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SOUPの情報発信

障害者の芸術活動支援モデル事業＠宮城（愛称SOUP）は、障害のある人・家族、支援者に情報を届けるための情報発信を行って
います。具体的にはウェブサイトやフェイスブックページを立ちあげました。本モデル事業ではウェブサイト開設は必須項目ではありま
せんが、活動の発信という点では意義があると考え、取り組んでいます。そのことによって、県内外からの問い合わせが増え、障害の
ある人や支援者に限らず、応援者（フォロワー）などの関心層が広がりつつあります。

                      http://soup.ableart.org/
2014年度に開設

【トップページ】

【お知らせページ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【宮城のアートスペース等ページ】

ウェブサイト

SOUPについて、活動内容、
お知らせ、お問い合わせ、宮城
のアートスペース等のメニュー
から構成されています。研修会
や参加型展示会のお知らせも
随時、掲載！
宮城県内で活動する障害のある
アーティストやアートスペースの
展覧会情報、ワークショップ情
報などを掲載しています！
ぜひ情報をお寄せください。

活動を知って参加していただき
やすいように、研修会や参加型
展示会のレポートを「報告」とし
て随時掲載しています。

宮城県内のNPOセンターによ
びかけて、障害のある人が参加
できるアートスペースの情報を
集めました。利用のしかたや、
活動ジャンルを手がかりに情報
を調べることができます。

                                   http://www.facebook.com/soup.miyagi/
2014年度に開設
フェイスブックページ

アーティストカード・アートスペースカード・ミニパンフレット

その他の情報発信の取り組み

活動を知り、ファンになっていた
だくためにフェイスブックを開設
しました。

ウェブサイトを閲覧しない方た
ちのために、常時、アーティスト
カード、アートスペースカード、
ミニパンレットを紙媒体でも作
成し、研修会や展示会や関連事
業で紹介・配布しています。

研修会や展示会の案内については、宮城県内の福祉事業所やNPOの中間支援組織などに配布・設置のお願いをしています。
また、NPOが発行する通信などにも情報配信をしています。さらに、記者クラブを活用し、メディアリリースを届けています。
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宮城のアーティスト紹介

●写真：佐々木昭紀/「きてみてあじわうSOUP展」せんだいメディアテーク

【グループ展】2015 年「第１回 Art to You! 東北障がい者芸術公募
展」招待出品（せんだいメディアテーク/ 仙台市）、2015 年「グレート・
ミクロ諸島を巡る旅」（るんびにい美術館 / 花巻市）、2015 年「いしの
まきのアート展」（橋通りCOMMON/ 石巻市）、2016 年「Get in 
touch "Warm Blue" MAZEKOZE Art II」（伊藤忠青山アートス
クエア/ 東京都）、他多数　

大竹 徹祐

作品「はるみ/虫歯のこどもの誕生日」（部分）、w225 x h155 mm、和紙、水彩ペン、色鉛筆
© OTAKE Michihiro

おおたけ・みちひろ

【個展】2005 年「由実 20 歳」（ナルサワカルチャーギャラリー /
石巻市）、2010 年「にこにこ展」（さをり集ぎゃらりぃ / 大阪市）
【グループ展】2015 年「方舟祭 2015」（リアス・アーク美術館 /
気仙沼市）【その他】2004 年「アジア・太平洋 VSAアーツフェスティ
バル in 大阪 2004」（ホテル阪急エキスポパーク/ 大阪府）
※アトリエYUMIN 主宰

熊井 由実

作品「フラワーロード」（部分）、2009、w500 x h1900 mm、綿、原毛ほか
© KUMAI Yumi

くまい・ゆみ

【グループ展】2014年「めぐる障がい者アート展」（登米市・塩釜市）、
2015年「第２回めぐる障害者アート展」（仙台市・塩釜市・石巻市・
山元町）、2015年「いしのまきのアート展」（ブティックBAKU/ 石巻
市）、2015年「きてみてあじわうSOUP展」（せんだいメディアテーク/
仙台市）
※多夢多夢舎中山工房所属

工藤 生

作品「総武線」（部分）、2015、w720 x h600 mm、キャンバス、アクリル
© KUDO Ikuru

くどう・いくる
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【グループ展】2013年「ペンギンズ展覧会」（石巻赤十宇病院/石巻市）、
2014 年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（秋田公立美術大
学社会貢献センターアトリエももさだ / 秋田市）、2015 年「ペンギ
ンズ×つちのあかり」交流展覧会（ナリサワカルチャーギャラリー / 石
巻市）、2015 年「やまのもとのアート展」（安田工務店 / 山元町）、
2015年「いしのまきのアート展」（ペンギンズアートギャラリー/石巻市）、
他多数
※ペンギンズアート工房所属

菅野 眞ニ

作品「風景」（部分）、2015、w380 x h270 mm、画用紙、クレヨン、パステル
© KANNO Shinji

かんの・しんじ

【グループ展】2013年「ペンギンズ展覧会」（石巻赤十宇病院/石巻市）、
2014 年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（秋田公立美術大
学社会貢献センターアトリエももさだ / 秋田市）、2015 年「ペンギ
ンズ×つちのあかり」交流展覧会（ナリサワカルチャーギャラリー / 石
巻市）、2015年「はじめましてSOUP展」（せんだいメディアテーク/
仙台市）、2015 年「いしのまきのアート展」（ペンギンズアートギャ
ラリー / 石巻市）、他多数
※ペンギンズアート工房所属

菅原 大二郎

作品「おぞうに」（部分）、2015、w380 x h270 mm、画用紙、クーピー
© SUGAWARA Daijiro

すがわら・だいじろう

【グループ展】2013年「ペンギンズ展覧会」（石巻赤十宇病院/石巻市）、
2014 年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（秋田公立美術大
学社会貢献センターアトリエももさだ / 秋田市）、2015 年「ペンギ
ンズ×つちのあかり」交流展覧会（ナリサワカルチャーギャラリー / 石
巻市）、2015年「いしのまきのアート展」（ペンギンズアートギャラリー/
石巻市）、他多数
※ペンギンズアート工房所属

佐藤 洋甫

作品「ムーミンの絵を描く」（部分）、2014、w380 x h270 mm、画用紙、クーピー、水性ボールペン
© SATO Yosuke

さとう・ようすけ

【グループ展】2015 年「多夢多夢舎 3 人展 . 呼吸展」（ギャラリー
くろすろーど/仙台市）、2015年「いしのまきのアート展」（石巻ニューゼ/
石巻市）、2015 年「きてみてあじわうSOUP 展」（せんだいメディア
テーク/ 仙台市）【賞歴】「第１回 Art to You! 東北障がい者芸術公
募展」入選
※多夢多夢舎中山工房所属

石川 博基

作品「無題」（部分）、2015年、w400 x h650 mm、新聞紙、アクリル
© ISHIKAWA Hiroki

いしかわ・ひろき

【グループ展】2013 年「ペンギンズ展覧会」（石巻赤十宇病院 /
石巻市）、2014 年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（秋田
公立美術大学社会貢献センターアトリエももさだ / 秋田市）、
2015 年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（ナリサワカ
ルチャーギャラリー/石巻市）、2015年「いしのまきのアート展」
（TreeTreeIshinomaki/ 石巻市）、他多数
※ペンギンズアート工房所属

佐々木 昭紀

作品「いぬ」、2015、w30 x h60 mm、粘土
© SASAKI Akinori

ささき・あきのり

【グループ展】2015 年「いしのまきのアート展」（一般社団法人まき
ビズ / 石巻市）
※ばざーる太白社会事業センター（略称：ビートスイッチ）所属

安藤 修二＆ヴァン

作品「今昔物語」（部分）、2015、w364 x h257 mm、立体コピー
© ANDO Shuji＆Van

あんどう・しゅうじ＆ゔぁん
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【グループ展】2014 年「素展」（藁エミュージアムほか / 高知県）、
2015 年「いしのまきのアート展」（いしのまきカフェ「」/ 石巻市）、
2015 年「きてみてあじわうSOUP 展」（せんだいメディアテーク/ 仙
台市）【賞歴】「第１回 Art to You! 東北障がい者芸術公募展」入選
【その他】2014 年・2015 年「とっておきの音楽祭」ポスターイラス
ト（仙台市）、2015 年「あがいんプロジェクト」パッケージイラスト（仙
台市）、2015年「ハンドアート東北プロジェクト」第一弾イラスト（宮城県）
※多夢多夢舎中山工房所属

中島 敏也 なかしま・としや

作品「ロボット」（部分）、2013年、w310 x h410 mm、スケッチブック、ポスカ
© NAKASHIMA Toshiya

【個展】2012 年「松浦繁展」（SARP/ 仙台市）【グループ展】2013
年ボーダレスアートクラブ BAC 仙台「びじゅつのびはびっくりのび」
（東北電力グリーンプラザ / 仙台市）、2015 年「はじめましてSOUP
展」（せんだいメディアテーク/仙台市）、2015年「やまものとものアー
ト展」（ポラリス/ 山元町）、他多数【賞歴】2015 年「第１回 Art to 
You! 東北障がい者芸術公募展」優秀賞、他多数

松浦 繁 まつうら・しげる

作品「太陽」（部分）、2000、ｗ495 x ｈ680 x d495 mm、木・着彩
© MATSUURA Shigeru

●写真：「工藤 生 展」ブティックBAKU76
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【個展】2010年「木伏大助記憶の天然色」（るんびにい美術館/花巻市）
【グループ展】2005年「きのうよりワクワクしてきた。ブリコラージュ・
アート・ナウ日常の冒険者たち」（国立民族博物館/大阪市）、2007年
「アートみやぎ2007」（宮城県美術館/仙台市）、2012年「ヨーロッパ
巡回展Art Brut from Japan」（ドルハウス美術館/オランダ）、
2013年「ヨーロッパ巡回展Art Brut from Japan」（ウエルカム・コ
レクシヨン/イギリス）、2015年「やまのもとのアート展」（旬魚酒房
金八/山元町）、他多数

木伏 大助

作品「銀座ジャングル娘」（部分）、2004、w257 x h364 mm、色鉛筆、紙
© KIBUSHI Daisuke

きぶし・だいすけ

【グループ展】2007 年 -2014 年「アートランダム」（宮城県）
※あーとらんどくらぶ所属

佐藤 有里恵

作品「パンツ」（部分）、2014、ｗ382 x ｈ544 mm、クレヨン、油性ペン、ハガキ、紙
© SATO Yurie

さとう・ゆりえ

【個展】2014 年パステル＆油絵展「まだ見ぬ世界」（ギャラリーくろす
ろーど/ 仙台市）【グループ展】2015 年「第 52 回宮城県芸術祭絵
画展」（せんだいメディアテーク/ 仙台市）、2015 年「はじめまして
SOUP 展」（せんだいメディアテーク/ 仙台市）、2015 年「山形まち
めぐり美術館」（長井市）、他多数【賞歴】2015 年「第１回 Art to 
You! 東北障がい者芸術公募展」入選、他多数

阿部 鉄平

作品「無題」（部分）、2001、ｗ314 x ｈ407 mm、ハードパステル、紙
© ABE Teppei

あべ・てっぺい

【グループ展】2013年「ペンギンズ展覧会」（石巻赤十宇病院/石巻市）、
2014 年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（秋田公立美術大
学社会貢献センターアトリエももさだ / 秋田市）、2015 年「ペンギ
ンズ×つちのあかり」交流展覧会（ナリサワカルチャーギャラリー / 石
巻市）、2015年「いしのまきのアート展」（ペンギンズアートギャラリー/
石巻市）、他多数
＊ペンギンズアート工房所属

浅野 敬志

作品「僕のすきなもの」（部分）、2015、w380 x h270 mm、画用紙、クレヨン
© ASANO Keishi

あさの・けいし

【個展】2005年初個展（五番街ギャラリー/仙台市）、2015年
「Model」（A/A gallery/東京都）【グループ展】2013年「林原芸術
祭“希望の星”2013フクロウ展」入選後、巡回展（ケビン・モリスギャラ
リー/アメリカ）、2014年「Get in touch “つながる。それから？”」
（六本木ヒルズumu/東京都）、2015年「はじめましてSOUP展」（せ
んだいメディアテーク/仙台市）、2015年「第２回めぐる障害者アー
ト展」（仙台市・塩釜市・石巻市・山元町）、他多数
※社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会こぶし/あーとらんどくらぶ所属

塗 敦子

作品（部分）、2009、ｗ148 x ｈ100 mm、クレヨン、サインペン、紙
© NURI Atsuko

ぬり・あつこ

【グループ展】2015年「やまのもとのアート展」（安田工務店/山元町）
※工房地球村所属

冨田 真文

作品「山」（部分）、2015、ｗ530 x ｈ455 mm、アクリル、キャンバス
© TOMITA Masafumi

とみた・まさふみ
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【個展】2015 年「ボクは絵を描く～川辺拓也の世界」（ギャラリーくろ
すろーど / 仙台市）【グループ展】2015 年「はじめましてSOUP 展」
（せんだいメディアテーク/ 仙台市）、2015 年「第２回めぐる障害者
アート展」（仙台市・塩釜市・石巻市・山元町）、他多数
※ハート&アート空間 ビーアイ所属

川辺 拓也

作品「ふたりの赤毛のおにんぎょう」（部分）、2014、ｗ210 x ｈ297 mm、グワッシュ、紙
© KAWABE Takuya

かわべ・たくや

【グループ展】2013年「2013アジア・パラアートTOKYO」（東京
芸術劇場/東京都）、2015年「やまのもとのアート展」（安田工務店/
山元町）
※NPO法人ポラリス所属

門間 美佐子

作品「はなびのみ」（部分） 2014、w530 x h455 mm、アクリル、キャンバス
© MONMA Misako

もんま・みさこ

【グループ展】2015 年「はじめましてSOUP 展」（せんだいメディア
テーク/ 仙台市）、2015 年「第２回めぐる障害者アート展」（仙台市・
塩釜市・石巻市・山元町）【その他】2013 年ハンカチ専門店「H 
Tokyo」と靴下専門店「Tabio」の商品にイラスト採用（全国）、他イラ
ストレーション採用例多数
※まちの工房まどか所属/エイブルアート・カンパニー登録作家

清水 敬太

作品「ベーコンバーガー」（部分）、2012、ｗ380 x ｈ270 mm、テンペラ絵の具、ペン、鉛筆、紙
© SHIMIZU Keita

しみず・けいた

【グループ展】2013年「2013アジア・パラアートTOKYO」（東京
芸術劇場/東京都）、2015年「やまのもとのアート展」（安田工務店/
山元町）
※工房地球村所属

岩佐 潤一

作品「花」（部分）、2015、ｗ608 x ｈ500 mm、色鉛筆、ペン、紙
© IWASA Junichi

いわさ・じゅんいち

【グループ展】2014 年「素展～Resources」（高知市文化プラザか
るぽーと/ 高知市）、2014 年「めぐる障がい者アート展」（登米市・
塩釜市）、2015年「はじめましてSOUP展」（せんだいメディアテーク/
仙台市）、2015 年「やまのもとのアート展」（ポラリス / 山元町）、
2015年「多夢多夢舎３人展　呼吸展」（ギャラリーくろすろーど/仙台市）
【賞歴】2015 年「第１回 Art to You! 東北障がい者芸術公募展」
入選
※多夢多夢舎中山工房所属

片寄 大介

作品（部分）、2014、ｗ530 x ｈ455 mm、アクリル、キャンバス
© KATAYOSE Daisuke

かたよせ・だいすけ

【グループ展】2013年「ペンギンズ展覧会」（石巻赤十宇病院/石巻市）、
2014年「ペンギンズ×つちのあかり」交流展覧会（秋田公立美術大学
社会貢献センターアトリエももさだ/秋田市）、2015年「ペンギンズ×
つちのあかり」交流展覧会（ナリサワカルチャーギャラリー / 石巻市）、
2015年「はじめましてSOUP展」（せんだいメディアテーク/仙台市）、
2015年「やまのもとのアート展」（安田工務店 /山元町）、2015年「い
しのまきのアート展」（ペンギンズアートギャラリー/石巻市）、他多数
※ペンギンズアート工房所属

佐藤 渉

作品「ひつじ2015」（部分）、2014、ｗ380 x ｈ268 mm、マジックペン、紙
© SATO Wataru

さとう・わたる
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平成26年度「障害者の芸術活動支援モデル事業」の振り返り、平成27年度「障害者の芸術活動支援モデル事業」の事業計画について、意見交換を
行った。

2015年7月10日/フォレストスクエア ワークショップスペースBEGIN/参加者11人

●2015（平成27）年度 第１回協力委員会

SOUP2015年度活動実績

協

まぜる塾の参加者と講師が、19作家、143作品の展示を行った。

2015年10月23日～11月23日/石巻市内商店街等19会場/約5,000人来場

●参加型展示会「いしのまきのアート展」展

宮城県内の作家や関係者との交流を目的に開催された。

2015年10月24日/橋通りCOMMON・トレーラーハウス/参加者35人

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画②  SOUP交流会 展

石巻市内で活動する「NPO石巻広域クリエイティブアートの会 ペンギンズアート工房」を訪問し、その活動のポイントを軸に「障害のある人の表現の可
能性をひきだし、どう発信するか」をテーマにコメンテーターを交えて語りあった。

2015年8月8日/NPO石巻広域クリエイティブアートの会 ペンギンズアート工房、レストランいち（社会福祉法人石巻祥心会）/参加者17人/
講師：齋正弘、古山周太郎、三浦晴子

●■活動訪問ツアー＆障害のある人と表現活動を考える語り場（県北）育 育

仙台市市民活動サポートセンターにおける相談業務の位置づけと体制、相談対応の業務フロー（受付から継続・完了まで）、相談業務で大切にしている
こと、他機関との連携や役割分担、情報交換の機会づくりなどについて具体的な業務をSOUP事務局スタッフが学んだ。

2015年8月24日/仙台市市民活動サポートセンター/参加者4人/講師：太田貴　※非公開

■第１回相談支援研究会
　相談支援とは何か～市民活動サポートセンターの相談業務に学ぶ～
相

多夢多夢舎のパフォーマー、絵里さん、郁美さん、直貴さん、昌貴さんとペンギンズアート工房の晃大さん、連さんの書道のコラボレーションライブ。

2015年10月24日/社福協ビル1階ホール/参加者32人
出演：阿部晃大、高橋連、中木屋摩耶、北野絵里、牛膓郁美、渡辺直貴、渡辺昌貴/演出：千葉瑠依子/舞台美術：太田和美

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画①  オープニングセレモニー
　いしのまきのアート展 コラボレーションライブ ～書道×パフォーマンス×HOYAPAI～
展

住民、学生、障害のある人、町外から来た人が“まざりながら”まちを歩く、まちあるきのワークショップ。まちの人とおしゃべりしたり、まちの魅力やよいと
ころ、まちがこうなったらいいなと思うところを再発見した。

2015年10月31日/ワークショップ会場：まきビズ、まち歩き＆インタビュー：アイトピア通り界隈/参加者43人
協力：一般社団法人まきビズ、東北工業大学 古山研究室、石巻市民のみなさま

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画④
　まきぐるみkappo　人との出会い 街との触れ合い 交ざりながら まちあるき
展

視覚に障害のある人がアートに触れることで、個人の可能性を広げることにつながり、さらに社会への参加を促すきっかけともなると考えた。ビートス
イッチは、仙石線開通を祝して電車に乗って石巻を訪れ、アート展鑑賞ツアーを行った。

2015年11月1日/仙台駅集合～石巻駅～「いしのまきのアート展」会場/参加者19人
協力：認定特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業センター（略称：ビートスイッチ）

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画⑤
　視覚障がい者旅行　電車でGO！まち歩きアート鑑賞ツアー
展

「まちにアートをまぜる」をテーマに、美術的にモノをまちの中に置き、その見方を体感する研修会を行った。
2015年9月7日/一般社団法人まきビズ/参加者15人/講師：齋正弘、松﨑なつひ、アイハラケンジ、三浦晴子

●■参加型展示会に向けた実践型研修会（石巻圏域）
　　まぜる塾①「まちにアートをまぜる」
育 育

実際に作品をどのようにみせるか。会場となるさまざまなスペースを想定して、具体的な提案をもとに展示の方法を決めていった。
2015年10月5日/一般社団法人まきビズ/参加者12人/講師：アイハラケンジ、三浦晴子

●■参加型展示会に向けた実践型研修会（石巻圏域）
　　まぜる塾②「さて、どうまぜる？！」
育 育

障害のある人の芸術文化活動の支援には表現の多様性をみる眼が必要であるという前提にたち、「みる眼を育てる」ワークショップを実施した。　
2015年10月25日/集合場所：住吉神社前/参加者9人/講師：齋正弘

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画③
　ワークショップ　美術たんけん@いしのまき
展

実際の相談内容とその対応状況について事例を紹介し検証した。関係機関の顔合わせ、支援対象者からの声、支援機関の取り組みについて共有した。
2015年11月6日/仙台市市民活動サポートセンター/参加者11人　※非公開

■第２回相談支援研究会
　障害者芸術支援センター＠宮城の相談ケーススタディ検証①
相

2015年10～11月/石巻市内商店街等19会場

●■参加型展示会に向けた実践型研修会（石巻圏域）
　　まぜる塾③「展示し発表する」
育 育

●…協力委員会  ●…相談支援事業  ●…相談支援研究会  ●…人材育成のための研修 （ア）著作権等の権利保護に関する研修  ●■…人材育成のための研修 （イ）障害者へ                       の美術活動の支援方法に関する研修 （i）関心層を掘りおこしていくためのワークショップ型研修 （ii）参加型展示会に向けた実践研修 （iii）活動実績のある人たちのステップアップ研修
●…参加型展示会の開催・関係者のネットワーク  ■…参加型展示会のイベント

●…モデル事業の要綱で必須とされているプログラム  ■…SOUPのオリジナルプログラム
協
展 展

相 相 著 育 育
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宮城県立支援学校岩沼高等学園を訪問し、美術の授業と校舎を見学。語り場は、岩沼市内のえんがわカフェにて「障害のある人の表現の可能性をひき
だすには」をテーマに行った。

201６年2月23日/宮城県立支援学校岩沼高等学園、シェアカフェ・レストランえんがわカフェ（宮城県岩沼市）/見学者4人※非公問、語る場参加者7人
案内役：富川洋子、加藤由希、宮本康志

●■活動訪問ツアー＆障害のある人と表現活動を考える語り場（県南）育 育

自由な表現を作品として成立させることを目的に協働制作に取り組み、「いしのまきの物語」を制作した。完成したパネルは、11月22日石巻専修大学
で開催された「子どもの権利条約フォーラム2015in石巻」（主催：同実行委員会）の会場と参加型展示会(仙台市)で展示した。

2015年11月7日、11月8日/石巻市子どもセンター らいつ/7日参加者24人、８日参加者20人
共催：石巻市子どもセンター らいつ「アートラボ」/講師：ボブホーホー（ウエダトモミ+ホシノマサハル）

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画⑥
　ワークショップ　ファブリックアートパネル「いしのまきの物語」をつくろう！
展

市民と福祉、アートが展示会を通して「まざる」ことで何を生みだすのだろうか、また生みだせるのだろうか。障害のある人の表現活動に関わる福祉施設
やアトリエ、アーティスト、家族など、関係するみなさんとの対話を通して、この問いを深めた。

2015年11月22日/いしのまきカフェ「　」/参加者14人
協力：てつがくカフェ＠せんだい/講師：西村高宏、近田真美子

■参加型展示会「いしのまきのアート展」関連企画⑦
　てつがくカフェ　テーマ「まざる～障害者の芸術文化活動 vol.3～」
展

石巻市を舞台に開催した「いしのまきのアート展」（2015年10月23日～11月23日）はどのようなプロセスで実施されたのか。障害のある作家、支
援者、関連企画の実施団体が一堂に会し報告、交流した。

2015年12月13日/せんだいメディアテーク１階オープンスクエア/参加者49人
講師：まぜる塾参加者、齋正弘、アイハラケンジ

■参加型展示会「きてみてあじわうＳＯＵＰ展」関連企画①
　石巻の「まぜる塾」実践報告会
展

仙台市から山元町、石巻市、再び仙台市と「めぐった」アート展。このことでみえたこと、気づいたことは何か。活動の中心を担った関係者たちがこの問
いを深めた。

2015年12月15日/せんだいメディアテーク１階オープンスクエア/参加者12人
講師：西村高宏、近田真美子/協力：てつがくカフェ＠せんだい

■参加型展示会「きてみてあじわうＳＯＵＰ展」関連企画②
　てつがくカフェ　テーマ「めぐる（循環） ～障害者の芸術文化活動 vol.4～」
展

宮城県内の12作家、44作品の展示とともに平成26年度、27年度の活動の記録を展示した。

2015年12月13日～15日/せんだいメディアテーク１階オープンスクエア/約2,500人来場

●参加型展示会「きてみてあじわうＳＯＵＰ展」（仙台市）展

平成27年度「障害者の芸術活動支援モデル事業」の報告、検証を行い、今後の活動に向けた意見交換を実施した。

201６年3月2日/仙台市市民活動サポートセンター研修室１/参加者9人

●2015（平成27）年度第２回協力委員会協

宮城県障害者福祉センター主催「ダンスであそぼう！」小学生向けプログラムの広報協力と当日の見学を行った。

201６年3月13日/宮城県障害者福祉センター図書室/参加者13人

●■ワークショップ　自由な表現を引き出す（県南→県中）育 育

表現活動とともに生まれる権利＝「著作権」。障害のあるなしに関わらず、すべての人に共通した権利である著作権を自分のこととして考える内容とした。

201６年2月10日/みやぎNPOプラザ第２会議室/参加者25人/講師：辻 哲哉 

●障害のある人の表現活動と著作権　第１回アートと著作権[基本編]著

宮城県にも著作権の利用許諾や商品化の事例などさまざまな活動が生まれはじめていたため、事例をもとに権利の考え方、生かし方をディスカッション
形式で学んでいく内容とした。

2016年2月25日/みやぎNPOプラザ第１会議室/参加者25人/講師：辻 哲哉 

●障害のある人の表現活動と著作権　第２回アートと著作権[応用編]著

芸術文化活動を豊かに推進するために、芸術文化セクター、市民活動セクター、企業などの支援や資源を上手に活用するためのステップアップ講座を
実施した。

201６年3月3日/みやぎNPOプラザ第１会議室/参加者25人/講師：大久保朝江、菊地竜生、柴崎由美子

●■障害のある人の芸術文化支援・ステップアップ編育 育

実際の相談内容とその対応状況について事例を紹介し検証した。文化と教育分野の関係者との連携がまだ整っていないことを課題として確認した。
201６年2月24日/みやぎNPOプラザ第２会議室/参加者5人

■第３回相談支援研究会
　障害者芸術支援センター＠宮城の相談ケーススタディ検証②
相
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●…協力委員会  ●…相談支援事業  ●…相談支援研究会  ●…人材育成のための研修 （ア）著作権等の権利保護に関する研修  ●■…人材育成のための研修 （イ）障害者へ                       の美術活動の支援方法に関する研修 （i）関心層を掘りおこしていくためのワークショップ型研修 （ii）参加型展示会に向けた実践研修 （iii）活動実績のある人たちのステップアップ研修
●…参加型展示会の開催・関係者のネットワーク  ■…参加型展示会のイベント

●…モデル事業の要綱で必須とされているプログラム  ■…SOUPのオリジナルプログラム
協
展 展

相 相 著 育 育
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●写真：「大竹徹祐 展」橋通りCOMMON/Gallery suisEi86 87
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敬称略・50音順
伊藤清市（とっておきの音楽祭実行委員会SENDAI実行委員長）
甲斐賢治（せんだいメディアテーク企画・ 活動支援室室長）
風見正三（宮城大学事業構想学部教授）
菊地竜生（仙台市市民活動サポートセンターセンター長）
古山周太郎（東北工業大学ライフデザイン学部安全安心生活デザイン学科准教授）
齋 正弘（宮城県美術館 教育普及部学芸員）
里見まり子（宮城教育大学教育学部教授）
柴崎由美子（NPO法人エイブル・アート・ジャパン代表理事）
関口怜子（公益財団法人宮城県文化振興財団理事）
橋本治子（弁護士）　
日野和典（宮城県環境生活部消費生活・文化課課長）
松田道雄（東北芸術工科大学美術科総合美術コース教授）
八巻寿文（せんだい演劇工房10-BOX工房長）
山下浩之（宮城県保健福祉部障害福祉課課長）

敬称略・50音順

アートディレクター/東北芸術工科大学准教授
株式会社アイケン代表/halken LLP共同主宰
東京都生まれ、仙台市育ち。東北芸術工科大学卒業、同大学院
修了。専門は、クリエイティブディレクション・アートディレクション。
ＡＭＤアワード.ベストディレクター賞、ＡＣＭ’ｓ.Ｓｐｅｃｉａｌ.Ｉｎｔｅｒｅｓｔ
Ｇｒｏｕｐ.ｏｎ.Ｃｏｍｐｕｔｅｒ-Ｈｕｍａｎ選出など。２０１２年より
アートブックの企画・出版、展覧会のキュレーションを行う
ｈａｌｋｅｎ.ＬＬＰを共同主宰。

協力委員

講師/ファシリテーター

アイハラケンジ  宮城県仙台市

協力委員、講師/ファシリテーター、東北・東京事務局スタッフ一覧

認定特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる代表理事
1999年より杜の伝言板ゆるる編集部の代表、2003年に
NPO法人化し代表理事に就任。1998年～2001年に３度、
米国デラウェア大学のＮＰＯマネジメント研修に参加。これまで
仙台市市民活動支援策検討委員会や宮城県NPO活動促進委
員会の委員を務めたほか、2013年4月より内閣府共助社会
づくり懇談会委員を委嘱されている。みやぎのNPOの組織力
強化と社会的認知の促進に向け、自治体のNPOに関する講座
や講演等の講師を多数務めている。

特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター
仙台市市民活動サポートセンター副センター長
2004年よりボランティアとして市民活動に関わり始め、エイズ
電話相談の相談員、事務局運営などに携わる。2007年に特
定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンターの職員となり
2011年8月より現職。仙台市市民活動サポートセンターにて、
NPOからの各種相談等に対応している他、職員の相談対応力
アップのための研修を担当。

特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター
仙台市市民活動サポートセンターセンター長
さまざまな分野の市民活動やＮＰＯなど、市民の非営利で公益
的な活動を行う方や、これから活動を始めたい方の支援に携
わる。また自身の活動として、障害のある人もない人も一緒に
音楽を楽しむ「とっておきの音楽祭」に、実行委員として参加し
ている。

大久保朝江  宮城県仙台市

太田 貴  宮城県仙台市

菊地竜生  宮城県仙台市

東北工業大学ライフデザイン学部安全安心生活デザイン学科　
准教授/一般社団法人邑サポート理事
東京工業大学大学院情報理工学研究科博士課程卒業。専攻は
コミュニティデザイン。障がいをもつ方の住まいの調査や、中山
間地域の持続的居住のありかたの調査研究に関わる。東日本
大震災後には、大学時代の友人や後輩４名と社団法人を設立、
住田町で仮設住宅のコミュニティ支援や地域づくり活動を実践
している。

東北福祉大学講師
日本赤十字広島看護大学、北海道医療大学大学院博士前期課
程修了。精神科をはじめ外科病棟やＩＣＵ病棟で看護師として
働く。現在は東北福祉大学にて精神看護学を教授。臨床哲学の
面白さにハマり、てつがくカフェ＠せんだいのスタッフとして主
にファシリテーション・グラフィックを担当。看護師を対象とした
てつがくカフェ「東日本大震災を〈考える〉ナースの会」主催。

宮城県美術館教育普及部
1951年宮城県生まれ。1979年より宮城県美術館の建設と
運営に教育担当学芸員として関わる。2007年宮城県美術館
教育普及部長。2011年3月に定年退職したあと、同年４月か
ら宮城県美術館教育普及部に再雇用。美術館勤務中は公立美
術館の美術館教育と美術教育の研究と実践に携わり、主に、
年少/年長者や障害を持つ人達との美術を通した教育的な活
動について経験が深い。

古山周太郎  宮城県仙台市/岩手県住田町

近田真美子  宮城県仙台市

齋 正弘  宮城県仙台市

弁護士/Field-R 法律事務所
特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン理事
『人権の視点から考える「障害者アートと著作権」』（障害者芸
術著作権等整備委員会編・2000年）の編集に参加。障害の
ある人のアートを仕事につなげるエイブルアート・カンパニーの
著作権に関する実務をアドバイスしている。

「てつがくカフェ＠せんだい」主宰/福井大学医学部准教授
専門は臨床哲学。〈対話〉という営みをとおして哲学的な知の
社会的接続の可能性を問い直すことが現在の主な研究テー
マ。哲学以外の研究者や様々な職業従事者と連携し、医療や教
育、科学技術、政治、アートなどのうちに潜む哲学的な諸問題
を読み解く活動を行っている。

アーティストユニット
２０１５年より活動開始。主に技法としてシルクスクリーンを
用い、ワークショップ形式でひととひとをつないでいく。共同制
作としての現場の可能性を探っている。

宮城県美術館学芸員
2013年より宮城県美術館にて教育普及を担当。

フォトグラファー/キュレーター/halken LLP共同主宰
秋田市生まれ。東北芸術工科大学卒業、同大学院修了。フォト
グラファーとして活動する傍ら、halken.LLP共同主宰。主な
キュレーションとして、「スガノサカエ図画展Ｈello.Ｅverybody！」
（2010年・十和田市現代美術館）、山形ビエンナーレ2014
「スガノサカエ図画展.山をなぞる」（2014年・やまがた藝術
学舎）。

辻 哲哉  東京都

西村高宏  福井県福井市

ボブホーホー（ウエダトモミ＋ホシノマサハル）  静岡県浜松市

松﨑なつひ  宮城県仙台市

三浦晴子  山形県山形市

障害者の芸術活動支援モデル事業@宮城では、事業の立案・運営・広報と事業の評価をともに実施する協力委員会を設置しました。
ワークショップや研修会では、協力委員のほか、多くの専門家にご協力をいただきました。（所属・職名は2016年3月31日現在）
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1995年から「エイブル・アート・ムーブメント（可能性の芸術
運動）」を提唱し、アートの可能性や人間の可能性を再発見す
る活動をすすめています。企業・行政・市民と協働しながら作品
や表現のアウトプット、環境を支えるための人材育成、障害のあ
る人たちとともに鑑賞・対話・創作・国際交流・災害復興支援
活動などを行い、障害者アートの社会的意義を問う事業を実施
しています。

A/A gallery
障害のある人の表現と社会をつなぐアートスペース。また障害
のある作家の作品を専門に紹介・販売しています。

エイブルアート・カンパニー
障害のある人のアート（絵画・イラスト・書など）を、広告や商
品のデザインに使用することを仲介し仕事につなげています。
登録作家数94人、登録作品総数9,051点（2016年3月
31日現在）、事務局は関西・東京・福岡・東北のNPOが共
同で運営しています。

エイブルアート・スタジオ
障害の種別や有無、年齢、国籍をこえた自由な絵画のアトリエ
「アトリエ・ポレポレ」、一人ひとりのニーズに合わせた「エイブ
ルアート芸術大学」を運営しています。

企画制作事業
障害のある作家の展覧会支援と画材支援を行う「エイブル・
アート・アワード」（1998～）、Ｇｏｏｄ.Ｊｏｂ！東北プロ
ジェクト（2011～）、「福祉をかえる『アート化』セミナー」
宮城（2012～）ほか、今、社会に必要なことを企画運営して
います。

特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン
について

エイブル・アート・ジャパンの主な事業
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特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン/
エイブルアート・カンパニー東北事務局スタッフ
山形県山形市生まれ。東北芸術工科大学デザイン工学部卒業。
学生の頃、障害のある人のアートに触れ、「障害のある人に関
わりたい!」という一心で山形市の福祉施設で働き始める。10
年務めた後、ケアとアートに関わりたいと発起し、2012年4月
から一般財団法人たんぽぽの家のスタッフとなり、東日本大震
災の復興支援プロジェクトの東北現地事務局として、被災地の
障害のある人の仕事の復興支援に携わる。

特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン/
エイブルアート・カンパニー東北事務局プロジェクトスタッフ
宮城県仙台市生まれ。福祉と仕事の新しい関係を紹介する
【Good.Job!.Document】（一般財団法人たんぽぽの家発
行）に感銘を受け、2014年夏に特定非営利活動法人エイブ
ル・アート・ジャパン東北事務局を訪問。その後、福祉施設の商
品開発事業、研修事業、販売会をサポート。2014年度から
は、本モデル事業に従事。障害のある人の個性や潜在能力、ま
た個性を発揮する環境づくりに関心がある。

コミュニティワークス代表/特定非営利活動法人エイブル・アー
ト・ジャパン 東北事務局プロジェクトスタッフ
宮城県仙台市生まれ。地元企業へ就職後、1996年に市民活
動支援システム研究会の調査に関わったことをきっかけに、
1998年から10年間中間支援組織のスタッフとして従事。
2008年岩手・宮城内陸地震の際には、被災地の情報収集・
支援活動に携わり、記録誌『山が動いた』の編集等に協力。東
日本大震災後は、被災地で復興支援に関わるプロジェクトに参画。
市民活動団体・NPO支援、まちづくり支援を主に活動中。

東北・東京事務局スタッフ

武田和恵  宮城県

   

佐々木えりな  宮城県

青木ユカリ  宮城県

特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン/
エイブルアート・カンパニー東京事務局スタッフ
1988年奈良県生まれ。京都精華大学卒業後、京都市内の施
設で作られた商品を扱う「はあと・フレンズ・ストア」にアルバイ
トスタッフとして勤務。2013年より「たんぽぽの家アートセン
ターHANA」（奈良）に就職し、現在は特定非営利活動法人エ
イブル・アート・ジャパン/エイブルアート・カンパニー東京事務
局で、障害のある人の表現と社会をつなぐ仕事に携わる。

ライター/特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン東京
事務局スタッフ
埼玉県和光市出身。2012年聖心女子大学文学部を卒業後、
広告制作会社に勤務。ライターとしてウェブマガジンやパンフ
レットの制作に携わる。独立後、ていねいな暮らしや持続可能
な社会づくりにまつわるライティングを続けながら、特定非営利
活動法人エイブル・アート・ジャパン東京事務局に勤務。主に広
報業務に携わる。

特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン代表理事/
エイブルアート・カンパニー東京事務局
宮城県仙台市生まれ。1997年より奈良・たんぽぽの家で障害
のある人たちの表現活動に関わる。「たんぽぽの家アートセン
ターHANA」（奈良）のディレクター（2004年4月～09年3月）
を経て、障害のある人のアートを社会に発信し仕事につなげる
「エイブルアート・カンパニー」事務局（2007年～）、特定非
営利活動法人エイブル・アート・ジャパン事務局（2012年～）。
障害のある人とともに、社会に対して新しい価値を提案するプ
ログラムを探求し実践していくことをライフワークとしている。エ
イブルアート東日本!のネットワーク構築をめざし奔走中。

中谷由美子  東京都

疋田祥世  東京都

柴崎由美子  東京都／宮城県
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