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障害のある人たちとの
働き方を考える2日間
～福祉をかえる「アート化」セミナー福岡2013～
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　本セミナーでは、学びの場だけでなく、参加者同士の情報の共有化を　本セミナーでは、学びの場だけでなく、参加者同士の情報の共有化を
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く環境整えていくと同時に、創作／表現活動を通してより人間らしくく環境整えていくと同時に、創作／表現活動を通してより人間らしく
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（部分参加の場合／1日目：6,000 円、2日目：ワークショップ 3,000 円、分科会 3,000 円）
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交通アクセス

お申込み方法（要事前申込み）

プ ロ グ ラ ム

2013年3月23日[土]・24日[日]

■福岡市地下鉄（空港線）
　地下鉄「西新」駅下車、７番出口より徒歩１0分
※ 駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。

3月23日[土] 10:00～16:3011日目 3月24日[日] 9:30～16:002日目
■   9:30～10:00     受付 （ホールD＜3階＞）
■ 10:00～12:15　全体ワークショップ （ホール A･B）
　 「”自分たちの仕事”をつくる」

■ 12:15～13:30　（休憩） 昼食は各自でお願いします。
■ 13:00～13:30　受付  （ホール A＜3階＞）
■ 13:30～15:30　選択プログラム
　 「創作／表現活動を循環させるノウハウ」

■ 15:30～16:00　クロージングディスカッション（ホール A）

■ 10:00～11:00     受付 （大会議室 A･B＜2階＞）
■ 11:00～11:15　主催者挨拶、オリエンテーション
■ 11:15～12:15　基調講演

■ 12:15～13:30　（休憩） 昼食は各自でお願いします。
■ 13:30～15:15　実践報告

■ 15:25～16:15　ディスカッション、質疑応答
■ 16:15～16:30　挨拶、2日目の説明など

■ 18:00～20:00　交流会

「アート活動を通した障害のある人たちの働き方の変化」
播磨靖夫　財団法人たんぽぽの家 理事長（奈良県）

「＜アート＞＜福祉＞＜仕事＞それぞれの考え方」

会場：御膳屋「奥離」   TEL : 092-738-1858

上田祐嗣　有限会社ファクトリー 代表（高知県）

＜一時解散＞

会費：4,000 円
福岡市中央区天神 2-11-3 ソラリアステージビル 6F

九州大学西新プラザ
福岡市早良区西新2-16-23　TEL : 092-831-8104

■福岡市地下鉄（空港線）
　地下鉄「西新」駅下車、７番出口より徒歩１分
※ 地下に有料駐車場(30分100円＜1,000円打ち切り＞)がありますが、
　 駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

西新パレスホール
福岡市早良区西新2-10-1 3F　TEL : 092-841-2251

　１．お名前（ふりがな）
　２．ご所属・活動内容など ※勤務先、ボランティア活動先など。
　３．ご住所（□ご自宅／□勤務先等）
　４．電話・ＦＡＸ・Ｅメール
　５．このセミナーをお知りになったきっかけ
　６．参加希望日程・区分
　　 下記のａ～ｄより参加日程を選んだうえで、区分をお知らせください。
　　　ａ．全プロクラム（両日）参加：10,000円
　　　ｂ．1日目のみ参加：6,000円
　　　ｃ．2日目のみ参加：6,000円
　　　ｄ．1日目と、2日目の □午前 ／ □午後 のみ参加：9,000円
　　　ｅ．2日目の □午前 ／ □午後 のみ参加：3,000円
　７．交流会（4,000円）:　□参加／□不参加
　８．選択プログラム（2日目の午後の部に参加される方）
　　　第１希望、第２希望（Ａ～Ｃから選択）をお知らせください。
　９．お支払い方法
　　　参加費（交流会費も含む）はお近くの金融期間よりお振り込みください。
　　　※ お振込みは3月19日（火）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。
　　　＜銀行振込＞
　　　　福岡銀行 高宮支店 （普通）1587561
　　　　名義：特定非営利活動法人まる 代表理事 樋口龍二
　　　＜郵便振込＞
　　　　口座番号 01710-8-69084　加入者名：特定非営利活動法人まる

NPO法人まるのホームページ上にて「申し込みフォーム」をダウンロードできます。

※ やむを得ない事情により、プログラムの一部を変更させていただく場合があります。
※ お預かりした個人情報は、本セミナーの受付事務においてのみ使用させていただきます。

西村佳哲　リビングワールド 代表／働き方研究家（東京都）

A
定員
40名

B
定員
30名

C
定員
30名

「あるべき循環にむけたコミュニケーションデザイン」（ホール A）
加藤未礼　おおきな木／コミュニケーションデザイナー（東京都）

「魅力を伝えるアウトプット～展示のノウハウ」（ホール E･F）
中津川浩章　美術家／工房集 アートディレクター（神奈川県）

「施設での創作／表現活動の環境づくり」（ホールD）
榎本紗香　しょうぶ学園 デザイン室チーフ（鹿児島県）
棡葉朋子　やまなみ工房 アトリエころぼっくる主任（滋賀県）

次の申し込み事項を添えてお申し込みください。定員各日100名（申込先着順）

障害のある人たちとの働き方を考える2日間
～福祉をかえる「アート化」セミナー福岡2013～

九州大学西新プラザ

九州大学西新プラザ23日23日23日

西新パレスホール

西新パレスホール24日24日24日

藤野幸子　アリヤ出版／ときめきプロジェクトイベントディレクター（福岡県）
黒松祐紀　株式会社 C.E.works チーフディレクター（福岡県）

田口ひろみ　山元町社会福祉協議会 工房地球村 施設長（宮城県）
武田和恵　財団法人たんぽぽの家 宮城スタッフ（宮城県）

「アートセンター画楽の取り組みから」

「ときめきプロジェクトが目指すもの」

「アート活動からの仕事復興」

お問い合わせ･お申し込み先

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

maru lab.（NPO法人まる）

ふなつまる どうべ

ガストガストガスト


