卒業後、繊維会社にてアパレ
ル ブ ラ ン ド「anetmonet」を 立 ち 上 げ る。
5 年間チーフデザイナーを務めた後、かね
てから興味のあったグラフィックデザイン
の世界へ。
現在はデザイン制作会社にてイベント企画、商品開発、グラフィックデ
ザイン、イラスト制作など幅広く活動。2008 年より、「エイブルアート
カンパニー」のオリジナル商品企画に携わる。
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『“ものづくり” の可能性について』

高宮

第1回

交通アクセス

講師：加藤 未礼、伊原 亜希子

お二人の事例発表をもとに、デザインやマーケティングなどの
基礎的知識を学び、参加者とのディスカッションを行います。

西日本シティ銀行
野間三丁目
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『“ものづくり” の原点を考える』

野間三丁目
バス停

講師：加藤 未礼

それぞれの “ものづくり” に対する目的や課題を再確認し、ア
イデアや手法へつながるノウハウをワーク形式で学び合います。

『商品のブランディングとマーケティング』

講師：加藤 未礼

商品化する際に必要なブランディングとマーケティングを加藤
氏のさまざまな事例をもとに学び合います。

『制作に必要なデザインの力』

講師：伊原 亜希子

商品化する際に必要な「気持ちを形にするデザインプロセス」を、
伊原氏の事例をもとに学び合います。

『アウトプットに必要なデザインの力』

講師：伊原 亜希子

商品をもっと魅力的にみせるためのツールデザインや売り場の
作り方などをワーク形式で学び合います。

※ 場合によって内容に変更がある場合は、こちらからご連絡いたします。
また、NPO 法人まるのホームページ＜http://maruworks.org＞でも変更のご案内をいたします。
なお、講座内容によっては事前にご用意（商品持参や課題など）いただく場合もあります。

お申し込み方法（事前申込み）
次の申込み事項を添えてお申し込みください。定員各講座３０名（先着順）
１．お名前（ふりがな）２．ご所属・活動内容など ３．ご住所（□ご自宅／□勤務先など）４．電話・
ＦＡＸ・Ｅメール ５．参加希望日程・区分 a．b いずれかをお選びください（先着順ですので、
定員となり次第締め切らせていただきます。）
ａ．全講座（5 回）参加：10,000 円
ｂ．部分参加（□1 回目／□2 回目／□3 回目／□4 回目／□5 回目）参加：各講座 2,500 円
６．1 回目の講座終了後の交流会 : □参加（3,000 円）／□不参加 ７．参加費合計金額
※ 今回の参加費のお支払い方法は、銀行振込と郵便振替のみでの受付となります。参加費のご入
金は 8 月 31 日（金）までにお願いいたします。なお、振込手数料はご負担願います。
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西鉄電車
○「西鉄天神駅」より「高宮駅」下車、徒歩 15 分。
西鉄バス
○「西鉄高宮駅」より、系統番号 50･51･52 で
「野間三丁目」下車、徒歩 2 分。（100 円区間）
○「天神大丸前 4C」より、系統番号 151･152 で
「野間三丁目」下車、徒歩 2 分。
○「博多駅郵便局前 C,D」より、系統番号 64･67 で
「野間三丁目」下車、徒歩 2 分。
お車でお越しの方
駐車スペースは 1 〜 2 台分しかありません。
近くの有料パーキングをご案内させていただく
場合もありますので予めご了承下さい。
銀行振込口座／郵便振替口座
■銀行振込口座
福岡銀行 高宮（たかみや）支店
普通口座 口座番号 1587561
名義 特定非営利活動法人まる 代表理事 樋口龍二
■郵便振替口座
口座番号 01710-8-69084
名義 特定非営利活動法人まる

お申し込み／お問い合せ先

NPO 法人まる
コミュニケーション創造事業 maru lab.

（担当：樋口・船津丸）
〒815-0041 福岡市南区野間 3-19-26
TEL ／ 092-562-8684 FAX ／ 092-562-8688
mail ／ marulab@maruworks.org
URL ／ http://maruworks.org/

HP 上にて「申込用紙」をダウンロードできます。

