
I am proud of You and Me!

2019.2.28［木］ － 3.3［日］
in ぎふ清流文化プラザ

画／井野 紳一郎　　題字／桑原 拓也



ごあいさつ

　岐阜県教育文化財団では、障がいのあるなしに関わらず、

「ともに、つくる、つたえる、かなえる」を合い言葉に、新た

な創造活動を行うことを目指し、舞台芸術や絵画、造形、パフ

ォーマンスなど幅広い分野において多種多様な企画事業を展開

してまいりました。さらに昨年７月、障がい者や支援者のアー

ト活動を支援することを目的とした「岐阜県障がい者芸術文化

支援センター」（通称：TASCぎふ）を開設しました。

　昨年開催した「tomoniアートのフェスティバル～花さく、ハ

レ！」は好評をいただき、今年も開催の運びとなりました。

　今年は、作家本人や支援者、アートサポーター、さらには来

場者の方々にも参加していただく新たな企画により、お互いを

発見し、「多様な価値観を共有する場」のはじまりとなること

を目指しています。

　多彩な個性が咲き誇るこの展覧会を通して、人と人とがより

深く認め合うことのできる社会につながることを願っています。

（公財）岐阜県教育文化財団

理事長　髙木 敏彦

会場内では、作家の制作過程を記録した映像も上映。
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企画展
「余白から生まれるもの」

ずっとアトリエ

県内外の注目作家１１名の作品展です。県外作家は、昨年開催
された「アール・ブリュット in 上越４」等に出品し、注目を集め
ている３名です。また、県内の作家は、福祉施設や特別支援学
校等で制作し、これまで各々創作を続けながらも発表の機会の
なかった方から、個展経験や受賞歴のある方まで、多彩な方々
を取り上げました。これまでのアートの文脈に媚びることなく、
日常の「余白」から生み出された作品を通して、どうぞ、あなた
なりの感じ方で作品を味わってください。

CONTENTS

P.4
私のプレゼン展
「こんなん出来ましたけど」

作品という形、あるいはそれ以前の、形にならないかもしれな
いもの。だけど、面白い。人を惹きつける魅力があります。その
過程や独特な思考を、作家本人やその支援者とともにプレゼ
ンする場です。作家（と呼ぶのはヘンかもしれません）が、日常
生活の中で何気なく出来ちゃったことを、来場者がワークショ
ップを通して追体験することで、緩やかにその面白さを発見し
ていただければと思います。

P.14

アウトリーチ展

「案外、身近にいる表現者たち」の作品を見ていただくため、
ぎふ清流文化プラザから離れ、アウトリーチ事業の一環として、
昨年11月、「あんきに見とくれ展」（郡上市道の駅古今伝授の里
やまと）、今年1月、「わたしは芸術家展」（山県市役所）などを
開催しました。その中から、特に好評だった7名の作品をピック
アップして展示しています。

P.18 オープンアトリエ作品展

昨年7月から月1回のペースで開催している「オープンアトリエ」。
誰もが創作できる場として、障がいのある方ない方、子供から
お年寄り、福祉施設の団体や個人の利用が延べ300人を越え
ました。また、アートサポーター（創作活動を支援したい方）も集
まり、徐々に常連さんも増え、輪が広がっています。大きな紙に
描いたり、野外ワークショップで創作したり、これまでに色々な
作品が集まりました。来年度以降はより創作しやすい環境を整
え、開催日も増やす予定です。

P.20

P.21
座談会
「生きる＝アート　チラシの裏がキャンバスになる日常」

アートでおいしい
販売会P.22

映画上映会
「オキナワへいこう」

謎解きゲーム 
“花さきの森
精霊タスクを探せ”

画材バンク

tomoni アートサポーター
P.23
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ＳＯＲＡ / 曽良 貞義　Sadayoshi Sora
1976－｜下呂市在住｜ONE ON ONE LLC 所属

ONE LINE ART cube　紙、シャープペンシル

パズル
紙、シャープペンシル

（左の作品の一部を拡大）

ONE LINE ART 青海波
紙、シャープペンシル

愛知県生まれ。2012年に躁鬱病（双極性障がい）となり、描きなぐった絵が進化しな
がら迫ってくる未来の絵のヴィジョンが降りて来て、突如絵を描き始め、現在はシャ
ープペンシルを使用して始まりと終わりの無い一本の線で絵を描くone line artistとし
て活動中。幼い頃から、余白を点や線で埋めることが好きで、描かずにはいられない
日常の中で、テレビを見たり、音楽を聴いたりしながら、毎日描いています。
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無題　紙、色鉛筆

無題　紙、色鉛筆

無題　ノート、色鉛筆

井野 紳一郎　Shinichiro Ino
1981－｜岐阜市在住｜ポップコーン福祉会所属
色鉛筆を選ぶ、そのゆっくりとした指先から、予想を超える筆圧で色を
塗り重ねる。短くなった色鉛筆を見ると、よく選ばれる色がわかります。
さらに角度の違った手業の跡は、日によって渡される画用紙の向きが違
うからだろうと思われます。こんなに色を重ねても色が濁らないのは、
終わりのタイミングを見極めているからだろうか？
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うねうね気分　紙、ペン 光と音の波動　紙、ペン

よしの　Yoshino
1967－｜郡上市在住｜ぶなの木学園所属
3年前から、気持ちを安定させるための療法として絵画に取り組み
始めました。当初は自分の想いをぶつけるように描かれた絵も、紙
を見つめて浮かんできたイメージを描いたり、「ゼンタングル」と
いうリラクゼーションと結びついた模様を参考に描いたりと、どん
どん作風が変化しています。「自分の描いた時のイメージとは違っ
ても、見る人に何かしら伝わったら嬉しい」と言います。
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人間とケモノ　画用紙、色鉛筆 天国と地獄のタトゥー　画用紙、色鉛筆

タイムトラベラー　画用紙、色鉛筆

仕事人No.16　画用紙、色鉛筆

武富 龍太郎　Ryutaro Taketomi
2000－｜各務原市在住
頭の中には、どれだけアイディアが詰め込まれているのだろう？ 学校の美術部や自宅
で図鑑を参考にしたり、好きな画家に影響されたりしながら、いくつものシリーズを
同時に進めています。しかし、全ての根底にあるのは「生と死」というテーマだろう。
若者特有のものなのか、それとも違うのかは分からないが、真摯に熱い思いを絵に乗せ
て、人に伝えたいと思っています。
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無題　紙、クレヨン、色鉛筆

一見表情のない動物や果物などのモチーフを「奥へと重ねる」と言い表
したくなるような独特の描き方をしています。クーピーや色鉛筆で塗り
込められ、紙は波打っています。そして、圧倒的な量も魅力ですが、じ
っと見つめていると、表情のない動物が表情を伴い、私のストーリーを
つくり始める、何とも穏やかな作品群です。

山本 豊和　Toyokazu Yamamoto
1979－｜各務原市在住｜福祉の里あすなろ所属
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無題　紙、ボールペン 西尾 正宏　Masahiro Nishio
1959－｜土岐市在住｜県立はなの木苑所属
足を組みながら、ぐるぐるとボールペンを動かす姿は何とも魅力的です。
小気味の良いリズムを伴いながら、紙が波打つまで重ねたり、時にはあ
っさり終わったり。黒いボールペンと白い紙にこだわりがあったのが、
最近では色画用紙や色ペンにも取り組み始めたそう。でも、本質的には
何も変わらないという芯のようなものを感じます。
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ちゅーりっぷ
コピー用紙、色鉛筆、鉛筆

色鉛筆で、「ちゅーりっぷ」や自分の名前を重ねて描いています。最近は、自分の
名前の形をきれいに書けるようになったり、鉛筆を使ったりと新たな表現方法がで
てきました。展示された自分の作品を見た時から、突如としてやる気スイッチが入
ったようで、生活までもが良い方向へと変わってきたと担当のスタッフさん。糸を
使った作品なども並行しながら、施設の作業時間にじっくり取り組んでいます。

丹羽 まゆみ　Mayumi Niwa
1971－｜各務原市在住｜福祉の里あすなろ所属
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夕方の横顔　画用紙、パステル 龍虎　画用紙、パステル

キングギドラ　画用紙、鉛筆

アレキサンドラトリバネアゲハ　紙など
金丸 慎　Shin Kanamaru
2000－｜関市在住
最初の出会いは、特別支援学校の先生からの情報でした。その描写力も魅力で
すが、小さな頃から身の回りの環境や映画などから大いに影響を受けて、「強
くて、格好いい」ものを追い続けている、その姿勢に惹かれました。描きたい
ものを描くために、実際に山に登ったり、昆虫の雄雌がわかるまで見入ったり、
ただひたすら見つめる。まるで研究者のような眼差しを持っています。
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無題　陶

無題　紙、セロハンなど

無題　ノート、ペン

織田 健吾　Kengo Oda
1981－｜愛知県在住｜ひまわりの風所属
粘土や身近な広告・段ボール等、色々な紙とテープを使用し、オリジナルメガネを毎日作成しています。
メガネ屋さんをイメージしているのでしょうか？ 丸いフレームやサングラスなど、思わず自分に似合う
一点を見つけたくなります。メガネを掛けることで、「見えにくい」という状況から、日常生活をスム
ーズなものにするアイテムとして、とても身近にありながら、じっくり考えることがなかったと気づか
されました。でも、そんなことを考える前にたくさんの中から、好きな物を選んでみよう。

県外
作家
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ポスター、ペンなど

（左から）キラキラAヒーロー、ベートーベン、ロボット裁判 （左から）ゴーストバスターズ、無題、月光仮面　　ポスター、ペンなど

ムラタクン
Muratakun
1999－｜福井県在住

彼が好きなものは、つるつるしたポスターの裏。そこに
何の迷いもなく、フリーハンドで線を引きはじめる。そ
うして表れてくるのは、ロボットの部品たち。彼の頭の
中では、すでにロボットが動いているのであろう。一つ
一つの部品を大胆に切り、セロテープで貼り付ける。ど
れもがピタリと合うから不思議だ。合体や分解のできる
ロボット、手が飛び出す仕掛けのあるロボットなど。彼
の創作意欲は尽きることがない。幼い頃から作ることが
大好きで、誰が教えたわけでもないのにロボット作りに
没頭してきた。これまでに製作したロボットはゆうに
10000体を超えている。全ての名前を、彼はきっと覚え
ている。この先、ムラタクンからどんなロボットたちが
生まれてくるのかとてもわくわくしながら待っている。

記：みんなで舞台に立とうを広げる会
代表　酒井 晴美

県外
作家

H
1949－｜富山県在住
これは、Hさんの脳内に起こった現象を日記のように書き留めたものです。顔の輪郭は、正面から見
た自分の頭部の図。自分に起こったことを冷静に分析しているようにも感じられますが、もしこれが
自分の身に起こったならばと考えると、ここまで冷静になれないように思えます。この図を描きはじ
め、少しずつ落ち着きを取り戻しているそうです。また、時々「龍」や「渦」といったキーワードが
出て来ます。もしかしたら、原始の時代から私たちに備わりながら、すでに失われていた名も無き感
覚に近いのではないかと想像を膨らませてしまいます。

県外
作家
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展示作業は、できる限りご本人や支援者にも関わっていただきました。会期中は、作家ご本人が会場内で実際に制作しながら来場者と交流
する機会となりました。また、来場者には制作を追体験するワークショップも開催し、面白い発想や制作過程を楽しんでいただきました。

桑原 拓也 ＋ サテライトいぶき
Takuya Kuwabara｜1994－｜瑞穂市在住
3才からハサミを持ち、広告やカタログの電気製品を切り抜き始めました。企業ロゴ
や携帯電話が特にお気に入りで、カレンダーを小学校の冬休みの宿題で作ってから
は、色紙を切って、何も見ずに曜日、祝日を間違えることなく仕上げていきます。切
り文字作家として、施設の支援を受けながら活躍しています。

宮川 幸大 ＋ ポップコーン福祉会
Kodai Miyagawa｜1998－｜岐阜市在住
握ったペンで描かれる漢字は、時には下から書かれています。気に入った人や施設の
当番の人の名前を書いています。漢字の形も、所々デザインされているように見えま
す。文字をイメージとして捉えているようにも思えます。（火）が多いのは、施設で
の制作が火曜日に多いからだと推測されます。

色んな色の紙とハサミを用
意。来場者は、実際に切り
文字をしたり、動物のシルエ
ットをつくるなど紙を自由に
切ることを楽しみました。

－ワークショップ－
書き順を無視して自由に文字
を書いてみる！文字を下から
書く人、ペンを握って書く人。
みんながそれぞれ工夫した書
き方で文字を書きました。

－ワークショップ－
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山本 翼 ＋ はなの木苑
Tsubasa Yamamoto｜1995－｜土岐市在住
地図帳が大好きで、地名をペンで塗っていきます。どの色をどこに塗るか、素早く目
で追いながら決めていきます。施設の創作時間の終わりが迫っても、切りがつくまで
塗り込んでいき、1冊を徹底的に塗り切ります。どんな規則で塗りつぶしているのか
発見したくなります。

森 圭二郎 ＋ 豊住園
Keij iro Mori｜1988－｜瑞穂市在住
鉄道が大好きで、休みにはデジタルカメラとビデオを持参して、父親とドライブに出
掛けます。中学部からのお楽しみです。帰宅してから、ビデオを見たり、写真をプリ
ントアウトしたり。お気に入りの写真が出るまで待って、出て来た写真は、大型セロ
ハンテープで1枚の大きな作品に仕上げて満足しています。

山本さんは、どんなルール
で地図に色を塗っているの
だろう？と考えながら、用意
した地図に自分なりのルー
ルで色を塗りました。

－ワークショップ－
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持原 一壽 ＋ 三光園
Hitoshi Mochihara｜1959－｜山県市在住
夢は、大きな展覧会に出品して多くの方に作品を見ていただくこと。また、自分を知
ってもらいたいという思いから自費出版で本を作りました。作品作りを手伝ってくれ
るボランティア、友人を募集しています。

丹賀澤 賢
Masaru Nigasawa｜1986－｜各務原市在住
オープンアトリエに毎回出席している常連さんです。初めて会った時と比べると表情
が明るくなり、最近就職して充実した日々を送っています。デザインを勉強した経験
があり、食やファッションをテーマにしたポップな色遣いの作風から、現在は植物や
動物などを織り交ぜた、不思議な世界観を見つけました。
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長屋 良子
Ryoko Nagaya｜1986－｜山県市在住
当時テレビの「暴れん坊将軍」が大好きで、松平健の将軍様を「上様、上様」と呼
び、新聞広告に載っている役者さんの写真を見ながら、小さな紙に顔を描き出しま
した。最近は、折り紙や塗り絵などに興味が移っており、自宅で制作に打ち込んで
います。

若井 美知男 ＋ あしたの会
Michio Wakai｜1969－｜山県市在住
展示してあった他の方の作品を見てから、作り方の本を参考にしたり、または母親か
ら教えてもらったりして作り続け、家には作品が沢山あります。手芸品という枠を超
えて、その圧倒的な量で埋め尽くされる部屋は、もはや「場の芸術」といってもよい
かもしれません。

自宅風景。
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森 康仁　Yasuhito Mori カニのフラダンス

後藤 俊貴　Toshitaka Goto 好きな国旗

結び糸

青木 仁美　Hitomi Aoki

今年度、郡上市で「あんきに見とくれ展」、山県市で「私は芸術家展」と題した展覧会を開催。
その出展作品から、７名の作品をピックアップして展示しました。

さをり織りで出た残り糸を、鮮やか
な手さばきで結んでいきます。
結ばれた糸は、再び1本の糸となり、
糸巻に巻き取られます。

郡上市
「あんきに
見とくれ展」
より

郡上市
「あんきに
見とくれ展」
より

郡上市
「あんきに
見とくれ展」
より
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Kengo Shiraki

武藤 良夫　Yoshio Muto

ＳＡＤＡ ぼくのみえるけしき

高橋 正道　Masamichi Takahashi

木
製
パ
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ル
に
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ル
絵
の
具
や

ペ
ン
な
ど
を
使
っ
て
、
色
を
塗
り
重

ね
て
い
き
ま
す
。

決まったマグカップをモチーフに何枚
も何枚も描き続けています。
そして、描いた絵は、決まって縦半分
に折って保管しています。

山県市
「わたしは
芸術家展」
より

山県市
「わたしは
芸術家展」
より

山県市
「わたしは
芸術家展」
より

山県市
「わたしは
芸術家展」
より
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ぎふ清流文化プラザを会場に、平成30年7月から月1回のペースで開催している「オープン
アトリエ」。誰もが自由に創作できる場として親しまれています。今回は、そこで生まれ
た作品をスペース一面に展示。さらに、来場者には、黒いフレームを用意。一面に展示さ
れた作品を自由にトリミングしてもらい、自分だけの作品として装飾してもらいました。



（敬称略）
【ファシリテーター】
土屋 明之（TASCぎふ美術アドバイザー）
古田 菜穂子（TASCぎふアート利活用アドバイザー）

【オブザーバー】
大西 暢夫（写真家・映画監督）
曽我部 弘樹（TASCぎふ障がい者tomoniトータルアドバイザー）

【出演】
青山 訓子（岐阜県美術館）
伊藤 佐代子（オープンハウスCAN）
大野 雅孝（早川工業株式会社）
土川 修平（場所かさじゅう）
中村 崇（アトリエ☆ジグザグ）
三上 みき（風の芸術村）

ずっとアトリエ

会期中、オープンアトリエとしてギャラリーを開放。自分の体よりも大き
な紙や、様々な色の紙や画材を用意。障がいのある方もない方も、子ども
からお年寄りまで、みんなが自由に描きました。

座談会  「生きる＝アート  チラシの裏がキャンバスになる日常」

3月 2日（土） 1 3：3 0～
障がい者のアート活動などに関わっている県
内の有識者が、アートが生きることに与える
力やその影響力など、「アート」と「生き
る」の相関性について、たすきを渡すように
３つのテーマをつなぎながら意見交換を図り
ました。障がいの有無に関わらず、アートは
「いのち」や「生きること」そのものである
ことを具体的な事例を通して伝えていただき
ました。そして、社会への影響としてのアー
トの役割は、新しい価値観の提言と心豊かな
社会をつくるという役割があることなどを知
り、多くの方にとって意義のある座談会にな
りました。

\ 素敵な作品がたくさんあってびっくりしました /　　\ 想像を越えた作品に引き込まれてしまいました /　　\ 素晴らしい、その人らしさ、生命力を感じました /　　\ よかった。人はそれぞれに、持てる能力があり、それが生かされている /みんなの声

テーマ①「アートが生まれる、瞬間」
テーマ②「育てる、アート」　
テーマ③「翔く、アートの可能性」

とき

【講師】（敬称略）　桂川 成美（版画家）、 鷲見 綱一（画家）、 豊富 春菜（美術作家）
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映画上映会「オキナワへいこう」（大西暢夫監督作品）アートでおいしい販売会

3月 2日（土） 1 1：0 0～
大阪の浅香山病院の精神科病棟に長期入院している患者さんが、病院スタッフや支援者とともに沖縄旅行
を計画することからはじまる、笑って泣けるドキュメンタリー。

施設の方々の手作り製品や作家のオリジナルグッズなど、かわいくて
おいしいものがたくさん集合しました。

謎解きゲーム  “花さきの森　精霊タスクを探せ”

3月 3日（日） 1 1：0 0～／ 1 3：3 0～
悪人にさらわれてしまった精霊タスクを救い出せ。会場中に散りばめられたヒントを
元に、謎を解き明かし、精霊タスクを救い出す謎解きゲームを開催。楽しみながら、
作品にふれる仕掛けを考えました。

画材バンク

使わなくなった絵の具や筆、クレパスなど、
まだ使える画材を会場に持ってきていただき
ました。集まった画材は必要としている福祉
施設などへお届けします。たくさんの方が、
想いのこもった画材を届けてくれました。

【出店団体】
あすなろ、虹の家・友愛の家
いぶき福祉会
工房はばたき プー・ア・プー
サンフレンドみわ障害者センター
Joe’ｓ world
関谷正和
第二恵光
豊住園
長良ひまわり社
のびのび文化
ビー・カンパニー
みずほ園
もこもこハウス
夢工房JIN
ワークサポートみやこ
他

\ 何かが心を動かしたかな /　　\ ワークショップもあり楽しめるイベントでした /　　\ それぞれの方の個性がたくさん現れていて、すばらしかったです。見入ってしまいました /　　\ すごい！！ それしか言えませんでした /みんなの声
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　本展覧会の開催にあたって、アートサポー
ターの方々に多大なご協力をいただきました。
　展覧会の準備においては、展示用アクリル
額の手入れ、チラシ発送の準備、展覧会の設
営（オープンアトリエ作品展の展示）から、
当日の会場受付に至るまで様々なサポートを
いただき、展示に際しても車イスが通りやす
いスペースをどう確保するか。福祉の観点か
らのアイデアが出るなど、障がいの有無に関
係なく「できる人ができる事を担当する」と
いう想いで取り組むことができ、みんなで作
り上げた展覧会となりました。今後のサポー
ター活動に向けて、新たな方向性を見据える
大きな一歩となりました。

参加者（敬称略）
乙部 理佳代
金丸 寛
小枝 福笑
榊原 ゆうみ
坂本 賢次
高橋 利佳子
竹内 久美子
永井 美佐子
安田 香実
山田 久子
脇谷 真理子
就労移行支援事業所ワンステップ

tomoniアートサポーター

\ たのしかった（６才息子） /　　\ 作者の作品を作る過程の映像が見れてよかったです /　　\ 喜怒哀楽、温もり、エッジ、いのち、無心 /　　\ 初めてこういった作品をみました。ゆったりと時間を感じられました。みなさんすごいです。感動です /みんなの声
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tomoniアートのフェスティバル　花さき、誇れ！
会　期 2019年2月28日（木）ー3月3日（日）
時　間 10：00－17：00（最終日は16時まで）
会　場 ぎふ清流文化プラザ（1F 文化芸術県民ギャラリー、2F 長良川ホール など）
入場料 無料
主　催 （公財）岐阜県教育文化財団
共　催 岐阜県
協　力 医療法人明心会 柴田病院、NPO法人kokoima、各務原市立各務原特別支援学校、郡上市社会福祉協議会 みずほ園、社会福祉法人あしたの会、
 社会福祉法人いぶき福祉会、社会福祉法人各務原市社会福祉事業団、社会福祉法人岐阜県福祉事業団 岐阜県立幸報苑、
 社会福祉法人岐阜県福祉事業団 岐阜県立三光園、社会福祉法人岐阜県福祉事業団 岐阜県立はなの木苑、
 社会福祉法人ぶなの木福祉会 ぶなの木学園、社会福祉法人ポップコーン福祉会、社会福祉法人ひまわり福祉会 障害者支援施設ひまわりの風、
 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会 豊住園、tomoniつながる和綿推進プロジェクトチーム、富山県障害者芸術活動支援センターばーと◎とやま、
 新潟県アール・ブリュット・サポート・センターNASC、「みんなで舞台に立とう！」、TASCぎふtomoniアートサポーター、ONE ON ONE LLC.

制作・発行 （公財）岐阜県教育文化財団
発行責任者 髙木 敏彦
写　真 岐阜県障がい者芸術文化支援センター（TASCぎふ）
 小寺 克彦（Kデザイン）
 スタジオ・ペガソ
 株式会社フジナ
イラスト 高野 紗也加
デザイン 岩田 和也（プラグラフ）

お問い合わせ （公財）岐阜県教育文化財団　岐阜県障がい者芸術文化支援センター（TASCぎふ）
 〒502-0841　岐阜県岐阜市学園町3－42　ぎふ清流文化プラザ1F
 TEL 058-233-5377 ｜ FAX058-233-5811 ｜ MAIL tasc-gifu@g-kyoubun.or.jp
 WEB http://www.seiryu-plaza.jp/tasc/


