
 

雨がしとしととふるなか、天王寺動物園に写生会にいってきました！写生会なのに参加者中半分のひとが
動いている動物が全くみえない、休憩所でスケッチ？をしました。印象派の作品群です
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KAMAN!メディア
センター
「かまめセンター」

〒557-0002 
大阪市西成区太1-11-6

tel & fax ：
06-6643-3133

オープン
10:00-18:30(12:00～
13:00やすみ) おおよそ
年中無休

アクセスは！
動物園前駅 2番口を出て
すぐ動物園前1番街を入る
。あるいは、新今宮駅 東口
を出て43号線沿いに東へ
進み、動物園前1番街を入
る。商店街入り口から徒歩
1分。インフォショップカフ
ェ・ココルームの向かい。

天王寺動物園写生会

創刊
号！！

特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋
557-0001 大阪市西成区山王1-15-11

tel.&fax. 06-6636-1612　　info@cocoroom.org
http://www.cocoroom.org

くわしいお問い合わせ

第１回　　　勉強会  ８/２３（日）　１９:００～講師：栗原彬
こども向けWSの現場でまなぶ ９/２６（土）　講師：エメスズキ

２面にもあるよ
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９/１３

夏の思い出
かまに～流れてきたんや～♪釜ヶ崎夏まつりで“かまぼこバンド”デビュー！
思いっきり歌いました！あついエール？にファンレター！もいただき、ありがとうございま
す。それにしても、おっちゃんたちのエネルギーにはぶったまげます。
そんな夏まつりの様子は、現在カマン！TVで写真上映中。先日、なんと写っている本人
があらわれました。慰霊祭のシーンで手を合わせるおっちゃん。友人を思う姿はとても物
静かでした。プリントして渡すと、そんなおっちゃんも満面の笑みに。もしかしたら自分も
写っているかも？       ひらかわ

あつい日が続いております。

カマン！メディアセンターもはやいもので、オープンから、３ヶ月がたちました。

今日はカマメのウラに住む方から、使わないちゃぶ台があるけれどいる？とお声が

かかり、センターの真ん中に大きなちゃぶ台さんが鎮座するようになりました。こ

れによってカマメはますますお茶の間度が増し外からみると劇の舞台セットのよう

。ちかごろはぬりえや飛行機づくりなどなどいろんな創作活動が毎日しぜんとはじ

まるので、机が手狭になっていてとてもありがたかったです。

進化するお茶の間劇場カマメどうなっていくのでしょぅ

スタッフコラム

Vol.1

８/９



釜ヶ崎夏まつり習字コーナー

せっかく創刊号なので
みんなの作品
一挙公開！

即席句会

特定非営利活動法人こえとことばとこころの部屋　　

 大阪市西成区山王1-15-11　　　tel.&fax. 06-6636-1612　info@cocoroom.org　　http://www.cocoroom.org
すべてのお問い合わせは

８/２３（日）　19:00～
第１回　　　勉強会　
講師：栗原彬

８/３０（日）16:00～19:00
ワークショップ基礎
デザインをまなぶ
ワークショップ

こども向けWSの
現場でまなぶ
９/２６（土）　
講師：エメスズキ

けんたろうくんのにがおえ

神戸からよくあそびに

きてくれるけんたろうくん。

カマメやココルームに

来た人のにがおえを

PCでかいて

くれます。

似てます。

とても

釜ヶ崎夏まつりにて習字コーナー

をしました。こどももおとなも

砂ぼこりと日差しのなかでわいわい

たのしくかきました。

能面師暢春さんと即席句会。
たまたま居合わせた
ビックイシュー名古屋の
古澤さんとともに一句。
お題は「つゆあけ」

カマメに

あそびに

来てくれた

みなさんの

すてきな

作品

紹介します
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今月のカマン！ TV
釜ヶ崎夏まつり写真ダイジェストなど

カマン TV！では流したい映
像を募集しています
こんなのながしてほしい！と
いうリクエストもどうぞ

ココルーム畑のある葛城市の尺土駅に１１時に集合。遠く須磨からきてくださった方々も！遠路はるば

るありがとうございます。総勢１０名。４歳から５０代までのふしぎな組み合わせの団体。

　てくてくと畑に向かうみちの田んぼには足の生えかけたおたまじゃくし、ざりがに、田螺、いろんな

生き物がいます。みんな童心にかえって田螺とったりおたまじゃくしつかまえようとしたり。

　しばらくほっとくと夏の畑はくさぼうぼうになります。今回の目的は草抜きとマルチかけ（草がはえ

ないように黒いビニールをかける）。　もちろんこどもたちは草抜きなんかしないで用水路でざりがにつ

かまえたり元の服の色がわかんないくらいどろんこに。

　　一仕事おえておなかがへったのでおうちでお昼ごはんを食べることに。

中庭で行水す人、ざりがにを取りにすぐ隣を流れる川に入る人、シャワーを浴びる人、ビールを飲む人、

カレーを食べる人、お昼寝する人…。　大人もこどもも集まって、なんだか田舎のおばあちゃんの

　

ココルーム畑住み開き、次回は９月上旬を予定しています。みなさんのご参加をお待ちしています。

７月２０日　ココルーム畑住み開きレポート

釜ヶ崎夏まつりの前夜祭
夏まつりを盛り上げるためにまちをちんどんでねりあるく
 顔にペイントをし仮装をしみんなでじゅんび
バタバタしながら出発
仮装をがんばってしているのはおとなのほうがおおいよう
第一弾で出発した先発隊に後発隊が合流しようとこどもの里までいそぐと
だんだんみんなのかなでる音楽がちかづいてくる
ドンドン、ドンドン…
仮装をしたおかしな部隊が仮装をし音楽をならすたこれまたおかしな部隊と合流
さらにおかしな部隊となってパワーを増してねりあるく
まつりのビラはあっという間になくなる
このまちに住む人
ほかの町から来た人
こどももおとなも
障害のある人もない人も
つらい人もそうでない人も
みんな一緒にあるく
隊列がながいので音楽は前とうしろでだいぶずれていたり
そのゆるやかなかんじがとてもここちいい
三角公園の舞台にあがるとはじめはメイクもはずかしがっていた
こどもが堂々とたっている
パレードがおわるとしぜんとみんなではくしゅ

うちに集まって畑仕事をした

あとだらだらのんびりして

いるのが、みんな血はつながら

ないのに遠い親戚みたいな感じ

がしてとても不思議な感じ。
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コーヒー、紅茶、世界のお茶、ジュースなど
300 円〜
ビール　500 円　
焼酎、日本酒　400 円
おつまみ　200 円 ～　
日替わりごはん　800 円 

特定非営利活動法人

こえとことばとこころの部屋

557-0001 大阪市西成区山王1-15-11
tel.&fax. 06-6636-1612

info@cocoroom.org
http://www.cocoroom.org

三井住友銀行　天王寺駅前支店　普通1585265
トクテイヒエイリカツドウホウジン　コエトコトバトココロノヘヤ

郵便振替　記号01090-5-48059
cocoroom代表　ウエダカナヨ

ココルームでは寄付を受け付けています 取材・お問い合わせは

19日（水）  終日   手芸部　　　　ちくちく裁縫しましょ

20日（木） 18時半～20時  みんなでPC講座 1000円　お茶つき　交流パソコン教室

21日（金）  19 時   ウォンジクスの朗読の夕べ　    投げ銭カンパ　みなさん一緒に朗読しましょう！

24日（日）  11 時～  栗原彬さん 公開原稿執筆パフォーマンス！

24日（日）    18 時半ころ～  GO WEST　こたね発表会　　　大学生の旅最後のよるの表現会

24日（日）    13 時ころ～  長野ふるさとをかんじる会　　少々　長野の郷土料理「おやき」をつくります

26 日（水）     19 時～  レノンの雫　　　ジョンレノンの歌を大阪弁で解説！

29 日（土）       19 時～  尾崎伸行　朗読会　　月に１回いろんな人が自然にあつまる尾崎さんの朗読会

31 日（月）       22 時ころ～  マットさんと話そう！　ホームレスオペラ設立者マットさんとお話します

1 日（火） 19 時集合  20 時開始  オザワケンジ「うさぎ！」を読む会　みんなで音読しましょう

5 日（金） 19 時～ 20 時  レゲエ竹笛ライブ　　　投げ銭　　演奏：wani

8 日（火） 19 時～  てれれ上映会　　　　　料金 500 円

10日（木） 19 時～  カマン！ TV を見る会

13 日（日） 16 時～ 20 時  みんなで絵をかく会　みんなでにがおえを描いたり描かれたり！

3 日（火）　　時間未定  コミュニティアート映画祭

28 日（土） 18 時～   OCA ！大阪コミュニティーアート事業　勉強会
「<住み開き >  自分の場 ( プライベート ) を集いの場 ( パブリック ) に変える幾十の方法」
　講師 : 大和川レコード（a.k.a. アサダワタル）
　定員：15 名　　　　参加料 300 円
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カマン！メディアセンター
KAMAN!mediacenter

ココルーム
COCOROOM

花に水をやってくれるいさおさん

カマメ・ココルームでは、お手伝いいただける方

募集中。切ったり貼ったり折ったリ運んだり

おそうじしたり、花に水をやったり

おてつだいいただける方、

スタッフに声をかけて

みてください。

しそジュース
はじめました


