
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1472回 （本年度 第 18回） 

令和 2年 2月 20日（木）  
 

点  鐘  徳安 久是 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

唱  和  「四つのテスト」 

会員出席報告   

欠席者：今井会員、江口会員、坂口会員、坂本会員、髙木会員、 

都倉会員、渡久地会員、 
 

お客様紹介  
 

◆ゲストスピーカー  
Studio FLAT 理事長 大平 暁 様 
Studio FLAT     滝本 徹 様  

◆下條 恵理子 様（井元会員ゲスト） 
 

 卓 話  
Studio FLAT理事長 大平 暁 様  

「 障がい者アートのプロデュースについて」 

 

Studio FLAT は障害のある人が通う施設で絵画の指

導を個人的に行い、絵画活動を通して社会とつなが

りが持てるようにという形で行っていた。展示会や

販売は売上のある部分は施設に入れ本人に行く部分

が少なくなってしまうので、外部でやるときは

Studio FLAT という名前で行うようにした。2019 年

5 月に NPO 法人化したのち、JR 都市開発がつくっ

た「コトニアガーデン新川崎」という街の中のスペー

スを借りて生活介護の事業所として 2020 年 1 月に

Studio FLAT の新たな拠点としてオープンしました。 

Studio FLAT は障害のある、無しに関わらずアート

作品の魅力を伝えていくことをテーマにして、それ

自体が魅力的であるかどうかが大事というコンセプ

トでやらせてもらっています。 

自分がこういった活動に関わるきっかけはある施設

が 13 年前に新川崎にできるときに、施設長が海外研

修に行き、そういった方たちのアート作品を販売し

て自立支援につなげていくことを見て、日本でもや

ってみたいと思った。そして専門的なアーティスト

を施設に呼んでアート活動を活性化したい中で自分

にも話が来て行くようになったのです。 

私は元々大学で絵画を専攻していたのですが特に障

害者との接点はほとんどなかったので実際にやり始

めて、講師として行ってみたが自分もどう接してい

いか分からなかった。いろいろ模索しながらやって

みた中で、とても魅力的な絵を描く人がいて、その人

が漫画みたいな新聞みたいな絵を描き始めて下書き

も自分で考え、清書は私がやるという役割分担で行

ったが気に入らないとすぐ消されてしまう。あると

き私が別の利用者との接触でけがをしたとき、その

人が真っ先に絆創膏を持ってきてくれた時、初めて

アートを通して彼とつながっていたのだと思いまし

た。それから少しずつ本人に寄り添って何かを引き

出し、彼の作品が見違えるようによくなっていくと

いう経験をして、本気で障害のある方たちとやって

いきたいと思うようになりました。そして彼の展示

会の企画を構想している中で持病のてんかんで亡く

なり、もう少し活動を早く始めていたら…。そこから

彼らの作品の著作権や販売の規約などを作ってしっ

かり管理していこうと決め、そこから Studio FLAT

の前身の活動が始まり今に繋がっています。そして

彼らの作品を展示する

だけでなく経済的なも

のにつながるよう販売

するなか、エイブルア

ートというところに 

Studio FLAT から 4 人

登録されていて 

今ちょうどミッドタウンのデザインハブで「フレフ

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26 名 15 名 11 名  65.22％ 

前々回(1 月 27 日)欠席 17 名 Make up 7 名  72.73％ 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリーは世界をつなぐ』 Rotary Connects the World 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 第２５９０地区ガバナー 轟 淳次 



レハンカチ」を一般のデザイナーとのコラボで一緒

に販売しています。 

エイブルアートの登録者は全国で 113 人くらいで中

神奈川で 13 名のうち川崎から 5 名出ています。さ

らにその内 4 人が Studio FLAT 所属で頑張ってい

てもっと登録者を増やしていきたいです。 

また今度できる川崎西口にホテルメトロポリタンに

は大小島さんのクジラの絵が展示されるようです。

今後も神奈川県、川崎市企画の展示会にも出展して

いきます。昨年 11 月、3 回目を迎えた川崎市文化財

団主催の「Colors かわさき展」に今回は市内の支援

学校 3 校の作品も出展。毎年福田市長も来ていただ

き、2 回目の時市長が作品を買えるシステムを考え

ては、と言

われ入札制

で買えるよ

うになり、

出展者の自

立支援に貢

献しました。 

 

一般のアーティストと一緒の「FLAT 展」も 10 年近

く続け、また自分がいま共立女子大学で講師をして

いて大学生と利用者の交流も行っています。 

新川崎のスタジオはいつでも見学 OK です。ギャラ

リースペースは地域の人にも開放していて作品も展

示していまのでぜひおいで下さい。 
 

ニコニコ報告   
 

◆徳安久是会長・宮崎玲児幹事 
 本日の卓話大平様ありがとうございました。コロナ

ウイルスが流行し始めました。つるつるしたもの、
つり革、ドアノブ、ケイタイデンワがリスク大だそ
うです。皆さんお気を付け下さい。  

◆小川 湧三（川崎鷺沼ＲＣ） 
いつもお世話になります。今回は「ニコニコ」だけの
出席です。  

◆市川 功一 
スタジオフラットの大平様、今日は朝早くからありが

とうございます。明日のＮＨＫの放送も楽しみにして

います。   
◆ＳＡＡ一同 
ＳｔｕｄｉｏＦＬＡＴ理事長、大平暁様本日は宜し
くお願いします。障がい者アートとは何かを勉強さ
せて頂きたいと思います。  

◆親睦委員会一同 

本日のゲスト・スピーカー大平様、お話楽しみにして

いました。よろしくお願い致します。  
◆「みんなニコニコ」 
藤村 伸一会員・神谷 直会員・高瀬 建夫会員 

島田 叔昌会員・神林 久雄会員・山本 剛会員 

会長報告 徳安 久是 会長（６月２５日） 
 
１．理事会報告  
２．地区より、2022-23 ガバナーノミニーデジグネート 

確定宣言が届いております。 

  6.19付にて、川崎南RC 志村 雄二（しむら ゆうじ）

氏が 確定との事です。  
３． 地区より、地区大会日程「延期」についてのご連絡が

届いております。 

コロナ禍による様々な影響と、秋冬に第２波・第３波

の流行も懸念されることから、 

2020-21 年度地区大会は 2021 年４月１０日（土）

１日開催への延期を検討との事です。  
４．2019 学年度 米山奨学生カウンセラーの感謝状が届き

ましたのでお渡しいたします。 

鈴木次男会員、2 年間 韓 喬君のカウンセラーをお務

めいただき有難うございました。  
2020 学年度 米山奨学生カウンセラー委嘱状が届き

ましたのでお渡し致します。市川功一会員、ムカダス 

ムキタルさんのカウンセラー宜しくお願いします。  
 

５．第 2 グループ現・次期合同会長・幹事会の報告 

 幹事クラブ：川崎鷺沼 RC 

  6 月 17 日(水) 18：00～ とうふ屋うかい鷺沼店 
 

幹事報告 宮崎 玲児 幹事（ ６月２５日） 

１．地区からの来信 

①当クラブで申請しておりました 2020-21 年度地区補

助金プロジェクト「承認」のご連絡と関連書類が届き

ました。 手順に従い、順次提出させて頂きます。 
 

②ガバナー公式訪問に関する資料・次年度幹事提出の各

種フォームが届いております。 

次年度会長・幹事にお渡し致しました。 
 

③本年度、地区研修・協議会が中止となり、全会員あて

に地区指針をまとめた冊子が届きましたのでお渡し

いたします。 
 

２． 3 月より例会が中止となりましたので、会員のお祝い

が出来ずに大変申し訳ありません。 

  3 月～6 月のお祝い記念品（ＪＣＢギフトカード）に

つきましては、該当の方に郵送させていただきました。

つきましては、記念日ニコニコへのご協力をお願い致

します。 

３．2020-21 年度 ロータリー手帳が届きましたのでご希

望の方にお渡しいたします。 
 

４．他クラブ例会臨時変更 

 ●川崎西 RC 6 月より例会再開 

●川崎 RC 6月 25日(木)「時間短縮」「お食事なし」 

●川崎高津 RC 6 月 25 日(木)  点鐘 18：00 

●川崎西北 RC 6 月 25 日(木)  昼例会に変更 

●川崎とどろき RC 6 月 29 日(月)  休会 

●川崎中央 RC 6 月 29 日(月)  通常例会に変更 

※ビジター受付のみ「食事提供なし」 

●川崎中 RC  6 月 30 日(火)  休会 
 

４．他クラブ会報の回覧 川崎南 RC 川崎北 RC 
 
５．例会のご案内  

7 月 2 日（木） 11：00～理事会 

12：30～例会  

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 322,500 円 

記念日ニコニコ 本日    0 円 累計 65,000 円 


