ブランケット（大・小）

買って支援
atricot.jp/tjwk/
TJWK 関西では、全国のみなさんに編んでもらったモ
チーフをつないで、作品にしています。ひとつの作品
につき数十種類の毛糸が使われているこれらの作品 HP に は、こ こ に 掲 載
は、どんな高名な作家にも真似できない TJWK な
している以外にもたく
らではのものです。たくさんの人の手と想い
さんの作品があります。
でつながったこれらの作品の売上は、「全
額」、被災地の震災遺児支援のた
品番：ac513（グラニーバッグ）
めに使われます。
サイズ：縦 32cm 横 39cm
価格：5,000 円

品番：fk1521210（ブランケット 大）
サイズ：136cm 110cm
価格：30,000 円
品番：fk1281210（ブランケット 大）
サイズ：120cm 102cm
価格：30,000 円

品番：ac488（グラニーバッグ）
サイズ：縦 29cm 横 38cm
価格：5,000 円

品番：fk350810（ブランケット 小）
サイズ：83cm 105cm
価格：20,000 円

すごくあったかいので、

あずま袋

冬場は手放せません！

品番：ac524（ガマ口バッグ 小）
サイズ：縦 22cm 横 28cm
価格：5,000 円

品番：ac518（ガマ口バッグ 小）
サイズ：縦 22cm 横 29cm
価格：5,000 円

品番：ac446（あずま袋・小）
サイズ：縦 21cm 横 39cm
価格：5,000 円

バッグ
品番：ac428（グラニーバッグ）
サイズ：縦 29cm 横 38cm
価格：5,000 円

品番：ac470（あずま袋・大）
サイズ：縦 31cm 横 59cm
価格：7,000 円

品番：ac480（竹バッグ）
サイズ：縦 33cm 横 40cm
価格：6,000 円

品番：ac551（ガマ口バッグ 大）
サイズ：縦 39cm 横 43cm
価格：7,000 円

お買

品番：ac478（竹バッグ）
サイズ：縦 28cm 横 38cm
価格：6,000 円

額が
いただいた全
に！
援
支
被災地の震災遺児

い上げ

ショール
がんばった
品番：fk1500512
サイズ：56cm 130cm
価格：15,000 円

自分への
ごほうびに！

品番： mf158
サイズ： 23cm 180cm
価格 : 5,000 円

マフラー

品番：cp112（耳当て帽子）
サイズ：頭周り 64cm 高さ 26cm
価格：4,000 円

品番： mf135
サイズ： 22cm 176cm
価格 : 5,000 円

品番：cp128（棒針帽子）
サイズ：
頭周り 48cm 高さ 24cm
価格：3,000 円

ニットキャップ
クッションカバー

品番：cp034（棒針帽子）
サイズ：
頭周り 50cm 高さ 24cm
価格：3,000 円

品番：cp044（かぎ針帽子）
サイズ：頭周り 52cm 高さ 22cm
価格：3,000 円

品番：cu033
サイズ：41cm 41cm
価格：4,000 円

品番：cp116（かぎ針帽子）
サイズ：頭周り 54cm 高さ 23cm
価格：3,000 円
品番：cp110（耳当て帽子）
サイズ：
頭周り 58cm 高さ 25cm
価格：4,000 円

品番：sn025
サイズ：
首周り 58cm 高さ 18cm
価格：3,000 円

品番：rs017
サイズ：足のサイズ 25cm 高さ 23cm
価格：3,500 円

ルームシューズ

スヌード

品番：sn063
サイズ：
首周り 66cm 高さ 20cm
価格：3,000 円

WorkShop

レンガスヌード 2016

品番：sn027
サイズ：
首周り 58cm 高さ 18cm
価格：3,000 円

ネットバッグ mini

500yen
Work
Shop

クラッチバッグ

作品を買って支援するのもいいけど、ニット好きなら、つくりたい！と
いう気持ちは抑えられないもの。そこで、TJWK 関西では、モチーフを使っ
た作品をつくるワークショップをおこなっています。全国から集められ
たモチーフを使って、あなただけの作品をつくってください。支援がで
きて、仲間も増えて、ニットの新しい技術も習得できる！ ひと粒で何
度も美味しい TJWK 関西の大人気企画です。
（作品は寄付糸のストック状
況や、開催時期、場所によって異なります。詳細は HP をご覧ください）

ワンコイン
ワークショップも
やってます！

かぎ針帽子

キット代 + 講習費 =3,000〜6,000 円
作品によって金額が変わります。
キット代は全額寄付に、講習費は TJWK 運営費に充てられます。

shop list
HP のオンライン・カタログでの販売のみならず、いくつか
のショップにご協力いただいて、常設で、実際の作品を展示
販売していただいています。実物をご覧いただいてからのご
購入をご希望の方は、ぜひ、右のショップへ。（営業時間や
定休日などは各ショップへお問い合わせください）

ルームシューズ

スマホが入る
ポーチ

あずま袋 小
グラニーバッグ

ギャラリーショップ & 手織紡工房「oriori」
大阪市中央区谷町 6-3-24
http://www.oriories.com/

スタジオ & ギャラリー「timeblue」

大阪市北区天神橋 6-2-3
https://timeblue.jimdofree.com/

長崎 いこいの里 あぐりの丘
「Handmade Lapis」

長崎市四杖町 2671-1
http://hmlapis.blog.fc2.com/

ここに掲載している作品は、ほんの一例です。作品の詳細及びお求めは HP（https://atricot.jp/tjwk/）のオンライン・カタログからお求めください。なお、作品の写真と実物とでは、色味に若干の違いがある場合がございます。予めご了承下さい。

モチ

TJWK関西（Think

ーフ編

プロジェクトの流れ

While

みから被災地支援まで

児 支 援 た め の 支 援 金を募るために
編みものをしているグループです。
小さなモチーフを多くの方に編んで

老若男女が
入り乱れて
モチーフ編み！

さなモチーフを編む。

みんなの小さな力を集める。

いただき、そのあいだ、被災地のこ
とに思いを馳せようというものです。
そうしてつくられた小さなモチーフ
を集め、つないで、大きなブランケ

日本全国で編んでもらった

ットやショールをつくります。

モチーフを並べて
コーディネート！

モチーフをつなげて、ブラ

それらの作品を販売し、売り上げの

ンケットやショールなどの

全額を「あしなが育英会」に寄付し、

かわいい作品をつくる。

震災遺児支援に役立ててもらいます。
現在、70,000枚以上のモチーフが

いろんな
場所を
お借りして
展示！

大小のブランケットやショー
ル、ニットキャップなどの作

全国から届けられ（2020年12月現
在）、プロのニッターが中心となり、
日々、モチーフをつないで作品をつ

品を、オンラインショップや

くっています。これまでの製作点数

販売会などを通じて販売す

は3,405点（キット含む）。H P 内

る。常設で販売していただけ

のオンライン・カタログから、常時

るお店も募集中！

新作お披露目＆
販売会☆

ご購入いただけます。

売上の全額を「あしなが育

１本の糸からかたちができていく編

英会」に寄付し、震災遺児

みもののように、参加していただく

支援に役立ててもらう。あ

みなさんの思 い が 繋 が り 、なにも

なたの思いもお金も、被災

ないところから、蒔いた種がたくさ

地に届けます。

寄付した金額 9,801,203 円

んの人の手で幹になり枝になり、そ

ワークショップも
大人気！

して花を咲かせますように…。
つながりを大切にし、ひとりひとり

参加人数 1,038 人

協力団体 52 団体

の小さな力を繋げることで、被災さ

プロジェクトの詳細は HP をご覧ください。

れた方々への一助となるよう、そし

みなさんの力が結集しています

TJWK 関西では、編みもの大好きな人はもちろんのこと、
編みもの初心者の方、編むのはできないけど参加してみ
たい！という方にも参加してもらえるように、さまざ
まなかかわりかたを用意しています。
いろんな方に参加してもらうことで、支援の輪
を豊かなものにしていきたいと考えていま
す。あなたにピッタリの参加方法
を見つけてください！

Think Of JAPAN
While Knitting

になるよう、このプロジェクトを息

https://atricot.jp/tjwk/ #tjwk

長く続けていきたいと考えています。

https://atricot.jp/tjwk/

グラニーバッグやマフラーな
ど、 モチーフを使って作品を
つくるワークショップをしていま
す。 購入していただくキット
の売上は全額寄付になるの
で、 つくることが直接支援に
つながります。

10cm 角の TJWK モチーフを使った作品案を
募集しています。 編みもの経験の有無は
不問！ みなさんのアイデアのなかから作
品化させて、 支援につなげます。
素敵なアイデアをお寄せください。

参加で支援

3.11で傷ついた被災地をニットで繋いで支援するプロジェクト

てニットを愛するすべての人の歓び

twitter ハッシュタグ
（#tjwk をつけてつぶやいてください）

keito
＠東
京

ワークショップに参加する
作品のアイデアを考えて
公募に応募する

モチーフを編む

モチーフサーキットに参加する

山
＠松
教会
後
ク道
リッ
カト
阪急百貨店 うめだ店 祝祭広場

りそな銀行 南森町支店

たくさんの人にモチーフを編んで
もらいます。 モチーフは指定の編
み図で寸法も決まっています。
年に数回みんなで集まってモチー
フを編む、 モチーフサーキットと
いうイベントをしています。 遠方
の方はモチーフを送ってもらってい
ます。

大阪市北区
社会福祉協
議会

全国の人に編んでいただいたモチーフは
700000 枚を超えています。 これらをコーディ
ネートして、 ブランケットやショール等の素
敵な作品に仕上げます。 繋ぎにはたしか
な技術のみならず、 どんなモチーフもおろ
そかにせずに生かしきる気構えが必要。 完
成したときの歓びはひとしおです。

モチーフをつないで作品にする

timeblue

関西

全国から寄せられたモチーフ 72,876 枚（※現在はモチーフを募集していません）
製作作品数（キット含む）は 3,405 点

ニットでつなぐ人々の想い
被災地支援の輪

みんなで共通の編み図の小

累計

Knitting関西）は、東

日 本 大 震 災 で親を亡くした震災遺

被災地のことを思いながら、

1
2
3
4

Of JAPAN

展示・販売イベントに行く
作品はオンラインで常時販売しています。 また
年に数回、 展示販売のイベントを開催します。
常設で展示販売を委託しているところもありま
す。 売上は全額、 被災地支援のために寄付し
ます。
展示、 販売の場を提供して下さる方も大歓迎！

◇常設展示販売：ギャラリーショップ & 手織紡工房「oriori」（http://www.oriories.com）／スタジオ & ギャラリー「timeblue」（https://timeblue.jimdofree.com/）

