
会 場
かいじょう

おといあわせ

NPO法人ココルーム

ゲストハウスとカフェと庭
ココルーム

活動の寄付を募っています

参加費について

大学があるんなら

巨大学もあっていい

反対に微小学もあっていい

微笑学や哄笑学や誇大学や無題学や兄弟学や

甘鯛学も縁台学もあっていいなら

世間はどこへ行ってもダイガクだらけ

でもこんなアホな語呂合わせから

世間へ世界へ宇宙へと打って出るのは

ここ釜芸だけ

名前に恥じず大きな釜で

色んな問題ぐつぐつ煮詰めて

たっぷり美味しい出しが取れるはず

知識も知恵も歌も絵も笑いも涙もごちゃまぜの

釜芸汁を召し上がれ！

釜芸に寄せて 谷川俊太郎

Kama Gei
(Kamagasaki University of Arts)

- Anyplace can be a university if 

there are people who want to study.

We make our activities regarding 

the neighborhood as a university.

Kamagasaki University of Arts is 

m a n a g e d  b y  a  n o n - p r o f i t  

organization "The room for fullness 

o f  V o i c e ,  W o r d s ,  a n d  H e a r t s  

(cocoroom)". This is a community 

university and anyone around the 

world can join. We offer various 

kinds of workshops and lectures. 

Each lecture  lasts  two hours.  

Although we may speak in faltering 

English, please join us if you are 

interested. The entrance fee is 

based on donation.  We upload 

schedules in English on Facebook, 

so please check them too.  

22017年 夏年 夏

ヶ崎芸術大学・大学院
学び合いたい人がいれば、そこが大学 8月に行う6日間のイベント・体験講座

ヶ崎オ！ペラ
かまがさきげいじゅつだいがく・だいがくいん かまがさきお！ぺら

大阪市西成区太子 2-3-3
06-6636-1612
info@cocoroom.org
www.cocoroom.org

まかないごはん  700円

宿泊／一泊）
シングル   3500円
ドミトリー 2500円

■三井住友銀行
天王寺駅前支店　普通　1585265

名義：特定非営利活動法人　こえとことばとこころの部屋

■りそな銀行
萩之茶屋支店　　普通　0200091

名義：特定非営利活動法人　こえとことばとこころの部屋

郵便振替（ゆうちょ銀行からのお振り込み）

記号　01090-5-48059

名義：ココルーム

■ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行総合口座（ゆうちょ銀行以外の金融機関からのお振り込み）

記号　14160　　番号　85430001

名義：特定非営利活動法人　こえとことばとこころの部屋

釜ヶ崎のおじさんたち、困窮されている方には、奨学金制度として無料で来ていただきたい。

けれど、お金がないと続けていくことができないのも現実です。

釜芸での学び合いに参画いただいた方には、奨学金の寄付をはじめ、

活動への賛同として 1講座 1000円以上の参加費をおねがいします。　　　　　　　　　　　　　　　　　

禁酒の館
（新居場所）
禁酒の館
（新居場所）

ゲストハウスとカフェと庭ゲストハウスとカフェと庭

三徳寮三徳寮

太子老人
憩いの家
太子老人
憩いの家

ココルームココルーム

西成市民館西成市民館

三角公園三角公園
＊繁忙期、夏料金は
300円～600円ほどアップします。

https://www.facebook.com/cocoroom/
cocoroom FB

無料！カンパ歓カンパ歓迎！どなたどなたも！

宿泊のご予約）
room@cocoroom.org

助成：福武財団　 デザイン：太田景子

詳しくは、裏面に！

表紙

二つ折りの状態 420×297mm

裏表紙



はじめての人とも親しくなり、

楽しかったです。

短時間で人とのキョリが

ぐっと近くなる。

不思議な空間・時間！

自分の新たな発見

人を見る目がかわる

（さかなちゃん）

これまで
参加した人たちの
感想やことば

いっぱい歩いた。

お天気よくて、いろいろなおじさんと

ネコとお年寄りとおじぞうさんとヤクザ。

商店街のアーケード、

ろじ、ろじ、ろじ、せまいせまいろじ。

大正時代の家、新しいピカピカのビル、

崖と低地のはざまに立って、見上げる。

また来てみたいです。

いろいろな何かとであって、

じっくり思いかえす時間も

とてもよかったです。

誰かへのメッセージを伝えるような

仕事がしたいと思っています。

どのような手段でもよいのですが、

直接的ではなく、言葉ではうまく言い表せないような、

でも深く心に残るメッセージってあると思います。

そんなメッセージに魅せられて、

でもその正体は知らずにいました。

今回の講義を聞いて、

その魅力の秘密を教えてもらったような気がしました。

これからは「暗黙のメッセージ」というものにも、

もうすこし注目していきたいと思います。

楽しかったです。

すぅっとした

狂言って、
人間も狂言ね。

だれもが同じ目線の高さで
話したいことを話す

気持ちのよい集いでした。

たのしくて、
たのしくてもう、
これがよい

２ヶ月ぶりの参加でしたが、
やっぱり歌うと、

体が元気がでました！！

自分の新たな才能を
見出してしまった。

考え方が
人々によって違うのが、
よく理解できた。

芸で、発見したこと、
おどろいたこと

それらがぐぐぐと集まる 
夏の日って

どんなんなんだろおかぁ
（まちこ）

からだを　そこへ

そうすれば　きっと

しらないじぶんと　であうから

（しょうゆ）

はじめて会った人でも、
共通の話題を持つと、
仲良くできるな、と
思いました。

そして、「笑う！」
（高校生）

大人心（おとなごころ）を
捨てて、遊びました

ここに来てよかった。
ひさしぶりの復帰。

冬眠から目がさめた。またね
（赤鬼）

来たときよりも、
リラックスして
帰れます。

ふるぎやのおとうさんが

かえってこない。なにかある。

おかんはぐあいがわるいって。

わかった。これや。

ここは、鬼門

豪雨のなかの

サウンドウオークは初めてでした。

みなさんの話を聞いて、

すこししんみりしたり、

なるほどと思ったりしながら、

の音が身近になりました。

音はなかなか手強いので、

ひきつづき取り組みたいですね。

（中川眞）

ずっと昔、持っていた

あの素直な気持ちや

自由な表現が蘇る場所。

言葉を、街の風景を、自分の人生を、

新しく新鮮に感じれる場所。

それが、私の ヶ崎芸術大学。

（あーさー）

小宇宙の世界は
脳にありました。

ことばとからだは　あいしょうがいい

ひとりのことばが　ひとりのてをうごかす

あしをうごかす

あたまをうごかす

こころをうごかす

あしたをうごかす

人情大学。
すかたん 大歓迎。
なんか楽しい

人間ダラケ！の120分。 
ちょっと 覗いてみて

（かずお）

外は寒いですが、

ほっこり

あたたまりました

（宮本）

バラバラのルートで集まった

いろいろな人たちと

ヶ崎というまちで、

掛け声で、

呼吸をひとつにして

よくしらないまちなのに

なんだか「ただいま」って

言いたくなっちゃう

（桑原滝弥）

ヶ崎芸術大学・大学院 って、どんなところ？なにしてるの？ヶ崎オ！ペラ

ヶ崎芸術大学 ヶ崎オ！ペラ［かまがさきげいじゅつだいがく］ ［かまがさきお！ぺら］
2012年より大阪市西成区釜ヶ崎でスタート。「学び合いたい人がいれば、そこが
大学」として、地域のさまざまな施設を会場に、ゆるやかな釜芸プロジェクト。天文
学、哲学、美学など、年間約 100講座を開催中。近隣の高校や中学校への出張講座
を行う。展覧会など：ヨコハマトリエンナーレ 2014、アーツ前橋「表現の森」
（2016）、鳥の演劇祭（2016）、大岡信ことば館「釜芸がやって来た！」（2017）招聘。

2014年～16年、文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」の助成を受けて大阪市立大学が行う「社会包摂型アートマネ
ジメント・プロフェッショナル育成事業：アートの活用形？」の一環で実施された。釜ヶ崎芸術大学の成果発表と人材育
成が組み合わさった企画。イギリスのストリートワイズ・オペラ、インドネシアやタイのアーティストが参画するなど、
国際色も豊かに。オペラ＝総合芸術、さらにびっくりを加えてオ！ペラ。即興性と勢いが身上。釜芸のオープンキャンパス
でもある。今年は福武財団の助成金で実施。48年つづく釜ヶ崎夏まつりへの参画もふくめ、まちごと感じるオ！ペラ。

NPO法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム）
釜芸を運営するアート NPO法人。2003年、大阪市の現代芸術拠点形成事業に参画し、いま
はない新世界フェスティバルゲートで活動スタート。「表現と社会と仕事と自律」をテーマに
喫茶店のふりをしながら、さまざまなであいと問いを重ねてきた。07 年に市の事業は終了
し、08年釜ヶ崎の端の動物園前商店街に拠点を移す。16年同商店街の南に移転し「ゲストハ
ウスとカフェと庭　ココルーム」を開所。

こころの活性化には、
もってこいの時間です

二つ折りの状態 420×297mm
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講座スケジュール 2017/ 4～8月

＊講座に変更や追加があるかもしれません。ココルームのウエブサイトをご確認ください。

ヶ崎芸術大学・大学院
かまがさきげいじゅつだいがく・だいがくいん

ヶ崎オ！ペラ 4 真夏の夜の夢
あなた。わたし。そしてみんなの夏の空。

かまがさきお！ぺら
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月 火 水 木 金 土日

5日（水） 合唱部合唱部
18:30~20:30 講師：山本則幸

会場：禁酒の館（新居場所）２F

15日（土）教授会教授会
14:00~16:00 会場：ココルーム

21日（金）つい、やっちゃう学つい、やっちゃう学
［行動学］［行動学］14:00~16:00

講師：細馬宏通（人間行動学）
会場：西成市民館 2F 和室
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4 月
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月 火 水 木 金 土日

15

5 月

9日（火） 合唱部合唱部
18:30~20:30 講師：山本則幸

会場：禁酒の館（新居場所）２F

6日（土） 詩詩
14:00~16:00 講師：上田假奈代（詩人）

会場：西成市民館 2F 和室

8日（土） 詩詩
14:00~16:00 講師：上田假奈代（詩人）

会場：太子老人憩いの家

21日（日）ことばときぼうことばときぼう
14:00~16:00 講師：西川勝（哲学）、上田假奈代（詩人）

会場：三徳寮 1F　談話室

23日（火）俳句部俳句部
14:00~16:00 講師：西川勝（自由律俳句）、

　　　高木智志（大学卒業したところ）
会場：ココルーム

12日（水）俳句部俳句部
14:00~16:00 講師：西川勝（自由律俳句）、

　　　高木智志（大学卒業したところ）
会場：ココルーム

22日（土）書道書道
14:00~16:00 講師：畑中弄石（書道家）

会場：西成市民館 3F 

25日（火）ダンスダンス
14:00~16:00 講師：中西ちさと（振付家）

会場：太子老人憩いの家

29日（土）SFSF
14:00~16:00 講師：横道仁志（SF評論家）

会場：ココルーム

26日（金）美美学
14:00~16:00 講師：田中均（美学）

会場：ココルーム
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月 火 水 木 金 土日

15

6 月

1日（木） おかゆのしあわせおかゆのしあわせ
13:00~15:00 講師：宮浦宜子（食文化実践家）

会場：ココルーム

7日（水） 合唱部合唱部
18:30~20:30 講師：山本則幸

会場：禁酒の館（新居場所）２F

12日（月）感感情
14:00~16:00 講師：倉田めば（ピア・ドラッグ・カウンセラー）

会場：太子老人憩いの家

17日（土）服飾服飾
14:00~16:00 講師：百々徹（服飾文化研究家）

会場：西成市民館 2F和室

24日（土）
14:00~16:00

29日（木）サウサウンドスケープドスケープ
14:00~16:00 講師：中川眞（音楽学者）

会場：ココルーム（予定）

10日（土）ままちあるきちあるき
釜ヶ崎、映釜ヶ崎、映画・小説・説・漫画でめぐる漫画でめぐる13:00~15:00

集合：12:50 ココルーム
講師：水野阿修羅
定員：15名（事前にお申し込みください）
参加費：1500円（お茶付き）
＊経済的にしんどい方はカンパで

音読
みんなで本を声にだして読んでみようみんなで本を声にだして読んでみよう
読む本：「モモ」ミハエル・エンデ
進行：あーさー
会場：ココルーム
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23 24 25 26 27 28 29
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月 火 水 木 金 土日

2日（日） ことばとからだことばとからだ
14:00~16:00 講師：砂蓮尾理（ダンサー・振付家）、

　　　上田假奈代（詩人）
会場：三徳寮

5日（水） 合唱部合唱部
18:30~20:30 講師：山本則幸

会場：禁酒の館（新居場所）２F

9日（水） 合唱部合唱部

天文学 天文学 「赤い目玉の星の話」　「赤い目玉の星の話」　

18:30~20:30 講師：山本則幸
会場：禁酒の館（新居場所）２F

29日（火）書体書体 感字をつくろう感字をつくろう

14:00~16:00 講師：高橋善丸（文字デザイナー）
会場：ココルーム

11日（金）つい、やっちゃう学［行動学］と、つい、やっちゃう学［行動学］と、
つい、やっちゃう音楽つい、やっちゃう音楽

これまでの体験を話し合うこれまでの体験を話し合う

書道チームと合唱チーム書道チームと合唱チーム
14:00~17:00

講師：細馬宏通（人間行動学）
会場：ココルーム

12日（土）
17:00~20:30

14:00~16:00

天体観測 宮沢賢治の歌にちなんで
「赤い目玉のさそりと土星をみよう」

講師：尾久土正巳 
会場：ココルーム、
　　　ふるさとの家（予定）、三角公園
＊天体観測は曇天や雨の場合、中止します

会場：ココルーム

7 月
1 2 3 4 5

6 8 9 10 11 12
16 17 18 19

22 23 24 25 26

7
13 14
20 21
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月 火 水 木 金 土日

15

8 月
5日（土） 表現表現
14:00~16:00 講師：岩橋由梨

会場：西成市民館 3F（予定）

8月11日（金）（金） 14:00~17:00

あなた。わたし。そしてみんなの夏の空。あなた。わたし。そしてみんなの夏の空。釜ヶ崎釜ヶ崎オ！ペラ  真夏の夜の夢　ペラ  真夏の夜の夢　

15日（火）
14:00~15:00

みんなであれこれ話そうみんなであれこれ話そう
ふりかえりの会ふりかえりの会

会場：ココルーム

18日（金）

三角公園、櫓の傍の書道コーナー

書道チーム

15:00~18:00

哲学  哲学  「風の声」　「風の声」　
講師：西川勝（哲学）
会場：ココルーム

13日（日）
13:30~14:30

三角公園、櫓の傍の書道コーナー15:00~18:00

詩  詩  「土の声」「土の声」
講師：上田假奈代（詩人）
会場：ココルーム

14日（月）
13:30~14:30

三角公園、櫓の傍の書道コーナー15:00~18:00

ココルームにて合唱練習

合唱チーム

16:00
三角公園ステージにて合唱発表会
指揮：山本則幸
伴奏：野村誠

18:00

書道チーム釜ヶ崎芸術大学が、初めての方、この地域のおじさんや住民の方、

支援者や関係者などに参加いただきたい、体験講座です。

①行動学と音楽 ②天文学（天体観測も） ③哲学（語り合い） 

④詩 ⑤合唱 ⑥書道 の６つの講座と釜ヶ崎夏まつりでであう夏。

釜ヶ崎、人々のであいが即興の物語となる「釜ヶ崎オ！ペラ 4」

めくるめく真夏の夜の夢の花は明日に咲く。

つい、やっちゃう学（行動学）と、つい、やっちゃう音楽つい、やっちゃう学（行動学）と、つい、やっちゃう音楽
前半は人が人と何かをするときについやっちゃうことの話、
後半はついやっちゃうことを使って音を鳴らしあいます

宮沢賢治の歌にちなんで「赤い目玉のさそりと土星をみよう」

オリエンテーション

講師：細馬宏通（人間行動学）
会場：ココルーム

講師：尾久土正巳　
会場：ふるさとの家（予定）　

会場：ココルーム

8月12日（土）（土）
17:00~

天文学 「赤い目玉の星の話」天文学 「赤い目玉の星の話」18:00~

講師：尾久土正巳　
会場：三角公園　＊天体観測は曇天や雨の場合、中止します

天体観測天体観測19:00   ~頃

8月13日（日）（日）

講師：西川勝（哲学）
会場：ココルーム

会場：三角公園、櫓の傍の書道コーナー　

13:30~14:30 哲学 「風の声」　哲学 「風の声」　

15:00~18:00

書道の講座の創作へつながる気持ちをつくる　

三角公園、櫓の傍の書道三角公園、櫓の傍の書道

8月14日（月）（月）

講師：上田假奈代（詩人）
会場：ココルーム

会場：三角公園、櫓の傍の書道コーナー　

13:30~14:30 哲学 「風の声」　哲学 「風の声」　

15:00~18:00

書道の講座の創作へつながる気持ちをつくる　

みんなであれこれ話そう

三角公園、櫓の傍の書道三角公園、櫓の傍の書道

8月15日（火）（火）

会場：ココルーム
14:00~15:00

書道チームと合唱チーム書道チームと合唱チーム

これまでの体験を話し合うこれまでの体験を話し合う

8月18日（金）（金）

会場：ココルーム
14:00~16:00

ふりかえりの会ふりかえりの会

合唱発表会合唱発表会

15:00~18:00

合唱チーム

合唱練習
会場：ココルーム

会場：三角公園ステージ
指揮：山本則幸
伴奏：野村誠

三角公園、櫓の傍の書道三角公園、櫓の傍の書道
会場：三角公園、櫓の傍の書道コーナー

16:00~17:00

当日の合唱練習及び本番への飛び込み体験参加歓迎。

18:00   ~頃

中面） 開いた状態 A2サイズ 420×594mm


