たんぽぽの家

アートセンター HANA

すべての人がアートを通じて自由に自分を表現
したり、互いの感性を交感することができるコ
ミュニティ・アートセンターです。障害のある
人たちが個性をいかしながらビジュアルアーツ
やパフォーミングアーツに取り組むスタジオ、
今を生きる人たちの表現を紹介するギャラリー、
コミュニケーションの可能性について探求する
インフォメーションセンターやミーティング
ルームがあります。

写真：衣笠名津美

社会福祉法人わたぼうしの会たんぽぽの家アートセンター HANA
（生活介護事業：３０名 / 就労継続支援 B 型：１０名）
所在地：〒６３０ー８０４４
営業日：火曜日〜土曜日

奈良市六条西３−２５−４
１０：００〜１７：００

Studio

絵画、立体造形、テキスタイル、陶芸など多
彩な作品や体験を生み出すスタジオを展開。

スタジオ

アトリエ

テキスタイル

Performance

Gallery
ギャラリー

国内外で活動するアーティストを障害のあるな
しに関わらず紹介するギャラリー。

現代アートの作家の展覧会も開催

陶芸

※写真：寺岡波瑠個展 - 不可思議な地平線 -

ダンス、語り、演劇といった身体表現を行う
プログラムもあります。

パフォーマンス
たんぽぽの家の所属作家や他の団体で活動する作家の作品を展示

Cafe

地域の人も利用できるカフェ。アートセンター
にある HANA カフェと HANA から歩いてすぐの
福祉ホーム「有縁のすみか」に併設している六

カフェ
ダンス - 身体表現

語り

community college
コミュニティ・カレッジ

条山カフェがあります。六条山カフェでは貸し

演劇

館、展覧会なども実施しています。

地域の人とともに、障害のある人たちの学び
の機会を作っています。

HANA カフェ

六条山カフェ
ネイルプログラム

好きなものくらぶ

アレンジフラワー

HANA ショップ

○営業時間

11：00 〜 17：00

○定休日

日・月・祝日

商品製造

商品の袋詰め、パッケージのシール貼り、箱詰めなどの商品の製造はメンバーが行なっ
ています。商品製造を担当しているのはショップのプログラムメンバー。HANA のグッ
ズがどのように作られているのか、ショッププログラムのとある 1 日を紹介します。

アートセンター HANA １ F のショップスペースでは、常時グッズの展示販売を行っております。

この日は HANASAKU クッキーという商品のパッケージ作業をしていました。

HANA ショップでは、日々生まれるたくさんのグッズ
を、季 節 や イ ベ ン ト に 合 わ せ て 販 売 し て い ま す。
HANA グッズだけでなく、時に日本全国の福祉施設か
ら障害のある人が携わった商品やお菓子を仕入れて販
売しています。

他施設から仕入れた商品も販売

別注したクッキーの数が頼んだ
数とあっているか検品します。

表にパッケージシールを貼って
いきます。曲がらないように丁
寧に！

バーコードのシール貼り中！そ
れぞれのメンバーが得意なこと
を活かして作業をしています。

クッキーにつける商品説明タグ
作りです。穴をあけクッキーに
取り付けます。

商品の企画展も開催しています。
手織展

ショップメンバーに仕事の意気込みをききました。

T シャツ展
が ん ば カ ン パ ニ ー（滋 賀）
のがんばクッキー。素材に
こだわったやさしい味の

クッキーはさくさくした食

感 で、種 類 も 豊 富 で す。

商品を検品したり

HANA オリジナルパッケー

ジで hansasaku クッキーと
して販売しています。

hanasaku クッキー
¥259（税込）本体￥240

毎年秋に、ならまちにある奈良町物語館で展示販売をしています。
手織り部屋で生まれた商品を中心に、たくさんの方に HANA 製
品をお楽しみいただいています。

毎年夏に、新作 T シャツやグッズを制作し、
「T シャツコレクショ
ン」と題した展示販売を行っています。（別ページ参照）

原材料 / 小麦粉・卵・バター含む
内容量 /50g

シールをはったり、
文字を書く仕事が好き
で、ショップの仕事で
は封筒に宛名を書いた
りして、楽しいです。

チラシを挟み込む仕
事もしています。ど
れも楽しいです。

GOODS
特集①

グッズ

特集②

MASASHI YAMANO

MAYUMI NAKAMURA

中村真由美

山野将志

中村真由美は、動物や人物をイラスト・張り子・ペン画・油彩など、さまざ

山野将志は、動植物や世界の風景、文化遺産などをダイナミッ

まな形で表現するアーティストです。イラストや張り子（名称：ハリポテ）

クに描く、たんぽぽの家を代表する作家の一人です。数多く

は一貫したかわいらしいビジュアルで、グッズはもちろん、お買い物紙袋の

ある作品は、どれも山野だけが生み出せる唯一無二の色彩で

柄としても大人気です。それに対して、写真を見ながら描く絵画は、リアル

描かれています。日本全国、海外での出展のほか、街中や文

で背景までとても繊細に描き出されています。ここでは、その両方を楽しめ

化施設をいろどるパブリックアートを制作した経験も。こち

るたくさんのグッズをご紹介いたします。

らでは、山野の作品の魅力を活かしたアートグッズをご紹介
します。奈良ゆかりの柄も多くあり、お土産にもぴったりの

ANIMAL MESSAGE CARD

商品です。

全５種

「ひよこ」「かえる」「ライオン」「ひつじ」「うさぎ」

山野将志画集
¥�,��� （税込）本体 ¥�,���

素材 / 紙
サイズ / 縦 20cm × 横 35cm
全 18 ページ

ポストカード
¥��� （税込）本体 ¥���

素材 / 紙
サイズ /10cm×14.8cm

山野将志の代表作品が詰まった画集。
掲載作品は全 41 種類。絵画以外に
も陶芸作品など山野のこれまでの体

A� クリアファイル

「夫婦岩二見浦」・「マンション」

「アシュラーの絵」・「大乗院庭園の絵」

験と道のりが詰まった一冊となって
います。

¥��� （税込）本体 ¥���

素材 / ポリプロピレン
サイズ /A4(22cm×31cm）

トートバック「マンション」
¥�,���（税込）本体 ¥�,���

左から「大乗院庭園の絵」「アシュラーの

絵」「しかうきみどうの絵」「庚申堂の絵」

「庚申さん」「さる沢池の岩のトリ」 他

素材 / コットン 100%
サイズ / 縦 39cm× 横 33cm
カラー / 生地：ネイビー /

「オオアリクイ」「水牛」

¥��� （税込）本体 ¥���

素材 / ポリプロピレン
サイズ /A4（22cm×31cm）

¥��� （税込）本体 ¥���

素材 / 紙
サイズ /12.5cm×12.5cm 正方形

（カード見開き

ハリポテ

縦 12.5cm× 横

25cm）

¥�,��� ～ ��,���

動物イラストシリーズのかわいいメッ
セージカード。開くと中にも一匹。お

各種
（税込）

素材 / 新聞紙、和紙、アクリル

祝いメッセージや贈り物に添えて、喜
ばれること間違いなしです。

中村がつくる張り子、通称” ハリポテ”。一点
一点すべて手作りの動物たちは、もちろん体
格も表情もいろとりどり。なんと動物は全３
０種類以上で、サイズも手乗りサイズの小さ
なハムスターから、両手でしか抱えられない
特大のゾウやくじらまであります。並んでい
るのをみるだけでワクワクする作品です。

ホワイト・イエローグリーン

てがき メッセージカード

てぬぐい「ならまち」
¥�,���（税込）本体 ¥�,���

¥��� （税込）本体 ¥���

素材 / コットン 100% ( 柄：プリント )
サイズ /90cm × 36cm

キラキラ缶バッチ ３種

A� クリアファイル

缶バッチ

素材 / 紙
サイズ / カード：縦 5.5cm × 横

各種

「ジャッカル」
「集中豪雨」
「まあるいサボテン」

9cm 封筒：縦 6.5cm × 横 10cm

¥��� （税込）本体 ¥���

手書きのてづくり感がとてもかわいいメッセージ
カード。付いているイラストは、中村本人が切り
抜いたものです。色鉛筆で添えられたメッセージ
も何種類かあるので、贈る相手にぴったりの一枚
を探してみてください。

素材紙・フィルム・スチール
サイズ / 直径 3.7cm

イスラムの仏像やきれいな花など、
山野が旅先や日々出会った魅力的な

ものが柄になっています。ワンポイ

メモ帳「ならまち」
¥���

（税込）本体 ¥���

素材 / 紙
サイズ /10cm×10cm 80 枚

¥��� （税込）本体 ¥���

素材紙・フィルム・スチール
サイズ / 直径 5.5cm

大き目サイズの缶バッチ。力強い線がキ
ラキラ素材でさらにカッコよく際立って
います。

缶マグネットセット

（セット A ／セット B）

ントや記念品にぜひ。

２種

¥��� （税込）本体 ¥���

素材紙・フィルム・スチール・磁石
サイズ / 直径 3.7cm

「ならまち」シリーズの缶マグネット
セット。こまいぬ、鹿、阿修羅像など
奈良ゆかりの柄となっています。奈良
土産にも最適です。

チクルマクル

chikurumakuru クリアケース

「クイクイ（しか）」「茶々（いぬ）」「ゴロちゃん（ねこ）」

¥��� （税込）本体 ¥���

素材 / ポリプロピレン
サイズ / 縦 17.5cm × 横 24.5cm

全３種

チクルマクル

chikurumakuru 食器シリーズ
¥��� 円～

（税込）

動物イラストシリーズの食器。カップ、茶碗、ボウルなど全６種類。日々
の暮らしの中に中村真由美のかわいい生き物たちを迎え入れ、癒しの
ひとときをすごしませんか？

アートグッズ
やわらかでやさしい

前田考美の線

前田レターセット
¥���（税込）本体￥���

こちらでは、アートセンター HANA に所属する作家の作
品を、日常使いしやすいクリアファイルやポストカードな
どの文房具、カバンや手ぬぐいなどの布製品などにデザイ
ンした、アートグッズをご紹介します。

前田考美の絵は、やわらかな線と、優しい色が特

原画はこちら

原画はこちら

New!

メモ帳

平井和樹メッセージカード
¥���（税込）本体￥��� 〈A� 便箋付き〉

らねこ」の 2 種展開。森にいる鹿たちが青一色でシンプルにデザインされた「な
らまち」と、武田が和紙に墨で力強く描いた個性豊かな猫たちをデザインした
「のらねこ」。ちょっとしたメモ書きやお仕事での一筆にご使用ください。

サイズ / カード：9×9.5cm 便箋：A5
封筒：11.4×16.2cm（洋２カマス封筒 )

の構成は、季節の花や催しなどがテーマになって
います。

セット内容 / 便箋９枚、封筒３枚、シール３枚

素材 / 紙
サイズ /10cm×10cm 80 枚・正方形

使いやすいシンプルなメモブロック。山野将志の「ならまち」、武田佳子の「の

セット内容 / メッセージカード１枚、封筒１枚、便箋１枚
素材 / 紙 封筒：トレーシングペーパー

徴です。和紙に水彩絵の具と墨で描かれた○△□

¥���（税込）本体￥���

オリジナルのダジャレにクスッ

素材 / 紙

と笑ってしまう楽しい厚紙の

サイズ / 便箋・14.8×21.0cm 封筒・16.2×11.4cm
シール直径 2cm

メッセージカードです。便箋、
封筒つき。

ならまち
鬼ぎり

原画はこちら

ポストカード

たんぽぽ

花火

のらねこ

かきゴーリラ

前田レターセット３種セット

¥���（税込）本体￥��� ～￥���（税込）本体￥���

¥���（税込）本体￥���

素材 / 紙
サイズ /10cm×14.8cm

セット内容 / 便箋 15 枚 ( 各 5 枚）、封筒 5 枚 ( 金 2 枚、
パールホワイト 3 枚）、シール（金 2 枚、銀 3 枚）
素材 / 紙

うみ

サイズ / 便箋・14.8×21.0cm 封筒・16.2×11.4cm
シール直径 2cm

前田メッセージカード

作品のかすれや滲みのある特徴的な線を、金と銀のカ
ラーでデザインしました。あえてシンプルにすることで、

¥���（税込）本体￥���

作品の線やタッチがより際立つ製品となっています。少
し光沢のある上品な金と銀の便箋と封筒は、お祝いごと

澤井玲衣子

にもぴったりです。

セット内容 /A5 メッセージカード１枚、封筒１枚
素材 / 紙 封筒：トレーシングペーパー

原画はこちら

サイズ / カード：21×14.8cm（A5 二つ折り）
封筒：11.4×16.2cm（洋２カマス封筒 )

実物や写真をみながら、静かにゆっくりゆっくり

山野将志

原画はこちら

メタリックカラーで仕上げたカード

筆を走らせる澤井。その繊細な線は、物静かな本

奈良の風景シリーズと、物画・植物シリーズの全

人の出で立ちそのものです。

10 種類。描かれた年代で、画材や絵のタッチが
ぜんぜんちがうのも、面白いポイントです。

と、半透明のトレーシングペーパー
のセットになっています。カードは
２種類あり、友人や家族、仕事先の
方々へ贈るメッセージなど、様々な
場面でご使用いただけます。

はっぱ

さくら

New!

青木優レターセット

２種類の便箋が入っています！
ブドウ / レモン
¥���（税込）本体￥���

木村昭江

元にレターセットができました。植物や果物、野菜を
テーマに描かれ、ポップな色味がおしゃれです。

武田佳子

人物や生き物を大きな和紙に、力強く描く武田の
作品。着物の女性など、その作風から日本らしさ

全種類が入ったセット

全４種セット
¥���（税込）本体￥���

セット内容 / 便箋 16 枚 (4 枚 ×４種類）
、封筒 5 枚

裏面
レモン

素材 / 紙

サイズ / 便箋・14.8×21.0cm 封筒・16.2×11.4cm

色鉛筆や絵の具で、宇宙のような不思議な世界を

をとても大切にしてます。

にも注目です。

素材 / 紙

ブドウ

山村晃弘

に描き出す西ノ園。日々の暮らしでも、植物や食

徴の木村の作品。少し奇妙ないきものたちの表情

サイズ / 便箋・14.8×21.0cm 封筒・16.2×11.4cm
たんぽぽの家のアーティスト、青木優が描いた原画を

大好きな植物や食べ物を、いきいきととても丁寧

独特の雰囲気と、ビビットできれいな色使いが特

セット内容 / 便箋 10 枚（５枚 ×２種類）
、封筒３枚

裏面

西ノ園有紀

も感じられる商品です。

New! 十亀史子

細かな模様や明暗なども丁寧にうつし出す十亀。
きらびやかな装飾をまとったような光り輝く動物
たちのいきいきとした姿を感じられる商品です。

カラフルに描く山村。きれいに整列していたり、
密集していたり、分散していたり、その配列もと
ても魅力的です。

ぽち袋

¥���（税込）本体￥���/� 枚セット ¥���( 本体：￥���)
素材 / 紙
サイズ / 高さ 10cm× 幅 6.5cm

いろんな作家が描いたイラストをプリントしたポチ袋です。
切って貼り、ポチ袋を完成させる作業もメンバーが行ってい
ます。描いた人や画材によって、その雰囲気もさまざま。お

今日も気球船「FLOWER STATION」はわいわいにぎやか。
ちょっと不思議なクルーたちがあなたを幸せにするハッピーサプリをお届けします。

正月のポチ袋としてはもちろん、ささやかなお返しなど、小
さな封筒としてもご使用いただけます。

携帯クリーナーのストラップ

Flower Station
フラワーステーション

￥���（税込）本体 ￥���

素材 / ポリエステル・綿
サイズ / 約 6cm（種類によって異なります）

凧

ねこ

おむすび

落花生

だるま

ドット

それぞれのキャラクターには木村が考えた特徴

花

があります。それぞれのクルーたちの名前、出
身地、職業、効用を紹介します。あなたにぴっ

A� クリアファイル

たりなクルーを見つけてください！

¥���（税込）本体￥���

New!

つとむ
つばきひめ

素材 / ポリプロピレン
サイズ /A4（22cm×31cm）

愛知県出身

喫茶店のママ
楽しい気分にし
てくれます。

千葉県出身
画家

サラ

さつき

カリスマシェフ

エステテシャン

インド出身

集中力を高め
ます。

料理の腕前が
アップします。

福岡県出身
美肌にしてく
れます。

AKIE KIMURA
木村昭江

木村昭江が描くポップな作品は、独特の
雰囲気と、ビビットできれいな色使いが
特徴です。なんだかクセになる、少し奇
アシュラーの絵

旧大乗院庭園

妙ないきものたちの表情にも注目です。

マンション

山野将志

「大乗院庭園の絵」と「アシュラーの絵」
は、奈良県ならではの風景の商品となっ
ています。

ピアノ〜夜のパーティーにて〜

すいれんと池

澤井玲衣子

ピアノが大好きな澤井玲衣子が描く、音楽シリーズの作
品と、水彩とコンテパステルで描かれた柔らかな雰囲気
の作品をクリアファイルにしました。

夫婦岩二見浦

中村真由美

小松和子

ボールペンで精密
に描かれた、力強い
動物たち。よく目を
凝らすと、背景にも
とても細かい柄が。
デスク周りにある
だけでインパクト
溢れることまちが
いなしです。

絵に対する強い想
いを筆先のせ、描
か れ た 作 品 で す。
微妙な色彩にとこ
とんこだわり描か
れています。

いのちの木

裏面

虹色のカーテン

オオアリクイ

長野県出身
薬剤師
気分を落ち着か
せてくれます。

アサコ

ふじこ

ゆり

医者

登山家

薬剤師

看護師長

しゃべりが達者
になれます。

高山病に効きます。
足腰が強くなります。

おなかの調子を良
くしてくれます。

仕切り上手に
なれます。

大阪府出身

静岡県出身

神奈川県出身

チクルマクル

岩手県出身

平井和樹アクリルキーホルダー
¥���（税込）本体￥���

２０＋９＝「肉（２９）」

素材 / 透明アクリル、ナスカン
サイズ / 本体７cm、キーホルダー部分５cm

クイクイ（しか）

素材 / ポリプロピレン
サイズ /17.5cm × 24.5cm

大好きなキャラクター同士を合体させたり、ユニークなイ
ラストを描く平井和樹。数ある作品の中からダジャレ数字

中村真由美のついつい名前を呼びたくなる chikurumakuru 動物

シリーズの３種類がアクリルキーホルダーとなって登場。

シリーズの、便利なクリアケース。上がチャックになっており、
通帳やパスポート、切手入れなどにぴったりです。

カエデ

１０＋５＝「いちご（１５）」

水牛

chikurumakuru クリアケース
￥���( 税込 ) 本体 ￥���

すいせん

２２０＋３＝「富士山（２２３）」
ゴロちゃん（ねこ）

茶々（いぬ）

透明のアクリル板が透けてかわいいキーホルダーです。

トートバッグ

手ぬぐい

ちょっとしたお出かけ、

ぬぐったり、つつんだり、かざったり。

お買い物を楽しくおしゃれに！
ちょっとしたお出かけ、お買い物を楽しくおしゃれに！山野将志と澤
井玲衣子の、2 人の作家による２柄全 4 種のトートバッグです。A４
クリアファイルも入る便利なサイズで、手提げ紐が長く肩にかけやす
いタイプと、マチがあってたくさん入るタイプの 2 種類。みなさん
はどちらがお好みですか？

素材 / コットン 100% ( 柄：プリント )
サイズ /90cm × 36cm

6 人の作家によるカラフルなプリントてぬぐい。音楽にちなんだも
の、しゃれの聞いたクスッと笑えるもの、不思議な生き物たちなど
など…。見ているだけで楽しく、使い勝手のいい手ぬぐいは日常使
いにはもちろん、飾りや贈り物にもぴったりです。

「マンション」

¥�,���（税込）本体￥�,���

原画はこちら

¥�,���（税込）本体￥�,���

New!

素材 / コットン 100%
サイズ /39cm×33cm
カラー / 生地：ネイビー / プリン
ト：イエローグリーン・ホワイト

オーストラリアの街中を描い
た作品「マンション」のトー
トバッグ。カラフルな原画と
は一転、単色の線画でシック

に仕上げました。肩紐も長め

イエローグリーン

で使いやすいバッグです。

青木優

澤井玲衣子

木村昭江

山野将志

平井和樹

平井和樹

「piano note」

「世界の人たち」

「ならまち」（紫）

「15（いちご）」

「223（富士山）
」

武田佳子

荒井陸

「のらねこ大集合」 「ピアノとピアノ」

「アオブドウ」

ホワイト

ATSUKO TAKEDA’ S

「piano note」
¥�,���（税込）本体￥�,���

素材 / コットン 100%
サイズ /37cm×36cm（マチあり）
カラー / 生地：ブラック / プリント：

ねこが大好きな武田佳子のグッズ。張り子でつくった、ねこ型のブローチ
とバレッタです。厚紙で土台を作り、新聞紙と和紙を重ねて色を付け、そ
の上から作家のイラストをゴム印に彫った「のらねこの顔スタンプ」で表

ラメブラック・シルバー

情を作っています。一つひとつ手作業でつくられた、一点物の製品です。
※手づくり製品のため、柄・生地・サイズが一点ごとに異なります。

ピアノが大好きな澤井玲衣子が譜面に

並 ぶ 音 符 を み て 描 い た 作 品「piano

のらねこのブローチ

note」。墨で描かれた原画の雰囲気を生
かしたまま、ラメ素材でデザインしま

一つ一つに名前が！

した。マチ付きのバッグです。

制作風景（左：武田 / 右：サポートスタッフ）

¥�,���（税込）本体￥�,���

素材 / ボール紙、新聞紙、和紙、インク、水のり、金属金具
サイズ / 縦 5cm× 横 7cm× 厚み 1.5cm

裏面

のらねこバレッタ

原画はこちら

¥�,���（税込）本体￥�,���

裏面

素材 / ボール紙、新聞紙、和紙、インク、水のり、金属金具、糸（バレッタのみ）
サイズ / 縦 7cm× 横 8.5cm× 厚み 1.5cm

のらねこすず
シルバー
ラメブラック

¥���（税込）本体￥���

素材 / ボール紙、新聞紙、和紙、インク、水のり
サイズ / 直径 約 5cm

テキスタイル

ショール

¥���� ～￥��,���（税込）

素材 / 綿、天然繊維、化学繊維 など
サイズ / ショールによって異なります。
詳しくはお問合せください。

ショールにはそれぞれテーマがあり、それ
に合わせた素材と色の糸選びから織りは始
まります。きめ細やかなもの、やさしく肌
触りを意識したものなど、こだわりを持っ
て制作をしています。

手織りをつかった、キュートなどうぶつたちと一緒におでかけしませんか？

おしゃれバード

¥���（税込） 本体 ¥���

手織り部屋では、たくさんのメンバーが織機を使っています。織機は身

素材 / 綿・ボタン・フエルト
サイズ / 約 10cm ×10cm

体状況に合わせてカスタマイズされた個人専用のもの。多くの糸の中か
らすきなものを選び、こだわりの作品が生まれています。ショールの他、

おしゃれなことりのチャーム。織

織り布を使ったアクセサリー、刺繍糸を使用した T シャツや小物雑貨な

布はもちろん、裏布も一点ずつ異

どのグッズ制作も行っています。

なるため２つの表情をお楽しみい
ただけます。バックや鍵に付けた
りにおすすめです。

テキスタイルの代表作家

Sachiko Fukuoka
福岡

すべて手作り一点ものの動物たちは、

左知子

かたち、目の色、足の色もいろとりどり。

「元気かぁ？」といろんな人に声をかけては周りの人を笑顔にする

ぜひ、日々の暮らしを癒して彩る、

福岡左知子は、数十年にわたり、織りに向き合ってきました。福

お気に入りの一匹をみつけてください。

岡にしか生み出せないカラフルでモコモコな織りの作品
「maimoo.（ミィアムゥ）」は、大切な人の名前にちなんで名付け
られました。その独自の手法で織り上げられた織りたちは、柔ら

織りのブローチ

かな温かみのある雰囲気をまとい、見た人を和ませる不思議な魅
力を発しています。

￥���（税込） 本体￥���

※maimoo.（ミィアムゥ）…福岡が織りの総称。オリジナルの造語。

Ayuko Ishihara
石原

亜夕子

四季折々の風景や、その時の心情をとても細やかに美し
く紡ぐ、石原亜夕子の織り作品。石原もまた、数十年こ
の手織り部屋で作品をつくり続けている作家です。その
繊細な織り布は、大切な日に身に着ける洋服や髪留めと
しても、かたちになっています。いつも織りを手に取り
身につけてくれる人のことを思いながら丁寧に織りすす
めています。

Happy おでかけバード

ぼう

し

Poin が
t!

￥���（税込） 本体￥���
素材 / 綿・ボタン・フエルト
サイズ / 約 10cm ×10cm

かわいい帽子をかぶった、よそゆき
スタイルのことりチャーム。帽子の
飾 り も 一 つ ひ と つ 違 っ て、パ ー

小さな織りをワンポイントに

ティー帽子のようにも見えます。

素材 / 綿・ボタン・フエルト・金属（ピン）
サイズ / 約５cm
※製品によって異なります。

織布を使用した、小さくてかわいい
ブローチ。形や色合いがすべて異な
る一点もの製品です。

おしゃれにゃんバッジ
￥���（税込） 本体￥���

素材 / 綿・ボタン・フエルト・金属（ピン）
サイズ / 約縦７cm × 横８cm

おしゃれなねこのピン
バッチ。すべて違った
表情をしています。カ
バンや洋服のワンポイ
ントにおすすめです。

Accessories
ておりぴん

￥���（税込）本体￥���

織布を使用した、ぱっちん髪留め。
糸や、色合いがどれも違う一点も
の製品です。

素材 / 綿・化学繊維・金属（ピン）
サイズ / 横 7.5ｃｍ× 縦 3.4ｃｍ
※製品によって多少異なります。

フェルトプログラムでは羊毛フェルトを使って、
メンバーが自由に楽しく制作をしています。変幻
自在なフェルトで生まれる製品は、小さなキーホ
ルダーやブローチから大きなクッション、さらに
裏面

はショールや洋服まで。たくさんのユニークな製
品が生まれています。
オーナメントの飾り
は冬にぴったり

フェルトボールを
使ったアクセサリー

あなたなら何に使
う？フェルト素材

織りのバレッタ

（小）￥�,���（税込） 本体￥�,���
（大）￥�,���（税込） 本体￥�,���
素材 / 綿・化学繊維・金属（ピン）
サイズ /( 小 ) 約縦 1.5cm× 横 6.5cm
（大）約縦３cm× 横 11cm 〜 12cm

裏面

石原亜夕子の織布を使った

フェルトのショール

バレッタ。想いのつまった
きめ細やかな織りを使用し
ています。楕円型と長方形

清水さんの石ころ

の 2 種類。

Bon Bon

￥�,���（税込） 本体￥�,���

YOUICHI SHIMIZU
清水要一

¥���（税込） 本体 ¥���

メンバーの清水が作り出すカラフルな
フェルトのブローチです。石ころのよ
うな形や面白い形まで色々。

フェルトに刺繍や樹脂を
施したブローチも

素材 / 綿・発砲スチロール・ゴム
・金属（接続部分）
サイズ / 直径３cm

ブローチ、アクセサリー、カバン、帽子、オー
ナメント、キーホルダー、コースター、ショー
刺繍糸をらせん状にくぐらせた、球体のか
わいいボンボンヘアゴム。四季、お菓子、
キャラクターなど、制作者によってテーマ
や色合いもさまざま。一点もの製品です。

ルなど・・・掲載している以外にもたくさ
んの製品がございますので、お気軽にお問
い合わせください。

マスコット
クッション

創作プログラムでは、メンバーが思うまま感じるままに、自
由な素材と方法で表現をしています。ときには端材や不用品

表情豊かなマスコットや

を使用して新たなグッズが生まれることも。T シャツ、バッグ、

クッション。メルヘンでか

マスコット、アクセサリー、ブローチ、その他、かたちにと

HANA には個性的な創作アーティスト
がたくさんいます。ここではそんな彼
らが作った創作雑貨の一部を紹介しま
す。「こういったものはある？」など
お気軽にお問い合わせください。

わいいものから、奇妙でヘ

らわれずに生みだされたもの。バラエティー豊かな世界にひ

ンテコな生き物まで。

とつだけのグッズが盛りだくさんです。

創作雑貨

布缶バッチ

バッグ
ポーチ
形も素材もさまざまなバッグや
ポーチ。どこへ行こうか、なに

代表的なアーティストを紹介します！

を入れようか、ワクワクしなが
布ペンで描かれた一点物の
缶バッチ。仕上げに、ボラ

Tomimaru Fuka
富丸

らご使用ください。

ンティアの方が大切に刺繍
を施しています。

風香

好奇心旺盛な富丸は、いつも周りの人や生き物の動きを観察し
ています。すきなものは、珍しい生命体や難しい漢字、そして、
少しダークな言葉や事柄。気になるものを辞典や辞書で調べて、
独自の世界観と色合いの作品を生みだします。世界をすこし皮
肉な視点で、離れた場所からみる富丸ワールドに、みんながい
つのまにか誘われています。

刺繍雑貨

Yadori Maki
宿利

真希

こどばや効果音を口ずさんだり、だれかと交わ
し合うことが大好き。文字、歌、CM、キャラ
クター、日用品…。宿利の創作は、いつも大好
きなものたちに囲まれてできています。

メンバーが思うままに刺繍した布
を、ブローチやアクセサリーなどさ
まざまなグッズに仕上げています。

HANA’ s T-SHIRTS
COLLECTION

創作 T シャツ
創作プログラムで生まれる、自由な一点物 T シャツ。身近にある
いろいろな材料と道具を使いながら、制作しています。絵の具や
クレヨンを使ってメンバーが T シャツに直に柄を描いたり、刺繍
やパッチワークをしたり。メンバーはもちろん、仕上げを行うス

アートセンター HANA では、毎年新作のオリジナル T シャツを制

タッフものびのびと自由に制作しています。思うまま、感じるま

作しています。シルクスクリーンやパッチワーク、絵の具にクレ

まに表現して生まれる T シャツは、どれもとても魅力的です。

ヨン、刺繍など。作家によって、たくさんの表現が生まれます。

シルクスクリーン T シャツ
シルクスクリーン T シャツは、その年の担当スタッフが使用す
る原画やモチーフを自由に決めてデザインし、版を作成すると
ころから始まります。何色のボディーに何色で刷ったら、より
作品が生きる表現になるか。どの T シャツも、それぞれの想い
やこだわりが詰まったデザインになっています。原画作品や作
家を想像しながら、お楽しみください。

毎夏恒例！

T シャツコレクション

アートセンター HANA１ F のギャラリーでは、毎
年夏に新作 T シャツのお披露目も兼ねて、
「T シャ
ツコレクション」と題した、T シャツの企画展示・
販売を行っています。メンバーもスタッフも、こ
の時期に合わせてドキドキワクワクしながら、制
作と準備を行っています。この展覧会では HANA
で生まれた T シャツに加えて、全国各地の福祉施
設から仕入れた T シャツや雑貨も販売し、たくさ
んの製品で夏を楽しく盛り上げます。

みるく ( うし )

チクルマクル

クィクィ ( しか )

Chikurumakuru 食器

もも ( ぶた )

コケッ子 ( とり )

ガオガオ ( 黄トラ )

トリック ( かえる )

ガオガオ ( 白トラ )

アートセンター HANA では、メンバーと一緒に食器を制作して

トカゲ ( 赤トカゲ )

います。Chikurumakuru シリーズは中村真由美のかわいいイラ
ストを用いた商品です。ここでは転写シールを使って作った陶磁

( 緑トカゲ )

器を紹介します。３種類のコップに大きめのボウル食器、ちょっ
とした食材をいれるのにぴったりの小皿や茶碗があります。

( 黄トカゲ )

クロコダイル ( 赤わに )
( 水色いぬ )

( 緑いぬ )

ゴロちゃん ( 白ねこ )

( 赤ねこ )

( 紫ねこ )

リス ( 黄色 )

白フクロウ
( 緑わに )

( 黄わに )
茶々 ( 白いぬ )

陶芸

( 黄いぬ )

( ピンクいぬ )

( 黒ねこ )

( 緑ねこ )

リス ( 茶色 )

スープカップ

陶芸プログラムでは、厄除けのお守りとして年間約 2000 個を目

¥�,���（税込） 本体 ¥�,���

標に土鈴を手作りしています。また、中村真由美が描いたイラス
トの転写シールを用いた食器も製造しています。どれもメンバー

素材 / 磁器食器
サイズ / 口径 10.2× 高さ 8.1cm

がスタッフとともに責任を持って制作をしています。

フィオーレカップ

¥�,���（税込） 本体 ¥�,���
素材 / 磁器食器
サイズ / 口径 8× 高さ 8.4 cm

Chikurumakuru 食器

キッズマグカップ
¥���（税込） 本体 ¥���

所属アーティストの中村真由美は、HANA で使う封筒やお客様にお渡しする
紙袋などにイラストを描いています。そのイラストは動物や人物、季節のも
のなど様々。そんなイラストの、動物を使ったシリーズを陶磁器に施したの
が Chikurumakuru シリーズです。茶碗やマグカップなどの食器にイラスト
の転写シールを貼り付けるのはメンバーの仕事。シールはとても繊細なので、
破れないように丁寧に作業をしていきます。スタッフが最終的に確認した後、
釜で焼き上げます。

厄除鬼

土鈴

ボウル

¥�,���（税込） 本体 ¥�,���

素材 / 磁器食器
サイズ / 口径 15.5× 底径 9.4 × 高さ 6.5 cm

ミニボウル

¥���（税込） 本体 ¥���

厄除鬼が誕生したのは 1987 年のこと。新たな施設をつくる資金集めのため
に「元興寺」に伝わる鬼「元興神（がごぜ）」に着想を得て制作されたのが、
厄除鬼です。現在は年間約 2000 個を目標に製造し、県内の寺院の節分会に
出向き販売も行なっています。当初は家族やボランティアが中心となって制
作していましたが、2000 年頃から多くの工程を障害のあるメンバーにバト
ンタッチ。石膏型への流し込み、着色、土鈴の中の玉づくり、木札や紐を通
す作業など、ほとんどの工程をメンバーが行なっています。

素材 / 磁器食器
サイズ / 口径 8.6× 高さ 4 cm

キッズ茶碗

¥���（税込） 本体 ¥���

素材 / 磁器食器
サイズ / 口径 10.3× 高さ 5.5 cm

素材 / 磁器食器
サイズ / 口径 7.1× 高さ 7.1 cm

茶フクロウ

厄除鬼
Yakuyokeoni

奈良にはその昔、鬼が悪者を退治したという厄除の伝説があり、

土鈴
Dorei

節分には「鬼は内。福は内。」と、あえて鬼を招き入れて、厄払い
をする習慣が一部の地域にあります。
悪者を退治してくれるから、あえて迎え入れるなんて…面白い風
習ですね。赤、青、黄、黒、緑にはそれぞれ意味があり、人間の
煩悩（厄）を払うお守りとして多くの人の手に届いています。

赤 / 貪欲

厄除鬼の鋳込み製法

青 / 怒り
黄 / 我を通す
黒 / 愚痴

アートセンター HANA にある陶芸室にて作られている

緑 / 不摂生

奈良の鬼伝説をモチーフにした、愛らしい厄除けお守り

厄除鬼。その製造過程を紹介します。

2

鬼の形の石膏型に、とかした粘土
を流し込む作業です。石膏型の準

厄除鬼 （大）

備から片付けまで、陶芸メンバー
が責任を持って行なっています。

金・銀・白

り出します。まだ粘土は柔らかい
ので潰さないよう注意しながら作
業していきます。

1

素材 / 半磁器、レーヨン、アクリル、ツゲ材
サイズ / 幅 9.3× 奥行 7× 高さ 9.3cm

石膏に入れて固めた後、型から取

取り出した後の石膏も一つ
一つ丁寧に拭き、付いてい
る粘土をとっていきます。

¥�,���（税込）本体￥�,���

（台座付き）

赤・青・黄・黒・緑

¥�,���（税込）本体￥�,���

鬼の下部分に横一文字の切れ目
を入れその両端と紐を通す部分

厄除鬼 （小）

に穴を開けていきます。

4

3

型から取り出した鬼
の不要な部分を切り
落とし、鈴を入れて
いきます。

素材 / 半磁器、レーヨン、アクリル、ツゲ材
サイズ / 幅 6.4× 奥行 5.5× 高さ 7.2cm

金・銀・白

¥�,���（税込）本体￥�,���

5

（台座付き）

赤・青・黄・黒・緑

¥�,���（税込）本体￥�,���

6

関連商品

厄除鬼豆鈴

厄除鬼のかわいい豆鈴ストラップ
です。

¥��� 税込）本体￥���

素材 / 真鍮
サイズ / 幅 3× 奥行 2.5× 高さ
3cm・ストラップ：長さ 8.5cm
色/赤

指でなぞり、バリ取りをしていき
ます。完全にバリが取れたら表面
をきれいにし、乾かしていきます。

釜に入れて焼き上げていきます。
13 時間かけて最高 1100 度にま
で釜の温度を上げながら焼き上げ
ます。

厄除鬼リフレクター

紐と木札をつけたら
完成！

厄除鬼の反射板ストラップです。夜
道の安全を守ります。

¥���（税込）本体￥���

素材 / 塩化ビニル
サ イ ズ / 縦 5× 横 4.8× 厚 み
0.2cm・ストラップ：長さ 4.2cm
色 / 赤・青・黄・黒・緑

粘土で作った鈴

7

色を塗っていきます。色むらが消
えるまで、乾かしては塗る作業を
何度も繰り返します。

8

スタッフやボランティアを中心に
顔に絵付けを行います。描き手に
よって微妙に変化する鬼の表情も
厄除鬼の魅力の一つです。

INFORMATION
出張販売

お買い物をしたい方へ

全国で行われているマルシェや様々なイベント、企業や寺社仏閣にて、出張販売を行っています。

１

HANA ショップ

２

オンラインストア

アートセンター HANA 1F のショップスペースでご購入いただけます。

アートセンター HANA のグッズはオンラインストア「GOOD JOB STORE」にて
ご購入いただけます。

奈良県内での販売
・セキスイハイム工業株式会社・社員食堂にて月に一度の食品販売（大和郡山市）
・「ちんゆいそだてぐさ」奈良大和郡山 現代工芸フェア（大和郡山城内）
・奈良・町家の芸術祭「はならぁと」（橿原市今井町）

製品のお取り扱いをご検討くださる方へ

・〜支え合いの地域づくり〜「奈良介護の日」セミナー（奈良市・なら 100 年会館）
・国際ソロプチミスト奈良・チャリティーバザー（奈良ホテル） ほか

県外での出張販売

製品お取引条件
手数料について

・「遠州横須賀街道ちっちゃな文化展」（静岡県・遠州横須賀街道）

買取販売：商品の上代の 40%

全国の作家が作った芸術作品が、横須賀地区の町並のいたるところに飾られるイベント。たんぽぽの家は陶器を中心に販売。
過去にはカフェ出店やワークショップの開催も行いました。

・大阪ガス「御堂筋ふれあいバザール」（大阪府・大阪ガス本社前）
大阪府御堂筋にある、大阪ガス本社前でのグッズ販売。ふれあいバザールの他、
「チャリティーカレンダー募金 in ガスてんバザー」
など他の大阪ガス主催のイベントにも出店しています。

委託販売：売上の上代の 30%

売上報告について

送料について

月毎にメール、もしくは FAX で送信をお願いいたしします。

委託取引の場合：納品時は当方で負担、返品時は貴社負担
買取取引の場合：仕入れ価格 ( 税抜き ) が 3 万円以上の場合は当方負担

お寺での販売

仕入れ価格 ( 税抜き ) が 3 万円未満の場合は貴社負担

たんぽぽの家では毎年節分の時期に、奈良県内の寺社仏閣境内で厄除鬼と関連グッズの販売を行っています。
・節分祭（元興寺・東大寺）

※その他、ご相談や詳細については担当者までお問合せください。

・だだおし（長谷寺）
・鬼追式（薬師寺）

ノベルティー・発送作業
ノベルティーや返礼品などの製造、印刷物の折り込みや発送作業をお受けしています。
・株式会社ソフィア

Life Support Concierge

・セキスイハイム工業株式会社
・奈良市福祉部障がい福祉課
（敬称略）

ノベルティー製造

社内配布用ギフトセットの製造

市民アンケートの封入作業

ほか

お問い合わせ先
社会福祉法人わたぼうしの会

たんぽぽの家 アートセンター HANA
商品担当：坂本（s̲sakamoto@popo.or.jp）、東（c̲azuma@popo.or.jp）
〒630-8044 奈良県奈良市六条西 3-25-4

tel：0742-43-7055 / fax：0742-49-5501
HP：https://tanpoponoye.org

作品販売

展覧会／プロジェクト

ご自宅で楽しむ小作品から、企業や学校で飾れる大作まで、様々な作品を販売しています。
また、ご依頼内容に合わせて作品を描く「描き下ろし」も行なっています。

年間 30 展以上の展覧会やアートプロジェクトに出展。国内外に障害のあるアーティストや団体のネッ
トワークもあり、たんぽぽの家以外の作品を扱った企画展なども手掛けています。

「Inspiration シリーズ
「ハリポテ

Paint.7」山村晃弘（アクリル、ペン、キャンバス）

シリーズ」中村真由美 （アクリル、ペン、紙）

「竹」伊藤游兔（墨、和紙）

アートレンタル
作品をレンタルして、会社のオフィスや飲食店などで一定期間お楽
しみいただけます。ご要望に合わせた作品の提案から展示作業まで、
一括して行っています。
「WSMA ワズマ - 木造校舎現代美術館 - ＂GINGA＂」
（旧西小学校／奈良）

オフィスでのアートレンタル

デザイン使用
たんぽぽの家で生まれた作品を様々なかたちで、使用いただけます。
また、商品の企画やデザインのご依頼も受け付けています。

「山野将志個展＂森羅万象＂」（くらよしアートミュージアム
無心ほか県内３会場の巡回個展／鳥取）

「花は咲きたい

- 小松和子・武田佳子 二人展 -」

（髙島屋大阪店ギャラリー NEXT / 大阪）
冊子へのデザイン使用（著：椿昇／産学者）

ワークショップ
大人から子どもまで遊べるアートワークショップや、障害のある人
と身体をつかったコミュニケーションを楽しむダンスなど、様々な
愛知・鳥取・京都・奈良の作家を取り扱った展覧会
「PATH OF ART」展

ワークショップを行っています。また、作家によるライブペインティ
京都市立芸術大学との共同制作プロジェクト

ングも行なっています。

「OPEN KIT-CHEN」
百貨店でのアート WS

