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はじめに

　岐阜県障がい者芸術文化支援センター（TASCぎふ）は、令和元年７月
で２年目を迎えました。アートと福祉の視点をもって、障がいのある人の
造形作品を通して、人と人とのつながりを模索してきました。そのまとめ
の一つと位置付けた、「tomoniアートのフェスティバル　いろんなみんな
の展覧会　たわわに、実る。」を企画し、芽を出し、花が咲き、たわわ
に実る展覧会として開催しました。
　平成２７年９月、ぎふ清流文化プラザが開館し、障がい者の芸術文化
の拠点として機能し始めてから今までの歩みに加え、様々な企画へのご
参加・ご協力により生まれた幅広い交流は、まさに実りであり、魂が揺
さぶられる県内外の作家との新たな出会い、「アートサポーター研修」や
「サポーターによる鑑賞ツアー（新企画）」では、作家や作品を通して新
たな価値観を共有できる多くの人との出会いがあり、当センターの取り組
みの大きな成果であったと考えます。　　　　　
　今回は、特に全国障害者芸術・文化祭が開催され、サテライト事業と
しての新潟県アール・ブリュット・サポートセンター（NASC）との連携に
より、多くの実りがあったことを感謝しております。
　今後、この展覧会の実りによって、種が広く蒔かれ、さらに新たなつな
がりと、日常の中で新たな表現価値が生まれることを願い、アートの力を
信じて取り組んでいきたいと考えております。
　ますますのご支援の程よろしくお願いします。

岐阜県障がい者芸術文化支援センター長

土屋  明之
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メイン展示会場（長良川ホール）
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ケ

　県内外の注目作家１１名の作品展。県外作家は「第34回 国民文化祭・にいがた2019  第19回 全国障害者芸術・
文化祭にいがた大会」等に出品し、注目を集めている新潟県の作家４名。県内の作家は、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、日常の生活を営む中から自然に生まれたさまざまな作品を、鑑賞者
それぞれの感じ方で味わっていただきました。そして、非日常のように彩りにあふれたものとなりました。

企画展

彩 り の 日 常

制作の様子を記録した映像を会場の一角で上映。

ケ

ハ レ
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内面を投影した線の集合体
一部の彩色を除いて、主に0.25の黒色水性ボールペンで描くモノクロの世界。綿密に
描かれた線描の中には、文字や象徴的なアイコンが隠れていることもあります。絵には、
認知症の母に対する思いや発達障害、腎臓病である自分の内面が投影されているよう
です。作家によれば、絵が好きでも嫌いでもないそう。中学生になり、自分が劣ってい
ると感じ、それを補う手段として、何か特技を見つけたいと絵を描くことを始めました。

青山 桂己　Aoyama Keiko　 1978－｜郡上市

ケ
企 画 展    彩 り の 日 常

黒炎　紙、ボールペンなど

終焉　紙、ボールペンなど
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圧倒的な熱量を放つ作品群
ギターやロックのポスターに紛れて、室内に無造作に置かれた無数の作品たち。積み重ねられた平面作品
に加え、立体作品も点在しています。その奥にいる作家の出で立ちもロック。一方で「振り返ってみると、
作品は全て自分自身ではないか」と作家は語ります。身近にあるダンボールやお菓子のパッケージなどを
画材として使用したり、絵の具を塗り重ねたり、情熱と分析といったものも同時に行われています。誰かに
見せるために描かれたのではない作品群の、初めてのお披露目です。

臼井 紀和　Usui Nor ikazu　 1963－｜飛騨市｜地域活動支援センターやまびこ所属

ダンボール、アクリル絵の具など 紙粘土など

ダンボール、アクリル絵の具など ベニヤ板、アクリル絵の具など
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大胆な筆致が生み出すエネルギー
豊田市小原和紙に水彩絵の具などを使って、書道用の筆で描かれています。
さらっと描いたり、塗り重ねたり。両親と出掛けたハワイや広島、神戸など
のスケッチを元に描かれた風景作品やキリスト教のシリーズ、働く人シリー
ズなど、表現が時に変化しています。どの作品も自分の体で感じたことや
身近にあるものなどに目を向けています。

加藤 利和　Kato Toshikazu　 1966－｜多治見市

ケ
企 画 展    彩 り の 日 常

赤鬼　和紙、水彩絵の具 噴火　和紙、水彩絵の具など

青い顔　和紙、クレパス

キリスト　和紙、クレパス
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テープから生まれるよろこび
とても恥ずかしがり屋で静かな語り口から、のぞく控えめな自信。セロハンテープを正確な長さ
に切り、繊細でなめらかな手つきで、素早く棒状に変化させ、的確な長さに折り曲げる。簡単そ
うに見えて、誰にも真似できない手わざ。専門書やネットなどで調べた電車や構造物を、時間を
掛けて忠実に作り上げる達成感。作家自身の満足のためだけではなく、鉄道は「昭和、平成、
令和をまたいで走る、新しい時代に向かう」という思いも込められているそうです。

棚橋 宏太　Tanahashi Kota　 1998－｜岐阜市｜ワークサポートみやこ所属

テレビ塔　セロハンテープ

北アルプス　セロハンテープ
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ケ
企 画 展    彩 り の 日 常

独特な色彩とメタモルフォーゼ
図鑑などを見ながら、好きな植物や動物を描いています。しかし、画面に現れるのは、
どこにもいない動植物たち。図鑑がそのように見えているのか？ はたまた、そう表現し
ようとしているのか？ 色ペンの濃淡やコラージュといった手法も目をひきますが、変形さ
れた独特な形が面白く感じられます。

服部 大将　Hattor i  Hiromasa　 2000－｜美濃市｜風の芸術村所属

紙、ペン、プラスチック色鉛筆など ぞう　紙、プラスチック色鉛筆など （2019）

ぞう　紙、プラスチック色鉛筆など （2019）
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太陽と大地が生み出す光の積層
1年前に出会った作品には、髪の毛に特徴のある女の子が描かれていました。しかし、今回見せてもらった
作品には、女の子は消え、余白の中に色とりどりの円が浮かんでいました。クロッキー帳をめくるたびに、
どんどん変化していきます。時には、塗り込める力によって穴が開き、別のページの違う色が見えてきます。
作風が変化した理由は作家にも分かりません。でも、作品にちゃんとモチーフがあることが、今回タイトル
を付けてもらう時に発見されました。そして、それはとても大きな視点からのものです。

橋本 久美　Hashimoto Kumi　 1998－｜揖斐郡池田町｜ふれ愛の家所属

みかん畑　スチロールパネル、ペン おとめ座　クロッキー帳、ペン
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ケ
企 画 展    彩 り の 日 常

好きなものを描き続ける力
京都や奈良に出掛け、寺院や仏像を見たり、専門書を買ったり、自分の興味にまっしぐ
らです。そして、その熱量は作品数にも比例し、今年だけでも100枚は超えています。
一枚描くのに要する時間は極めて短く、さらりと描いたり、厚く塗ったり、かすれたりと
表面上の変化が違った印象を与えます。

堀 慎哉　Hori Shinya　 1956－｜岐阜市｜ワークサポートみやこ所属

大仏　ボール紙、クレパス、水彩絵の具

観音様　紙、クレパス、アクリル絵の具

大仏　紙、クレパス、水彩絵の具

鬼　紙、クレパス、水彩絵の具

赤鬼　紙、クレパス、絵の具
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柔らかい、軟らかい、やわらかい世界
毎週月曜日の14時半から19時半、決まった時間に、アクリル画を描く。1日で1点仕上げています。
絵の具をチューブからそのまま出したり、指で伸ばしたりしたような、筆で描いていない部分も見受けら
れます。“絵の具を乗せ、色を埋めていく”というイメージに近いでしょうか。また、人形制作は、誰に教わっ
た訳でもありませんが、部屋が埋まるほど作り続けています。布地には、着物なども使われています。
現在は、自宅に展示スペースをつくり、作品を通して、多くの方との交流も楽しんでいるようです。

新井 里沙　Arai Risa　 1992－｜新潟県

カボチャ　キャンバス、アクリル絵の具 （2017）

とき　キャンバス、アクリル絵の具 （2017） 花　キャンバス、アクリル絵の具 （2017）

人形　各種布
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拡大 拡大

ケ
企 画 展    彩 り の 日 常

一枚に時間という情熱を込めて
作品の隅に書かれている文字をヒントに、どのように描いてあるかを見てみよう。水彩画の
ように見える絵は、大変細かな迷路となっています。ゴールまでのルートがいくつもあるそ
うです。小学5年生の時、友人が迷路を描いているのを見て、自分でもできるのではない
かと描き始めました。それ以来、ずっと迷路を描いています。また、来場者が作品を見る
時間を長くするための工夫でもあります。

石栗 仁之　Ishigur i Hiroyuki　 1989－｜新潟県｜きぼう福祉園所属

僕達の世界の銀河系　紙、鉛筆、プラスティック色鉛筆、ボールペン、マーカー、水彩絵の具、マニキュア、写真 （2015） 難崖富士山　紙、鉛筆、ボールペン、マーカー （2016）
なんがい
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この風景、見たことある？
佐渡の日常の風景を求めて、暑い日も寒い日も、スケッチブック片手に出掛けます。ここと思っ
た所で、ペンを走らせる彼の姿は、街のあちこちで見られます。作品を手放したくないという
作家もいますが、作品が出来上がったら、友達や兄弟にプレゼントするそう。近年は、手元に残っ
たものを自宅の納屋に自ら飾って、見に来る方との交流も楽しんでいます。郵便局や土木作業
の仕事を長年勤め上げ、絵を描く現在は、「地位や名誉はないが、今は幸せ」という。

嵯峨谷 正敏　Sagaya Masatoshi　 1941－｜新潟県

紙、ペン、水彩絵の具 （2017）
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ケ
企 画 展    彩 り の 日 常

侍ワールド！
幼少期から、一貫して「侍」をモチーフに描き続けています。様々な素材やサイズも気にせずに、
一気に描いていきます。墨で画面いっぱいに描かれ、時には、10mを超える大作も。筆の勢い
がそのまま残る作品は、ある時は、ダンボールに、ロール紙に描かれ、展示の都度、その形態
を変えていきます。依頼されて描くこともあります。絵の周りには、文字が空間を埋めるように
書かれていますが、文書としてというよりも、絵の延長として描いているように思われます。

保苅 彰　Hokar i Akira　 1948－｜新潟県｜みのり園所属

クラフト紙、墨

ダンボール、墨 15



私のプレゼン展

語 ら ず と も
　作品、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。創作の過程や独特な思考、人を惹きつける
魅力を持つ作品が集まりました。
　作家本人やその支援者とともに体験する場です。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制作の過
程を追体験したり、作家本人や作品、映像とコミュニケーシ
ョンをとったりして、言葉を介さず、その面白さを発見してい
く場となりました。

これって、何だろう？
段ボール製の棚や敷物で作られた、施設の一角を占める「秘密基地」。中をのぞい
てみると、段ボール製のゲーム機器やおもちゃ、プラ板アクセサリーの材料やパーツ、
参考になる本が所せましと並び、なおかつ取り出しやすく、きれいに整頓されています。
彼の身の回りの物を使って、どんな風に回転するかなどを考え、おもちゃを作ってい
ます。施設に来た人に説明したり、お店屋さんをしたり、特有の「コミュニケーションツー
ル」をご覧あれ。

伊藤 一輝　Ito Ikk i　 1999－｜岐阜市

［展示協力］ワークサポートみやこ
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私 の プ レ ゼ ン 展   語 ら ず と も

やりたいことは、徹底的に。パイオニア！
ずっと手元から離すことのないノートには、オリジナルの名前をつけたキャラクターなど
を描き続けながら、一方で、いろんな支援者との関わりなどから、素材や表現方法が
どんどん変化しています。綿棒を組み上げた作品は、最終的にドローンに装着し、大
空を舞っています。ドローンの操作や接続も、自分の感覚だけでできるように。制作意
欲は、制作の報酬にもらえる家族からのお小遣いで、旅行したり、好きなワッペンな
どを買ったりして高まっているとか。

大場 竣　Oba Shun　1994－｜揖斐郡池田町｜ふれ愛の家所属

丁寧に！  丁寧に！  だって好きなものだから
施設の休み時間の、ちょっとした時間すら惜しむように毎日毎日描いています。よく
見ている番組のスタジオ風景やトーク内容を細かく覚えていて、それらを描き続けて
います。紙のサイズのギリギリまで、ほぼ同じ構図、同じタッチで描いています。そ
のため、素通りすると同じものに見えるかもしれませんが、よく見ると日にちによって、
内容が “アレンジ” されていることに気づきます。チョイスされた番組、ひょっとしたら、
あなたも見ていたかも…？

今井 一宏　Imai Kazuhiro　 1987－｜岐阜市｜ひまわりの丘所属

［展示協力］ふれ愛の家

17



まさに、元祖インスタグラム
自分で作った料理やお出掛け先での外食など、毎日の食事を写真や誰と食べたかな
どの情報と共に記録し続け、30年余り。デジタルカメラがない時はイラストでも記録
しています。何枚あるかも定かではありません。誰かに見せるために撮影されたもの
ではない、“秘密” の記録をそっとひも解いてみましょう。携帯電話に写真のデータが
保存されており、一部は施設の職員がプリントアウトしています。

近藤 信子　Kondo Nobuko　 1963－｜岐阜市｜清流園所属

ものがたりが、生まれる
40歳ごろから、ギランバレー症候群や多発性硬化症など、多くの病気を発症し、出掛
けることができなくなったことをきっかけに、創作活動を始めました。空を見て、いろん
な形の雲に感動して描いた作品もあります。2019年からは、幼少期より興味のあった
グリム童話や昔話などを思い起こし、お話を創作して、絵本シリーズなどを描き始めま
した。大好きなねこのエピソードなど、絵日記のような作品など、文章と絵の組み合わ
せの作品が多くあります。国語の先生としての経験も、もしかしたら、影響しているかも
しれません。現在は、施設で仕事として、創作活動をしています。

とよ子　Toyoko　 1959－｜瑞穂市｜ほたるアートスタジオ所属

［展示協力］ほたるアートスタジオ

ワークショップ「あなたの今日の朝ごは
んを描こう」
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私 の プ レ ゼ ン 展   語 ら ず と も

そりゃ、ポケットにしまいたくなるよね…
施設の作業時間に、リリアン状のひもを機械で作り、糸やセロハンテープなどと一緒
に巻き付けていきます。糸は自分で選びます。大きさは多分これ以上大きくなること
はなく、自分が抱えて程よいサイズで収まっているようです。ただ、巻き付けが小さ
い内に、自分のポケットにそっと忍ばせてようとして、施設職員に指摘されると涙する
こともあるとか…。

寺田 誠　Terada Makoto　 1991－｜各務原市｜あすなろ所属

音で描く
絵は目で見て描くもの。目で見て楽しむもの。皆さんも漠然とそんな風に思っていませんか？ 
そんな概念を軽々と越えて、目以外で感じ取った世界が、リズミカルに、紙の上で弾んでいます。
色鉛筆は施設職員によって渡され、最初の位置も示されますが、本人の気分によって、色の
選択や打つ強さがかわります。本人と支援者のアドリブです。その内に紙をはみ出していく
こともあるそうです。四角の紙に収まるように描かねばならないという枠組み自体、「健常者」
の創作活動を知らず知らずのうちに縛り、いつの間にか不自由に陥らせている。その意味
でひょっとすると、「健常者」が既成概念という「障害」を負っているのかもしれません。

平野 和義　Hirano Kazuyoshi　 1951－｜土岐市｜はなの木苑所属

ワークショップ「寺田さんの糸で、くる
くるしよう」

ワークショップ「目を閉じて、描いてみ
よう」
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鑑賞ツアーを終えて［ナビゲーターの声］

　今回研修を担当させていただきました。受講者の
皆様、準備にご尽力いただきました各位、当日ご参
加いただきましたご来場者様に厚く御礼申し上げます。
　ナビゲーターというと、誰かが展示全体を概説する
形がまだまだ主流かと思います。しかし、短い時間
で会場を一覧することが美術鑑賞と呼ぶに相応しい
のか、私は常々疑問に思っております。また、シナリ
オを暗記して一方通行に解説することがナビゲーター
にとっても、来場者にとっても学びに繋がっているの
かと言えば、残念ながら文字情報を観ることになって
しまっています。
　今回、ガイドの皆様には自力でシナリオを作ってい
ただきました。それも、ナビゲーターが絵解きをする

　tomoniアートサポーター養成研修として、2日間にわたり「対話型鑑賞法」の研修会を開催
しました。展覧会当日には、「対話型鑑賞法」を用いて来場者とともに鑑賞ツアーを実施しました。

アートサポーターによる鑑賞ツアー

対話型鑑賞法で、来場者とともにつくりあげる鑑賞ツアー MLA研究所　鬼頭 孝佳

のではなく、2～3点の作品をじっくり観て、来場者と
会話をしながら、1人では思い浮かばなかったであろ
う共同の観方を協同で練り上げる試みに挑戦いただ
きました。ナビゲーターの皆様にはハードであったで
しょうし、ご参加いただいた方の中には面食らった方
もいらしたでしょう。しかし、観るという行為は探求
の苦しみを伴うが故に、創造的で楽しい営みであり、
ナビゲーターはその水先案内人でしかあり得ません。
　今回、障がいをお持ちの大勢の方にも会話に加
わっていただきました。対話型鑑賞法は健常者寄り
の営みと思われがちなこともあり、今後も多様な参
加者が現れて来られることを願っています。

加藤 泰子 さん（10/24）
　軽い気持ちで引き受けたナビゲーターでした
が思ったより難しかった、というのが正直な気
持ちです。やってみてわかったのは、鑑賞作品
を選ぶ視点がとても大事だということでした。
　今回、自分が面白く思った作品を3点選びま
したが、これは失敗でした。参加者多数の評価
が一致する作品は話し合う余地がなく、「凄い
ね。」「本当ね。」で終わってしまうのです。
　それに対して参加している方たちの評価が分
かれる作品、具象的な作品より少し抽象的な作
品のほうが活発な発言が引き出されたように思
います。
　作品からどんな印象を受けるのかが人によっ
て全く違っていて、そういう感想を聞いた後で
同じ作品に対峙すると見え方が変化していくの
が不思議で面白い体験でした。グループで鑑
賞する事の魅力はまさにこういう事だな、と思
いました。

水谷 聡美 さん（10/25）
　事前準備として、客観的に作品の特徴や良
さについて考えておきました。また、作家さん
の制作の様子を事前にお聞きしたりしました。
　当日は、参加者の気になる絵や、その印象
をお聞きしながら進めました。感じたことや、
気づいたことを共有していく事で、自分一人で
鑑賞していても気づかない、他者の目を通した
新しい表現の解釈を得る事ができて、私自身
もとて楽しく、勉強にもなりました。
　対話型鑑賞ツアーを終え、時間配分や問い
かける内容、参加者の誰もが色々な視点から
コメントしやすい作品選びが重要だと感じるな
ど反省点は多々ありますが、参加者の女性から、
「対話型鑑賞ツアーというものを知りませんで
したが、参加してみたら、そんな見方があるの
かと思うことばかりで、一人で見て回るよりも
楽しかったです。」との言葉を頂き、喜んでい
ただくことが出来て良かったと嬉しく達成感を
味わうことができました。

絹田 歩未 さん（10/26）
　来場された方々と一緒に作品をみながら、
感想を共有し合うことの楽しさを感じました。
　一方、サポーターとして、一緒に作品をみて
くださる方、ひとりひとりの思いを引き出すこと
の難しさも感じ、「もっと、こういう問いかけを
すればよかった」「この人にはこういう言葉掛
けができたのに」と思うことが多々ありました。
　練習と経験を重ねると、もっといろんな人と
いろんな作品の見方を、もっと楽しく、興味深
く共有できる対話型鑑賞ができるだろうなと思
いました。

渡地 宏文 さん（10/26）
　似たモノは何が違うのか？ 違うモノは何が同
じなのか？ 目の前のモノに違和感がある所は
ないか？そこに、観賞の楽しさが詰まっている
と思っています。今回の鑑賞ツアーに参加して、
美術に興味を持って足を運ぶ人が一人でも居
てくれたら嬉しいです。

　ナビゲーターをやった感想は、正直反省ばっ
かりです！ 楽しんでもらう事を目的とするなら、
最初のテレビ番組の絵の所（※今井一宏さん
作品）にずっと居た方が良かったのかも知れな
い。せっかく、２人でナビゲーターをやってい
るなら、人数を半分に分けてやったら良かった！
また、支援員の方には、見映えのする作品を
作るより、上手く吐き出せない思いや感情を吐
き出す方法として、アートを活用して貰いたい！
利用者を知る手段として制作過程や過去の作
品からの変化について目を向けて欲しい！等を
伝えたかった。中途半端な形になってしまった
のを最後に強引にまとめてしまった様な気がし
ます。もし次の機会があれば、目的をもっと明
確にして挑みたいです。

安田 香実 さん（10/27）
　事前の2日間の研修に全日参加することが
できなかったので、資料を読みこみ、作品とじっ
くり向き合って、自分なりの鑑賞ツアープラン

を立てて臨みました。
　加藤利和さんの『キリスト』は、難しそうで
したが、見えない部分を想像してみる方法で意
見を引き出したところ、思いもつかないような
色々な意見が引き出せて、自分的には結構鑑
賞が深まったと思いました。子どもたちの意見
も新鮮でした。
　寺田さんの『いとまきまき』のような抽象的
な作品の方が色々な感想が出るかと思いきや、
かえって意見が出にくく、擬音語擬態語（オノ
マトペ）で表現することが、かえって難しいの
だと感じました。
　始まるまでドキドキでしたが、参加者方々の
感性が化学反応をおこして、思いもかけないイ
メージが膨らむとても貴重な時間を共有するこ
とができて楽しかったです。機会があればまた
挑戦してみたいと思いました。
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　オープンアトリエは、障がいの有無に関わらず、子供からお年寄りまで、誰もが自由に創作できる場として、
本年度アトリエを改修し、より創作しやすい環境に整え、開催日数も増やしました。常連さんをはじめ、多くの
方が創作活動に取り組み、講師を招いてのワークショップや交流会なども開催しました。
　最初は知らない者同士が、いつの間にか共同制作をしていたり、その場面をイメージして作品を作ったり…。
このオープンアトリエを通して、様々な輪を広げています。ここでは、このオープンアトリエで生まれた作品を
展示しました。さらに来場者には、好きな作品に自分なりの賞をつけてもらいました。

オープンアトリエ作品展
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【出店団体】（敬称略）
しあわせおやつ工房ひろがる、シャイニーデイズ、障害福祉サービス生活介護アンダンテ、Joe’ s world、第二恵光、
豊住園、のびのび文化、ビーカンパニー、ほたるの仕事場、ポン菓子工房　平井祐子、夢工房 JIN、ワークサポートみやこ

作品とポートレートの撮影会
10月24日（木） 10:00～12:00 ／ 10月25日（金） 10:00～12:00
TASCぎふに寄せられた相談の中に、作品やポートレートを撮影して欲しいという声があり、それ
に応えるかたちで展覧会のプログラムとして実現しました。撮影は、鷲津勇希さん（Ｗ.Edition）。

たわわにマルシェ
手作りお菓子やパン、それぞれに特色のあるアートな雑貨を、県内の
福祉施設などが、日替わりショップで販売しました。

「たわわに、実る。」作品展
ハガキ大サイズの用紙をキャンバスに、公募で集まった「たわわに、実る。」をイメージ
した作品と、当日会場で自由に制作した作品250点を展示。会期後は、来場者から好評
だった作品約80点を、ぎふ清流文化プラザのエントランスにて展示しました。

画材バンク
２月に開催された展覧会「花さき、誇れ！」開催を機に始まった取り組み。TASCぎふでは、
使わなくなった画材の寄付、利用申し込みを常時受け付けています。当イベント期間も
受付横にコーナーを設け、寄付品の受け取りやご利用の案内を行いました。
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【ゲスト】
・今泉 岳大さん  （高浜市やきものの里 かわら美術館 主任学芸員）
・北川 雄史さん  （社会福祉法人いぶき福祉会 専務理事）
・出展作家

【ファシリテーター】
・土屋 明之  （TASCぎふセンター長）
・古田 菜穂子  （TASCぎふアート利活用アドバイザー）

TASC-1 グランプリ
10月26日（土） 14:30～15:30
公募で集まった型破りなパフォーマーたちが集い、けん玉、アフレコ、カラオケ、悩み相談、オリジナル
紙芝居など、飛び入りを含めた計11組のパフォーマーが自慢の一芸を披露。栄えあるグランプリは飛び
入り参加の男の子二人組によるダンスでした。司会は、自身もパフォーマーの安政ゆかさん。

作家紹介 ＋ トークセッション

「 あなたの世界も面白い！
 そちらの世界もありですね！
 ～表現のあり方～」

10月26日（土） 13:00～14:00
障がい者のアートや福祉に関わっている県内外の有識者をゲストに迎え、
障がいのある方の表現活動について、双方の立場からの意見を伺いました。
表現する人たちを支える場面の映像を上映し、小さな表現活動が存在や
表現を認め合う心豊かな社会へとつながっていくこと、またアートも多様
化し変化する中で、障がいのある方の表現が、アート自体の楽しさや可能
性を広げることを学びました。また、本展出展者にも数名ご参加いただき、
自己紹介や制作に対する熱い思いなど語っていただきました。

グラン
プリ
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※はじき絵とも呼ばれる絵画技法で、画用紙にクレヨンや油性絵の具、ロウなどで描いた上に、
　多めの水で溶いた水彩絵の具を置き、水分をはじいた色合いや効果を得る絵画技法のこと。

TASCぎふコラボ展 vol.5
ワークサポートみやこ（岐阜市）の皆さんと桂川成美さん（版画家）、岐阜聖徳学園大学学生がチームを組み制作
した作品を9月14日(日) ～ 10月27日（日）までの期間、ギャラリーで展示しました。

ワークショップ①　「段ボールいっぱいに描こう」
10月26日（土） 10:00～12:00
【講師】桂川 成美さん（版画家）、木戸 楠乃さん・小野 瑞季さん（岐阜聖徳学園大学学生）
企画展に出展している堀慎哉さんのバチック技法※を真似して、段ボールに描きました。

制作の様子
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ワークショップ②　 「あなたのムードなドームをつくっちゃお」
10月27日（日） 10:00～12:00
【隊長】榊原 有望さん（tomoniアートサポーター）
段ボール製のパーツに参加者が自由に絵を描きました。約50点のパーツを組み立てると、
大きな大きなドームが完成！ 楽しさに溢れたドームが出来上がりました。

ずっとアトリエ
誰でも自由に参加できる創作の場。紙や画材は用意してあるので、展覧会の鑑賞の際に立ち寄る方など、子ども
からお年寄りまでたくさんの方に参加いただきました。

【講師】

桂川 成美さん（版画家）

鷲見 網一さん（画家）

豊富 春菜さん（美術作家）

南谷 富貴さん（造形作家）
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\ アートサポーター募集中 /

こちらから記事を
ご覧いただけます

　tomoniアートサポーターとは、TASCぎふの各事業
において、障がい者のアート活動をはじめ、各事業
の推進にご協力してくださる方たちのことです。
　本展覧会でも、広報物の発送作業、額等展示備品
の整備、展覧会の設営などの準備にはじまり、展覧会
会期中も、受付や会場内の案内、ワークショップの
講師および、企画運営など、多岐にわたってサポート
をいただきました。
　TASCぎふでは、今後も「tomoniアートサポーター」
の方々とともに、展覧会の企画・開催をはじめとして、
各地域や施設等で、アート活動を支えていきます。

tomoni
アートサポーター

（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）
岐阜市学園町3丁目42番地　ぎふ清流文化プラザ１F
TEL.058-233-5377　 FAX.058-233-5811
e-mail　tasc-gifu@g-kyoubun.or. jp

アートサポーターは登録制で随時募集しております。
お申込み・お問合せは下記までご連絡ください。

【参加者】
金丸 寛さん、河合 麻美さん、木下 真希さん、
後藤 理恵さん、八木 裕史さん、安田 香実さん、
水谷 聡美さん、脇谷 真理子さん、
就労移行支援事業所ワンステップ

アートサポーター記者　脇谷 真理子さん
　イベントの魅力を発信すべ
く記者となって取材し、レポー
トを書いていただきました。
記事はTASCぎふホームペー
ジ内の「フォトギャラリー」や
TASC通信に掲載しました。
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会　期 2019 年 10 月 24 日［木］ー 10 月 27 日［日］
時　間 10：00－17：00 （25 日［金］は 20 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 岐阜県
 （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
共　催 （一財）岐阜県身体障害者福祉協会
協　力 風の芸術村
 （社福）池田町社会福祉協議会 ふれ愛の家
 （社福）いぶきサポート協会きぼう福祉会
 （社福）各務原市社会福祉事業団
 （社福）岐阜県福祉事業団 岐阜県立ひまわりの丘・岐阜県立はなの木苑・清流園
 （社福）岐阜市社会福祉事業団 ワークサポートみやこ
 （社福）新潟みずほ福祉会みのり園
 （特医）生仁会地域活動支援センターやまびこ
 （特非）岐阜福祉事業支援友の会ほたるアートスタジオ
 新潟県アール・ブリュット・サポート・センター
 MLA 研究所
 tomoni アートサポーター

制作・発行 （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
発行責任者 髙木 敏彦
写　真 （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
 小寺 克彦（K デザイン）
 福田 弘二（スタジオ・ペガソ）
イラスト 田之上 尚子
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
 〒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/　

第34回 国民文化祭・にいがた2019　第19回 全国障害者芸術・文化祭にいがた大会 サテライト事業

tomoniアートのフェスティバル　いろんなみんなの展覧会　たわわに、実る。
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