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人と地域と未来をアートでつなぐ

　港区には、美術館や博物館、様々なギャラリーなどが集積し、豊か
な文化資源の中で、多様な主体による彩りあふれる文化芸術活動が
展開されています。
　地域で共に生きる障害児・障害者アート展は、障害者の作品発表
の場として、10年前に区役所のロビーから出発し、その後、森美術館、
国立新美術館、伊藤忠青山アートスクエアなど区内の名だたる美術館
で、多くの方々のご協力をいただきながら開催することができるよう
になるまで、大きく発展してきました。 

 　毎年、多くの方がアート展を鑑賞され、心が温かくなった、わくわく
明るい気持ちになった、勇気をもらったなどの感想をいただいています。 
　私もこのアート展に出品される個性あふれる色彩豊かな作品を鑑賞
することを楽しみにしております。 

　アートをきっかけに、地域に生きる障害者・企業・区がひとつとなり、
障害の有無に関わらず、多様な人々が交流し、お互いを知る機会が
生まれています。 
　これからも一人ひとりの個性を大切にするとともに、一人ひとりの
思いが作品を通して届くように、区内美術館をはじめ皆さまのご協力
をいただきながら、障害児・障害者アート展を継続して開催し、その
魅力を発信してまいります。
　これまで、ご協力いただいた美術関係者の皆さまやご鑑賞いただ
いた多くの区民の皆さんに対し、深く感謝申し上げるとともに、今後も
ご支援くださいますようお願いいたします。 
 

　　　　　　　港区長

地域で共に生きる障害児・障害者アート展記念誌もくじごあいさつ



障害者アート展10周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。 
10周年という節目の年であった本年、コロナ禍での緊急事態宣言下
で様々な困難がありましたが、2021年1月、伊藤忠青山アートスクエア
にて「地域で共に生きる障害児・障害者アート展 10th Anniversary 
表現する幸せ ～色彩が出会い、広がり、生まれる形～」を無事に開催
することができたことは、大きな喜びでした。 
 
展覧会のポスターにもなった「プリズム」のマーブル模様は、港区だ
け、障害児・障害者だけ、伊藤忠商事だけでは出来なかったことを、
皆が集まることによって、それぞれが活きた色でマーブル模様になり、
一つの作品になった、そんな象徴的な作品に思えます。また、今回の
展覧会で飾られたその他の作品の美しさ、力強さ、素晴らしさには
多くの人が心動かされました。 
 
「伊藤忠青山アートスクエア」がオープンした2012年、最初の展覧会
は、ねむの木学園（肢体不自由児療護施設）創立45周年記念の絵画
展でした。それから、港区の障害児・障害者アート展をはじめ、ダウン
症の書道家 金澤翔子さんの作品展や、東京都立特別支援学校アート
プロジェクト展を開催するなど障害児・障害者のアート活動を支援して
参りました。 
 
今回は障害児・障害者アート展10周年の節目の年に、伊藤忠商事と
してご協力ができ、足跡を残せたことを大変嬉しく、また誇らしく思い
ます。私たちはこれからも企業として出来ることを推進し、いろいろな
形でマーブル模様ができるような活動を実現して参りたいと思います。 
 
改めまして、10周年、おめでとうございます。 

地域で共に生きる障害児・障害者のアート展の軌跡として、１０年間の
作品や開催の実績などを記念誌としてまとめました。
このアート展は、区内の重度障害児居場所づくり事業の創作活動で
制作した作品発表の場としてはじめました。
その後、作品展の参加事業所を拡大し、会場も区内の美術館に協力を
依頼し実施してきました。

港区では、これからもアートを通じた障害児・障害者の活躍を支援する
とともに、障害児・障害者が描く個性豊かで力強く、そして独創的な
アートを地域のみなさまにもっともっともっと知っていただくため作品
展など様々な機会を通じて発信いたします。

冊子中の「港区アート＆マップ」は、これまでアート展開催でご協力いた
だいた美術館や作品を作っている事業所を紹介しています。
港区アート＆マップに掲載した参加事業所や協力事業所等が港区
全体に広がり、多くの作品がまちに溢れ、アートが地域をつなぎ、未来
への軌跡を発展的に展開できるよう引き続き、ご支援くださいますよう
お願いいたします。

港区保健福祉支援部障害者福祉課

障害者アート展10周年に寄せて 
伊藤忠商事株式会社   サステナビリティ推進部

「軌跡」発行にあたって
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ほとんど全ての作品の額は手作りしました。

「5月の風」 「夏まつり」

「ロボットワールドマップ」

「空と海の壁画」

佐藤忠良 作  「シャツ・ブラウスの娘」と
子どもたちの作品

「ロボット」

■2011年の出来事：
東日本大震災

■開催概要
2011. 9/5～9
作品数：55作品

心を描く感性のアート展：
自分の気持ちを、ことばでは伝えられないけれど、絵
の中に思いを込め、伝えることができるように思います。

第１回目のアート展は、港区役所のロビー
で開催しました。
東日本大震災の復興を願う「空と海の壁画」
など障害児の自主グループの作品を中心に
多くの方に障害児・障害者アートを見てい
ただきたいとの思いから始まりました。
［監修者コメント］

初めて作品を展示することができたのは、
港区役所ロビーに臨時開設された「障害者
何でも相談窓口」に併設した会場でした。
ロビー入口の窓の外には、ゴーヤの葉が茂
り、その影は光の印影となって作品をより
美しく見せていました。このロビーでの作品
展が、10年の長い道のりの始まりであり、子
どもたちの多彩な感性と希望に出会う最初
のアート展でした。
日本を代表する彫刻家である佐藤忠良氏
の彫刻作品「シャツ・ブラウスの娘」の周りを
囲むように子どもたちの作品を展示しました。

港区役所ロビー

心を描く
感性のアート展

3 4



展示会場入口

港区立六本木中学校美術部の作品

サンシャインパラダイス Welcome!  知ることが始まり
太陽の光は区別することなく、みんなに平等に降り注ぎま
す。少しだけ近づいて、みんな一緒なんだということを気づ
いてほしいと思いました。

夜空のシンフォニー  Relationship!  みんな友だち
夜空の星はみんな一緒に寄り添って美しいハーモニーを
奏でているようです。少し近づいたら、少し話してみたら、
少しわかります。少し寄り添ったら、いつか友だちになれ
るかもしれません。

■開催概要
2012. 1/11～15
参加団体：障害児自主グループ／虹色
の風／港区立六本木中学校美術部
作品数：34作品　

Peace 
みんな友だち：
みんな違う一人
一人が、触れ合う
ことで見えてくる
景色があるように
思います。

森タワー 52階東京シティビューを会場に、障
害児自主グループの作品と港区立六本木中
学校美術部の作品を展示しました。また、
2011年に東日本大震災復興を願い制作した
「空と海の壁画」も再び展示しました。
［監修者コメント］

初めての大きな会場でしたが、チラシは無く、
ポストカードで皆さまにお知らせしました。
六本木という土地柄、多くの海外の方も鑑
賞されました。

六本木ヒルズ森タワー52F東京シティビュー

■開催概要
2012. 12/21～2013. 1/10
作品数：2作品

大門駅を利用されている普段出会うことの
ないたくさんの皆さまにメッセージを送りた
いと思い、港区重度障害児日中一時支援事業
で制作した作品をパネルにし、大門駅通路
に展示しました。

都営大江戸線 大門駅

Peace 
みんな友だち

港区重度障害児
日中一時支援事業

港区の取り組み・・・❶

この事業は、小学校4年生～
高校3年生の重度障害児を対
象に土曜日や夏休み、冬休み
に安全で安心して過ごせる居
場所として開始され、体験活
動や創作活動、レクリエーシ
ョンなどを行っています。この
事業のプログラムの一つとし
て絵画を取り入れており、自
閉症などにより、コミュニケー
ションや聴覚過敏障害等のあ
る障害児が絵画を通して自由
に自分を表現できる場所にな
っています。
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「スパイラル」 その日の気持ちを色と線で表現しています。

夜の伊藤忠青山アートスクエア会場

■開催概要
2013. 3/5～11
参加団体：虹色の風
作品数：34作品　

ＰＥＡＣＥ ＡＲＴ 未来へ：
子どもたちは絵の中で今の気持ちを伝えようとします。
嬉しい時、寂しい時、怒っている時ーそこにいる等身大
の素直な子どもたちがずっと幸せでいてほしいと思う
のです。

東日本支援クレヨンネットと同時開催した
アート展です。
震災で被災した子どもたちのアートセラピー
作品と港区重度障害児日中一時支援事業
で制作した作品を展示しました。 
［監修者コメント］

障害がある子どもたちにとって毎日が不便
の連続かもしれません。そして心や身体の
色々なことを伝える手段のことばは意外に
も無力だったりするのです。でも、子どもたち
はアートと出会い、ことばに出来ない沢山
のことをその命の圧倒的な存在感と表現で
伝えてくれています。

伊藤忠青山アートスクエア

ＰＥＡＣＥ ＡＲＴ 
未来へ

七色の美しい風船が来場者を出迎えて
くれました。

「チーム ガジェッター」

港区重度障害児日中一時支援事業で制作した「夏野菜を描く」

「夏野菜を描く  かぼちゃ」 「夏野菜を描く  うり」

「さくら」

「ブロッコリー」

「はじめての絵の具」
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「紙皿に描く音̶マンボ」 港区重度障害児日中一時支援事業

「アンリ・マチスとコラボレーション」
港区重度障害児日中一時支援事業

「ジャクソン・ポロックのように̶連鎖反応」 港区重度障害児日中一時支援事業共同制作

「地球のマチエール」 「はじけるザクロ」 「雪化粧する樹木」

■開催概要
2014. 1/22～27
参加事業所数：8事業所
作品数：25作品　

初めて国立新美術館で開催しました。
［監修者コメント］

憧れの美術館での展示にみんな驚き、嬉し
さと期待にあふれていました。ガラスばりの
窓から降り注ぐ光の中で、展示スペース1Ｅ
前のロビーは美術館に来る人、乃木坂駅に
向かう人そして海外からの旅行者で賑わっ
ていました。多くの人が、立ち止まって観て
は友人と話し、感想を言っては確かめるよう
に何度も観ていました。

障害の有無に関係なく、アートを通じて色々な人たちと
交流し、理解を深められるようなアート展を目指したい
と思います。

国立新美術館ロビー
T H E  N A T I O N A L  A R T  C E N T E R  T O K Y O

9 10



「アラビアンナイト」 港区重度障害児日中一時支援事業

「フォーチュンエッグ」 港区重度障害児日中一時支援事業 「ワンダーランド」 港区重度障害児日中一時支援事業

形を楽しみ色で遊ぶ：
美しいたくさんの色の中から自分で好きな色を選ぶ
喜びを知り、初めて見るおもしろい形に感動する̶
感動は心の栄養です。

■開催概要
2015. 1/21～26
参加事業所数：14事業所
作品数：31作品

2年連続で国立新美術館のロビーで開催し
ました。
［監修者コメント］

参加事業所も増え、制作作品もそれぞれの
事業所の個性が出てきています。港区重度
障害児日中一時支援事業でのアート作品も、
個性的で大胆かつ魅力的な作品になりました。

国立新美術館ロビー

形を楽しみ 
色で遊ぶ
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美しい
偶然と意図

■開催概要
2016. 3/3～13
参加事業所数：12事業所
作品数：40作品

東京タワーを会場にフットタウン2階で開催
し、港区重度障害児日中一時支援事業の作
品と11事業所の作品を展示しました。
［監修者コメント］

店舗の一角に設営した特設会場だったため、
あえて背景を黄色にし、その場所だけ特別
な空間になるようにしました。訪れた人は皆
さん熱心に挨拶文を読み、バラエティに富
んだ作品とキャプションを交互に見ながら
写真を撮っていました。

美しい偶然と意図：
たくさんの作品を見ていると、描いた作者の気持ちが
迫り、伝わって来る時があります。
それは何の作為も意図もなく、ことばや文字を超え、
偶然の形や色、そのかさなりとなって語りかけてくるの
です。

東京タワー フットタウン2F

「すいか」 港区重度障害児日中一時支援事業
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美しい
偶然と意図

「さをり織り」

「流れる水を描く」 港区重度障害児日中一時支援事業共同制作 「コラージュ」 港区重度障害児日中一時支援事業 障害者週間ポスター原画と「流れる水を描く」

■開催概要
2017. 1/18～30
参加事業所数：13事業所
作品数：34作品　
延べ来場者数：8,672人

美しい偶然と意図：
こう描きたいと思い生まれる形、色と色がぶつかり合
って偶然生まれた不思議な画面ーどちらも美しい心象
風景です。

国立新美術館の開館10周年記念ウィーク
に初めて企画展示室で開催しました。また、
アール・ブリュット作家の作品を同時展示し
ました。
［監修者コメント］

1Ｅの室内は広く、高さ4メートルの正面の
壁面には美しい「さをり織り」を飾りました。
それぞれの事業所の力作と港区重度障害
児日中一時支援事業の作品、障害者週間
ポスター原画、また、アール・ブリュットの
作家たちの鋭く心の内側から語りかける作
品も同時に展示され、非常に意味のある作
品展になりました。

国立新美術館 企画展示室1E
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感性で語る
存在の証

港区重度障害児日中一時支援事業作品

左から 「障害者週間ポスター原画展」 
「70年前港区ができたころの地名」 「わいわいにぎやか」

港区の取り組み・・・❷

2018年、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社、
株式会社ワイス・ワイス、港区内の障害児・障害者に
よるアートワークショップを開催しました。
株式会社ワイス・ワイス提供の国産木材の端材を
再利用し、コーヒーで染め、その小さな木片一つ一つ
に参加者全員で好きな絵を描いて大きなオブジェを
制作しました。
その作品「Peace & Piece」はスターバックス コーヒー 
ムスブ田町2階店の壁面アートとして設置され、同店
舗はウッドデザイン賞2019ハートフルデザイン部門
で入賞しました。
第2回アートワークショップは2019年に開催し、その時
制作した作品は、2020年に国立新美術館、2021年に
伊藤忠青山アートスクエアで展示しました。
触れ合うことからお互いの存在を知ることができた
実り多きワークショップでした。

緑のプロジェクト

「Peace & Piece」 
スターバックス コーヒー ムスブ田町2階店
ウッドデザイン賞2019
ハートフルデザイン部門入賞

■開催概要
2018. 1/17～22
参加事業所数：14事業所
作品数：約38作品　
延べ来場者数：2,521人

感性で語る存在の証：
ことばでは伝えきれない思いを線や色にたくし、自分
は確かにここにいると発信している̶かけがえのない
存在の証

2年連続で企画展示室1Ｅで展示しました。会
場入口正面の壁面には、沢山の魚が泳ぐ水
族館のような作品「海」を配置し、アール・ブ
リュット作品「個々に宿る創造のカタチ」を同
時展示しました。
［監修者コメント］

一年をかけ制作された作品を見て、アール・
ブリュット作品と何が同じでどこが違うんだ
ろうと考えながら帰路につきました。多くの
方に作品を見て、感じて、考えて、そして応
援していただけたら、新しい共生の形が生
まれるのではないかと考えます。

国立新美術館 企画展示室1E
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語りあう色 
よりそう形

「サンゴ礁」 港区重度障害児日中一時支援事業

デカルコマニーで描くうちわ 「夏のレリーフ」 
港区重度障害児日中一時支援事業

「コルクスタンプ」
港区重度障害児日中一時支援事業■2019年の出来事：

新元号「令和」に改元

■開催概要
2019. 2/27～3/11
参加事業所数：15事業所
作品数：34作品　
延べ来場者数：9,100人

語りあう色 よりそう形：
作品展のために集められた、みなさんの作品はそれぞれ
個性があり、また一つ一つ使命があるように感じます。
作者に代わり、自分たちの存在をわかってもらうため
に、共に生きる仲間として認められるために語り合い、
寄り添っているようです。

港区重度障害児日中一時支援事業と事業
所の共同制作と個人の作品を展示しました。
［監修者コメント］

年を重ねていくうちに、参加者の皆さんは、
この作品展を見据え、作品制作をするよう
になりました。

国立新美術館ロビー
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表現することの
意味と豊かさ

「無題」 
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社との
共同制作作品

「夏山」 
港区重度障害児日中一時支援事業

■2020年の出来事：
新型コロナウイルス感染拡大
東京2020オリンピック・パラリンピック延期

■開催概要
2020. 3/18～30（開催中止）
参加事業所数：14事業所
作品数：32作品

表現することの意味と豊かさ：
作者たちが絵を描くのは、自分を理解してもらうためであ
り、同時に自らを解放するためでもあります。そして、その絵
を喜んでくれる家族のためであり、作品展に来てくださる
皆さんに共感してもらいたいためでもあります。自分の気
持ちを最後まで表現することは大切なことだと思います。

［監修者コメント］

開催を信じ設営しましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため、幻のアート展
になりました。出展作品は、港区重度障害児
日中一時支援事業で制作された作品、美術
館に展示することを励みに一年間頑張った
それぞれの事業所の力作、スターバックス
コーヒージャパン株式会社と港区内の障害
がある方の共同制作の作品です。港区ホー
ムページで動画配信を行い、作品を紹介し
ました。

国立新美術館ロビー
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■開催概要
2021. 1/19～31
参加事業所数：14事業所
作品数：42作品　
延べ来場者数：527人

表現する幸せ
~色彩が出会い、広がり、生まれる形～：
絵を描き発表する場があるというこ
とは本当に幸せなことだと思います。
展示している作品は作者を取り囲む
沢山の協力者の思いでもあります。

今回は記念すべき10周年記念のアート展で
した。開催直前に緊急事態宣言が発出され
ましたが、新型コロナウイルス対策を講じて
開催しました。
［監修者コメント］

2020年に中止になったアート展の作品も
一部改めて展示しました。港区重度障害児
日中一時支援事業で制作された作品をはじ
め、出会いプロジェクトで生まれた作品、それ
ぞれの事業所の共同制作と個人の作品など
多くの楽しく魅力的な作品が揃いました。
コロナ禍にもかかわらず、関係者の思いが
強く反映された10周年記念にふさわしい
アート展だったと思います。

伊藤忠青山アートスクエア

表現する幸せ
~色彩が出会い、広がり、生まれる形～

「夜空のシンフォニー」 港区重度障害児日中一時支援事業共同制作

左：「コラージュとうもろこし」 右：「サークル／アラベスク」
港区重度障害児日中一時支援事業

今回のチラシで使用したこの作品は、たくさんの色を躊躇なく使った小さくても
エネルギー溢れる作品

23 24



25 26



「オリンピック・パラリンピックのロゴ」 新橋はつらつ太陽

「東京タワーと夜空」 工房アミ  

「みんなだいすき」 西麻布作業所  「私の一番のお気に入り」 工房ラピール  

「ダリとピカソ」 「Thinking Monkey ～ロダンに思いをよせて～」 「ナタリー」 たいらか  「rain call-かえる」 「ナンバー」 「レストラン」 「シロッコ2015」 「ハカイオー」 「TAXI2017」 「お花畑」 「ぐるぐる」　　　　　　  「カラー＆カラー」 「スパイラル」 虹色の風  

「みんなのさくら」 KOKOZO 南青山  

「上を向いて歩こう！」 みなと工房  
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「すてっぷスイミーの世界」 すてっぷわん  

「ガウォー（ライオン）」 「象」 「私の樹」
ハービー＆マックローリン・陽だまり介護センター

「里山に関する」 みなと障がい者福祉事業団  

「だいすき！ぱおぞう」 
港区立児童発達支援センター ぱお  

「森の仲間」港区立精神障害者地域活動支援センター 
あいはーと・みなと  

障害者週間 ポスター原画展
港区の取り組み・・・❸

毎年12月3日～9日は障害者週間です。
障害者への理解を深めるとともに障害
者の社会参加を促進するために設けら
れています。障害者週間を広く普及、啓
発するため、港区では、在住、在勤、在
学の皆さんから広く障害者週間ポスター
を募集し、入選作品を作品展で紹介して
います。

出会いプロジェクト
港区の取り組み・・・❹

2018年、2019年に続き2020年も日常の
生活では出会えない人たちに、アート活
動を通じて出会い、お互いの存在を知るこ
とができればと「出会いプロジェクト」と名
付け、新たな取り組みをスタートしました。
文化芸術活動であるとともに社会参加の
機会になればと期待しています。

ワークショップは2回、松井守男氏の温かい
サポートにより実現しましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、途中で
断念せざるをえませんでした。その時の作
品は2021年アート展に展示しました。

2020年「出会いプロジェクト」の
ゲストは画家 松井守男氏でした。

松井守男  MORIO MATSUI 
レジオン・ドヌール勲章受勲者／画家
1942年 愛知県豊橋市生まれ。
1967年 武蔵野美術大学造形学部油絵科卒業と同時に
 フランス政府の奨学生として渡仏。
 パリを拠点に制作活動を開始。
1985年 遺作とする覚悟で『遺言』を2年半かけて制作し、
 “真のオリジナリティー”と高い評価を得るに至った。
1997年 30 周年となる個展をフェッシュ美術館で
 開催したことを機に、コルシカ島に拠点を移す。
2000年 フランス芸術文化勲章
2003年 レジオン・ドヌール勲章をフランス本国にて受章。
日本ではワークショップや絵画塾を定期的に開催している。

出会いプロジェクト 「プリズム」
工房アミ

新橋はつらつ太陽
たいらか

TODAY児童デイサービス白金
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    虹色の風

虹色の風は障害がある人たちのアート活動と社会参加を
応援するため、2009年に設立された特定非営利活動法
人です。
障害は、個性の一部であり希望に繋がるチャンスである
ことを、アート活動や社会参加を通して発信し続けたいと
思います。

    みなと障がい者福祉事業団

障害者の就労支援を目的として2007年に設立された
NPO法人です。喫茶や清掃業務など、障害者がいきいき
と働くことができる場を提供するとともに、それぞれの適
性に合わせて就労できるよう支援しています。これからも
障害者の「働きたい」という思いにとことん寄り添い続け
ていきます。

    工房ラピール

1998年から地域の皆様の支援を受けて、ものづくりの活
動を始めました。
利用者一人ひとりの個性と感性を生かし、クッキーやさを
り織などの自主生産品作りを中心に活動を行っています。

    工房アミ

利用者一人ひとりが生きがいを感じながら、日々の生活
を送れるように家庭や関係機関、地域と連携し個別ある
いは集団において生活、体験の幅を広げる場を提供し
ています。

    西麻布作業所

2015年から生活介護事業を始め、現在は10名の利用者
が通所しています。音楽、軽運動、リフレッシュ等の活動
を行っていましたが、今年度はコロナ禍の影響で個別プ
ログラム中心の活動を行っています。刺繍やビーズの作
品作りや散歩等を日々楽しんで行っています。

    港区立精神障害者地域活動支援センター
    あいはーと・みなと

本センターは、病院や家庭から社会へ踏み出す第一歩と
して、障害者同士が同じ立場で助け合う場所として、また、
区民の方々への精神障害者についての理解を促進する
場所として活動しています。
また、相談支援事業所として、障害がある方々のケアマネ
ジメントである相談支援事業も行っています。

    新橋はつらつ太陽

新橋はつらつ太陽の生活介護には８3名の方が在籍し、
日中活動を行っています。コロナ禍の影響で一部活動を
制限していますが、例年は染色、木工、散策、創作等のグ
ループに分かれて日中活動を行い、他に運動や清掃活
動にも取り組んでいます。

    ハービー＆マックローリン・
    陽だまり介護センター

高輪にある児童発達支援・放課後等デイサービスの小さな
事業所です。
子どもたちのニーズに合わせた専門的な療育や学習を
行う一方、アートや音楽活動等を通して豊かで優しい時
間を共にわけあうことを大切にしています。

    すてっぷわん

身体をゆるませたり、成長・発達の過程で生じたヌケをう
めたりすることをめざした身体アプローチと、身体の細かな
動きや情操教育を目的とした創作的微細活動を二本柱とし、
人との関わりを重視した小集団での活動を行っています。
また、プログラム内容はもとより、教材・教具や子どもた
ち一人ひとりの課題設定、手立て、評価など、子どもたち
のより良い成長・発達に向け、こだわり続けています。

    KOKOZO 南青山

お子様のここぞ！というときに頑張れる力を育みます。
日常生活の中で大切な、挨拶やマナー、動作、共同生活
のルールを遊びや運動を通じて学びます。
ワクワクを合言葉に独自の個別療育プログラムを展開し
ます。

    みなと工房

みなと工房は1993年、家族会の設立により運営が始まり、
それ以来精神障がいを抱える人達が、軽作業、レクリ
エーション、地域との交流を通じて生活の安定・充実、仲
間作り、就職等それぞれ実現をめざし、目的を持って通う
場として活動しています。また、様々な機会に多くの方々
と交流することで、障がいへの理解が深まり、皆が心豊
かに生活できる地域社会の実現をめざしています。

    港区立児童発達支援センター ぱお

心身の発達に遅れ、あるいはその傾向があるお子さんを
対象に適切な療育を行い、発達を促し、日常生活に必要
な力を育てています。
通園事業では、3～5歳児のお子さんが体操、運動遊び
や感触遊びなど様々な活動を楽しんでいます。

    たいらか

「一人ひとりにたいらかな明日を」を基本理念のもとに、
「共生」「多様性」「可能性」を３つの軸として活動していま
す。軽度知的障がい及び発達障がい者を対象に、軽作
業を中心としたワークスペースと文化活動を中心としたカ
ルチャースペースを提供し、社会参加と自立を支援してい
ます。障がいのある若者たちが生み出す個性と魅力ある
アート作品を様々な形で広く発信しています。

地域で共に生きる障害児・障害者アート展 10th Anniversary  　　　　　表現する幸せ ～色彩が出会い、広がり、生まれる形～    ＊2021年1月現在／ 50音順
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青山一丁目駅

六本木駅

大門駅

三田駅

御成門駅

港区役所
芝公園

有栖川宮
記念公園

青山霊園

赤坂御用地

赤羽橋駅

汐留駅

虎ノ門駅

赤坂見附駅

麻布十番駅

芝公園駅

神谷町駅

虎ノ門ヒルズ駅

竹橋駅
浜松町駅

新橋駅

日の出駅

芝浦ふ頭駅

お台場
海浜公園駅

台場駅

品川駅

田町駅

高輪
ゲートウェイ駅

表参道駅

外苑前駅

乃木坂駅

赤坂駅

白金高輪駅

六本木
一丁目駅

泉岳寺駅
白金台駅

広尾駅

高輪台駅
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ART &  MAP

工房アミ
工房ラピール
KOKOZO 南青山
新橋はつらつ太陽
すてっぷわん
たいらか
西麻布作業所
虹色の風
ハービー＆マックローリン・陽だまり介護センター
港区立児童発達支援センター ぱお
港区立精神障害者地域活動支援センター あいはーと・みなと
みなと工房
みなと障がい者福祉事業団
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2011年
港区役所 ロビー
2012年
六本木ヒルズ 森タワー52F東京シティビュー
2012年
都営大江戸線 大門駅
2013・2021年
伊藤忠青山アートスクエア（休館中 ＊2021年3月現在）
2014・2015・2017・2018・2019・2020年
国立新美術館
2016年
東京タワー フットタウン 2階特設会場

1

2

3

4

5

6

■事業所 （50音順）

■2011～2021
　［地域で共に生きる障害児・障害者アート展］開催場所

港区アート＆マップ ＊2021年3月10日現在

■港区ミュージアムネットワーク加盟館 （→P35参照）…1 38
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MUSEUM network

秋山庄太郎写真芸術館 南青山4-18-9
味の素食の文化センター 食の文化ライブラリー 高輪3-13-65
アドミュージアム東京 東新橋1-8-2 カレッタ汐留
NHK放送博物館 愛宕2-1-1
大倉集古館 虎ノ門2-10-3
岡本太郎記念館 南青山6-1-19
外務省 外交史料館 麻布台1-5-3
菊池寛実記念 智美術館 虎ノ門4-1-35
気象庁 気象科学館 虎ノ門3-6-9
旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 東新橋1-5-3
共同通信社 ニュースアート 東新橋1-7-1 汐留メディアタワー
慶應義塾大学アート・センター 三田3-2-5
国立科学博物館附属自然教育園 白金台5-21-5
国立新美術館 六本木7-22-2
サントリー美術館 赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階
泉屋博古館東京 六本木1-5-1
増上寺宝物展示室 芝公園4-7-35 大殿地下1階
TEPIA 先端技術館 北青山2-8-44
21_21 DESIGN SIGHT 赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン
東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム 港南4-5-7
東京都庭園美術館 白金台5-21-9
東京都立中央図書館 南麻布5-7-13
東京ミッドタウン・デザインハブ 赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階
TOTOギャラリー・間 南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3階
虎屋 赤坂ギャラリー 赤坂4-9-22
ニコンミュージアム 港南2-15-3 品川インターシティC棟2階
根津美術館 南青山6-5-1
畠山記念館 白金台2-20-12
パナソニック汐留美術館 東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階
フジフイルム スクエア 赤坂9-7-3 東京ミッドタウン
物流博物館 高輪4-7-15
紅ミュージアム 南青山6-6-20 K's南青山ビル1階
マクセル アクアパーク品川 高輪 4-10-30 品川プリンスホテル内
松岡美術館 白金台5-12-6
港区立郷土歴史館 白金台4-6-2
港区立みなと科学館 虎ノ門3-6-9
森美術館 六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階
ヤマトグループ歴史館 クロネコヤマトミュージアム 港南2-13-26
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＊2021年4月10日現在／ 50音順港区ミュージアムネットワーク
港区ミュージアム・ネットワークは、区内に所在する博物館施設が相互に連携・協力して、区内に集積する
文化財・文化資産の有効な活用を図りながら、各館独自の特色を生かした事業を展開するとともに、広く
情報を発信し、区民及び区を訪れる人々の豊かで充実した暮しを実現することを目的として設立されました。

地域で共に生きる障害児・障害者アート展記念誌
軌跡
令和３年（２０２１年）３月発行
発行　港区
編集　港区保健福祉支援部障害者福祉課
　　　東京都港区芝公園１－５－２５
　　　電話０３－３５７８－２１１１（代表）

刊行物発行番号2020299－3741

制作協力：特定非営利活動法人 虹色の風

皆様のご協力により「地域で共に生きる障害児・障害者アート展」は
10周年を迎えることができました。心からお礼申し上げます。
港区役所ロビーでの「心を描く感性のアート展」からこれまで、「障害
のある方々をその作品を鑑賞することで知っていただき、触れ合うこ
とから未来の共生の形を模索する」をテーマに開催してまいりました。
また、アート展のサブタイトルは毎回視点を変え、よりわかりやすくご
覧いただくためにつけさせていただきました。そして各事業所の作品
は、時間をかけ、気持ちをこめて制作されていて、作者たちの思いの
集積であるとともに、応援しているご家族の愛情の歴史でもあります。
だからこそ、そのつちかわれた時間の持つ重さの中で制作された作
品は力強い命のエネルギーがあり、毎年作品をお預かりする時「障害
があることが個性なのではなく、個性の一つとして障害が存在して
いる」と考え、一人一人の個性と向き合い、大切に扱ってきました。これ
からも、表現の場(制作の場)と発表の場(アート展)を充実させていき
たいと思います。これまでご協力いただきました多くの皆様、見守っ
てくださいました地域の皆様、そして関係者の皆様ありがとうござい
ました。2030年アート展開催に向け、「虹色の風」もまた新たな気持
ちで取り組んでまいります。今後とも変わらぬ応援を何卒よろしく
お願い申し上げます。
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