
旭区当事者交流企画、大盛況！！

　同じ旭区内に店を構えたり活
動したりしていながら、ほぼ同
じ時間帯に働いているので、普
段なかなか会うことのできない
“愉快なはたらき者たち”。　
そんな「点」どうしが出会い、
（ひとまず）旭区が豊かにつな
がっていくことを願って、旭区
内の作業所や施設に通うひとびとが一

緒に参加できる「当事者
交流会」なるものを旭区
自立支援協議会が企画。
2012年２月中旬から３月
にかけて、ハイキング、
マジック、製菓、アフリ
カン太鼓、ボッチャなど
の７つのプログラムが開
催されました。カプカプ
でも、各プログラムへの
エントリー表が分室の壁
に 貼 り 出 さ れ 、 メ ン
バー・スタッフ共、なん
じゃかんじゃ悩みつつ各
自好きなプログラムを選
択！　初めての試みに少
し緊張しつつも、参加の
日をそれぞれ心待ちにす
るドキドキワクワクな年
度末でした。カプカプで
は、７つのプログラムの
内、絵画（講師：ミロコ
マチコさん）とダンス
（講師：新井英夫さん）
の企画運営を担当。「障
害者」なんかじゃなく、
「表現者」どうしとして
誰とでも向き合い、交わ
り、そして自分自身すら
を変えることのできるお
ふたりのアーティストとの出会いが
あったからこその企画でした。みんな
が作り上げる空気がなんとも嬉しく、

続きが見たくなったので、な
んとこの絵画とダンスのワー
クショップは、2012年度も引
き続きカプカプにて開催され
ることが決定！　今後の展開
に乞うご期待です。

（すずきまほ）

（講師、怪しく登場。）

（背中をさすり
あう。）

（おシリで
　　　つながる。）

（風船でつながる。）

（まだ白いくじら）

（絵具シャワー。）

（『みんなで　かいた　おおきな　くじら展』
於：カプカプ竹山、2012年4月6日～5月19日まで）

♡日帰り旅行に行きまし
た
　３月１９日　日帰りで、千葉へい
ちご狩りに行きました。竹山団地か
ら、貸切りバスに乗り、車内でお話
をしたり、カラオケをしたり、行き
も帰りもワイワイガヤガヤ楽しい一
日でした。いちご狩りと、美味しいお昼ごはんの後には、
ものまねショーを見て、“スター”と記念写真も撮りま
した。

♡新メンバーが増えました
　２０１２年４月から、男性のメンバーが一名増えまし
た。　絵を描くのが大好きな“イケメン”さんです。是
非、「喫茶カプカプ竹山」に会いに来て下さい。

♡今年度は、、、
　今年は、機織りと、ギャラリー展示
に力を入れていきます。出来上がった
作品や、作業所メンバーや地域の方の
作品を「カプカプ竹山」の白くて広い
壁にたくさん飾っていきたいです。

♡さらに、、、
　新しいケーキも試作中です。喫茶にお越しのお客様に
もっと、もっと、カプカプ竹山の“味”を楽しんでいた
だこうと、日々研究中です。乞うご期待!!

♡ごあいさつ
　昨年2011年6月からカプカプ竹山の職員として、カプカ
プに加わっております、上原と申します。私にとっては、
未知の分野での仕事となり、竹山だけでなく、ひかりが
丘や川和のメンバーさん・職員と一緒に活動をさせてい
ただくことで日々勉強させていただいています。喫茶や
製作の仕事や地域の皆様との交流など、したいこと、知
りたいこと、（問題も）が山のようにあります。それら
を、カプカプや地域の方と一緒に、少しずつ解決・改善
して行き、“もっともっと楽しいカプカプ”にしていき
たいと思っています。

　　　　（うえはら　ゆうこ）

（大きなくじらに
　乗って描く！）

カプカプ竹山ニュース

★新会員募集と継続加入のお願い★
　〈やまなし〉は地域作業所カプカプの後援会「FHSネットカプカプ」の通信です。FHSネッ

トカプカプでは地域作業所カプカプを応援するために、広く会員を募集しています。

　　年会費1口1000円1口以上何口でも結構です。　　　郵便振替  00290-2-36249 ＦＨＳネットカプカプ

　　　ホームページ　http ://kapukapu .org/   メール　kouenkai@kapukapu .org

初めての1泊旅行
　3月14・15日、川和では初めて

の1泊旅行に出かけました。メン

バー11名、スタッフ6名総勢17名です。行先は焼津。1日

目はいちご狩り、2日目はSL乗車がメ

インイベントです。食べるのが大好

きな川和の人々。甘いイチゴや桜エ

ビに大満足でした。しかし、本当に

盛り上がったのは夕食後の宴会。お

よそ2時間半、歌声は途切れず、また終始会場を走り続

ける人もいて、エネルギー迸るひと時となりました。

エイブルアートのこと

　前号のやまなしの１面を彩った絵画の作者、與那嶺光

雄さんが、エイブルアートカンパニーに作家登録されま

した。一昨年登録されたひかりが丘の渡邊鮎彦さんに続

いてカプカプで２人目の登録作家になります。5月1日に

ホームページデビューを果たしています。これからの展

開に乞うご期待！

　エイブルアートカンパニー

とは…障害のある人がアート

を仕事にできる環境を作るこ

とを目的に設立されました。

障害のある人による作品を広告や商品のデザインに活か

すことで仕事につなげます。（エイブルアートカンパ

ニーパンフレットより）

エイブルアートカンパニー：www.ableartcom.jp

（日本平にて）

（大宴会！）
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クラムボンは
　　　　　カプカプわらったよ

〒241-0001
横浜市旭区上白根町891-18-4-103
045-953-6666(FAX兼用)

カプカプひかりが丘
喫茶、製菓、リサイクルバザー

など
創作（オリジナルグッズ制作販売）

カプカプ竹山

〒226-0005
横浜市緑区竹山3-1-8,3102-221
045-934-6668(FAX兼用)

喫茶、ギャラリー、

など

創作（オリジナ
ルグッズ制作販売）、ワークショッ
プ

〒224-0057
横浜市都筑区川和町1331-1
045-938-5801/045-938-5802(FAX)

カプカプ川和
喫茶、調理、

など
創作（オリジナルグッズ

制作販売）

カプカプホームページ　　http ://kapukapu .org/

題字：平野日佳留　文字：畠山三枝子

あざみ野マルシェ
出店のご案内

横浜市青葉区あざみ野に
ある「横浜市民ギャラ
リーあざみ野」にて、隔
月の週末に開催される

『あざみ野マルシェ』。安全・おいしい・
カワイイ食べ物やグッズを作っている様々
な作り手たちが集い、直接お客様にお届け
するone-dayマルシェです。カプカプとし
ては、2011年度に初めて参加。しかーも、
カプカプ初の3か所合同出店！　そりゃあ
てんやわんやの大騒ぎ。クリスマス前の出
店だっただけに、サンタやらトナカイやら、懐かしい

顔やら新しい出会いやら。賑やかな一日
となりました！　2012年度のマルシェ
は年4回開催の予定。カプカプの出店が
決まっているのは、今のところ第１回目
の5月20日（日）。10時～16時頃まで
です。第2回以降（開催予定日：7/28、
11/4、1/20）の出店詳細については、
カプカプＨＰをチェック！

カプカプひかりが丘の商品紹介
　「なめらかとろりん紅茶プリン」に続くひかりが丘ス
イーツの新作が出ました！　オーガニックのブランデー
漬けフルーツ（いちじく、レーズン）がたっぷり入った
パウンドケーキは、これまでもファンの多い商品ですが、
そこに新しく「紅茶といよかんのパウンドケーキ」が仲
間入り。マカイバリのオーガニック・ダージリンと、無
茶々園の農薬不使用いよかんが絶妙なハーモニー。パウ
ンド型1本1,200円で贈り物にも好適品です！　

　グッズ部門で昨年12月のあざみ野マルシェに
て遂にデビューしたのが、オリジナル・シール。
カプカプーズのイラストを堪能できるシールは、
他では手に入らない逸品で、喫茶のお客様の目
も引いています。2012年度は、ラインアップ
もさらに充実＆デザイン面も一段とパワーアッ
プしたシール第二弾を発売する予定です！　そ

の他にも、味わい深い馬糞紙を用いた「オリ
ジナル・カード」、和晒布を用いた「野元さ
ん手縫いのおフキン」、農薬不使用ハーブで
作った「バスハーブ」、たくさんのカプカ
プーズの手しごとを経て作られる「ハギレ棒
編みクッション」など、日々、カプカプらし
い商品の開発にいそしんでいます！

miko-san
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●キーホルダー／ストラップ（100円）オリジナル
のイラストが描かれたプラスティック板をトース
ターで焼いて作っています。
●花クリップ（300円）布や毛糸で編んだお花が付
いたカワイイクリップです！
●珈琲消臭袋（800円）毛糸の織物やビーズ・刺繍
などがあしらわれたオシャレな袋に、使用済み珈
琲を詰めました！
●毛糸マット（500円～）カプカプ
竹山の織職人が色とりどりの毛糸を
織って作るマット。そのまま敷物に
しても良し。クラフト素材としてア

レンジしてもグッド。縦
長 ポ シ ェ ッ ト に 仕 立 て た ポ ー チ
（1000円）もございます！
●刺繍額（1000円～）喫茶の店内で
チクチクと縫われるカラフルな刺繍。
額に入れられ、インテリアとしてお楽しみ
いただける一品となりました。
●スウェーデン刺繍製品（価格未定）特製

の生地と糸を使って絵柄が縫い描かれるスウェーデン刺
繍。クッションカバーとポーチになりました。
●手編みショール（1500円）手編み独特の、空気を含
んだやわらかなショールです。椅子の背カバー、テーブ
ルセンターなど、工夫次第で楽しみ方も色々です！
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□喫茶ではお茶メニューもだ
しているカプカプ川和ですが、
今 回 あ ざ み 野 マ ル シ ェ で
「ほうじ茶クッキー」
初登場（予定？）です！何度
も試作を重ね、いろいろな方
にご意見をいただきついに完

成しました。口の中いっぱいにほうじ茶の香ばし
い香りがふんわりと広がる、ちょっと大人なクッ
キーです。ぜひ一度ご賞味くださいませ！
□そして、グッズにも新商品登場です。その名も

「お花のばっち」！メンバーがそ
の日の気分で仕上げたばっちたち…ひとつと
して同じものはございません。お気に入りの
ひとつを見つけてみてください！
□もうおなじみになり
ました「ケークサ
レ」に、新メンバー

のポストカードに
も注目です！

（DJだYO！）
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