総合フェスティバル

ば ん

ビッグ幡 in 東大寺
開 催 日：2017年9月1日
（金）～3日（日）、11月23日（木・祝）～30日（木）
開催場所：東大寺大仏殿前

シンポジウム事業
国際交流事業

すぽっと

な

せ、デザインした幡を新たに 16 本制作し、掲揚し
ました。
大仏殿前に並んだ大きくカラフルな幡は、風に揺
られ、奈良の清々しく晴れた秋空に、躍動感たっぷ
りにはためいていました。国内外から多くの観光客
や参拝者が訪れる東大寺では、幡に興味を持った
人々が嬉しそうに写真を撮影する姿が多く見られ、
障害のある人のアート作品を多くの人に見ていただ
く良い機会となりました。

分野別フェスティバル

障害のある人や障害のある人を含むグループか
ら、日本の自然にあらわれる美しいものを象徴した
ばん
「花鳥風月」をテーマに募集した絵画作品を “幡” に
デザインし、東大寺大仏殿前に掲揚する「ビッグ幡
in 東大寺」を「第 32 回国民文化祭・なら 2017」
「第
17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会」のオープ
ニングとクロージングに合わせて、9 月と 11 月に
開催しました。
“ 幡 ” とは、東大寺の重要な法要の時に使われる
「旗」のことで、大仏殿前に立て、仏や菩薩を荘厳・
供養するために用いられ、平和を祈る意味や、魔除
けの意味があるといわれています。
は っ ぴ ー
9 月の開催では、「奈良県障害者芸術祭 HAPPY

障害者交流事業

● 実施状況

ら

SPOT NARA」の企画として 2012 年度から毎年
度制作してきた、奈良県内および東日本大震災等の
被災地の障害のある人たちの作品をデザインした幡
16 本を掲揚しました。
11 月の開催では、幡のデザインに使用する原画
を全国から募集し、368 点の作品が集まりました。
その中から審査により選ばれた 128 点を組み合わ

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

バリアフリー映画祭
開 催 日：2017年9月8日
（金）～10日（日）、10月9日（月・祝）
開催場所：DMG

MORI やまと郡山城ホール、奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
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● 実施状況

視覚的情報を補う “ 音声ガイド ” や、場面転換など
の “ 補足日本語字幕ガイド ” の付いた、視覚や聴覚に
障害のある人もない人も楽しめるバリアフリー映画を
上映する「バリアフリー映画祭」を開催しました。
9 月 8 日から10 日、10 月 9 日の計 4 日間でのべ
7 作品を上映し、約 520 人の障害のある人ない人に
ご来場いただき、多くの方々にバリアフリー映画の魅
力を知っていただくことができました。
上映作品は、青春ストーリーや、障害のある人をテー
マにした作品、恋愛映画、2017 年公開の最新作など、
多くの人に楽しんでいただけるものとしました。
上映前には、来場者にバリアフリー映画祭の趣旨
や、上映中の注意事項等を案内するため、手話と日
本語字幕付きの映像を流しました。
また、音と連動する振動装置により、音を身体で
感じることができる “ 体感音響システム ”（10 席）
や、音のバリアフリーを実現する “ ミライスピーカー ”
を導入するなど、すべての来場者に映画を楽しんでいた
だけるよう工夫しました。
バリアフリー映画は、視覚や聴覚に障害のある人

に映画を楽しんでいただけるだけでなく、障害のな
い人にとっても、音声ガイドにより見落としていた
場面に気付くことができたり、字幕により聞き取り
にくいセリフを確認できるといった効果がありま
す。今回の上映会は、障害のある人ない人みんなが
同じ映画を楽しんで鑑賞できる空間を提供すること
により、これからの「バリアフリー映画」の普及に
つながる良い機会となりました。
【 プログラム】
9月 8日（金）15：00～「くちびるに歌を」
18：00～「聖の青春」
9月 9日（土）10：00～「ゆずり葉」
14：00～「レインツリーの国」
9月10日（日）10：00～「愛を積むひと」
14：00～「僕らのごはんは明日で待ってる」
10月9日（月・祝）14：00～「ゆずり葉」

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

デザイン

モノが物語る意匠の文化史
開 催 日：2017年9月12日
（火）～18日（月・祝）、11月7日
（火）～12日（日）
開催場所：奈良県立図書情報館、
奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業

365 点の作品が集まりました。
【 出 展 者・団 体】※50音順
板倉武雄、内田拓哉、奥野晃子、尾﨑憧汰郎、鎌江
一美、澤本隆、（社福）わたぼうしの会 Good Job!
センター香芝、瀧口真代、
（特活）La Mano、永井
紀子、中野マーク周作、萩原宏一郎、三井啓吾、山
際正己、山﨑菜那、山野将志、吉田さちゑ

分野別フェスティバル

「障害のある人たちの多様で独特な表現のルーツ
はどこにあるのか。もしかすると、約 2 万年前に
描かれた人類史上初のアートの 1 つとして知られ
るラスコーの洞窟壁画や、古代に作られた縄文土
器、古墳時代の埴輪にまで遡ることができるのでは
ないか？」そんな想像をふくらませて、古代から現
代に至るまでのモノのデザインと、現代の障害のあ
る人の作品を同じ空間で紹介する展覧会を開催しま
した。また、障害のある人が、企業やデザイナーと
コラボして制作した靴下やスマートフォンケースな
どの商品を日本文化と絡めて紹介しました。
来場者からは、
「本物の縄文土器かと思った」
、
「も
しかしたらこんなユニークな陶器作品のような埴輪
が、奈良にはまだまだ眠っているかもしれない」な
どの感想があり、障害のある人の作品を通して古代
から現代に至る歴史や文化に思いをはせる姿が見ら
れました。
また、展覧会に合わせて、県内の子どもを対象に、
古代の生き物に思いをはせる「恐竜絵画のワーク
ショップ」と、「子ども恐竜絵画」の公募を実施し、

障害者交流事業

● 実施状況

【 協 力団 体】※50音順
大阪工業大学バイオマテリアル研究室、大阪府立弥
生文化博物館、
（株）L.F.C、
（株）中川政七商店、国立
国会図書館デジタルコレクション、タビオ（株）、東
京国立博物館 TNM Image Archives、富山県埋蔵
文化センター、奈良県立橿原考古学研究所附属博物
館、奈良県立奈良東養護学校、奈良市立六条小学校、
奈良町資料館、ムーンバット（株）、楽面会

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

シ ン

カ ン カ ク

体感する奈良！ “ 心 ” 感覚展
開 催 日：2017年9月24日
（日）～10月2日（月）、10月6日（金）～15日（日）
開催場所：大淀町文化会館、
奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業

● 実施状況

分野別フェスティバル

「目で見る展示から、“ 心 ” で感じる展示へ！」を
コンセプトに、障害のある人もない人も楽しめる
体感型の展覧会「体感する奈良！ “ 心 ” 感覚展」を
大淀町と奈良市の 2 箇所で計 17 日間開催し、約
1200 人の方々にご来場いただきました。
アイマスクをし、触覚、聴覚、嗅覚などの全身の
感覚を使い、どんな動物がいるのかを想像しながら
進んでいく「“ 心 ” 感覚動物園」は、多くの来場者
に大好評でした。普段とは違う「動物園」に、大人
から子供まで、障害のある人もない人もドキドキし
ながら楽しんでいただくことができました。また、
楽しみながら、見えないことの大変さを理解する良
い機会となり、まさに新感覚の動物園でした。
奈良の魅力を紹介する展示も、多くの皆さまに楽
しんでいただくことができました。奈良市出身の現役
大相撲力士、德勝龍関の両腕を立体で再現した手型で
は、写真や映像で見るだけでは分からない、手のひ
らの肉厚さに触れ、迫力を体感していただくことが
まげ
できました。また、力士が髷 を結う際に髪を固める
びん
ために使用する固練り油「鬢付け油」は、良い香りで、
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初めて香りを嗅いだ来場者は驚いていました。
その他にも、「奈良の音」を聴けるコーナー、様々
な動物の毛で作られた「奈良筆」を試し書きして比
べられるコーナー、2017 年 2 月に開催したプレイ
ベントから大人気だった興福寺銅造仏頭（模造）、県
内の視覚障害のある生徒とない生徒が協力し合って
つくり上げたさわって楽しいアート作品など、全身
で味わう多彩な展示品で奈良の魅力を紹介しました。
各会場では、本展覧会のアドバイザーである国立
民族学博物館の広瀬浩二郎准教授をお招きし、「目
に見えないもの」を体感する「“ 心 ” 感覚ワーク
ショップ」を開催しました。アイマスクを付け、民
具などの様々な物を触ったり、「平家物語」を全身
で味わった参加者からは「ワークショップを体験し
てから展示をまわると、より意味のある鑑賞になっ
た」などの感想がありました。

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

共創の音楽劇「鳥の宗教」
開 催 日：2017年10月21日
（土）
・22日（日）
開催場所：奈良市ならまちセンター

シンポジウム事業
国際交流事業

より集まった出演者などが、色とりどりの鳥たちに
扮し、障害のある人とない人の愉快なダンス、オペ
ラ歌手の魂のこもった歌、ぞれぞれの個性あふれる
演技など、稽古の成果を披露しました。フィナーレ
では、「I give hugs.」を出演者と観覧者が全員で
合唱し、会場全体が一体となり盛り上がりました。
出演者からは、
「いろんな年代の個性豊かな皆さ
んと交流し、1 つの作品をつくり上げることができ、
とても楽しく良い経験となった」、観覧者からは、
「障害のある人とない人が、ともに取り組むメッセー
ジが強く伝わった」、「障害のある人もない人もとも
に楽しめる企画でよかった」などの感想がありました。
会場のロビーでは、県内の障害福祉施設の協力の
もと、お菓子や雑貨などの授産品を販売し、県内の
授産品の魅力や施設の取組を知っていただく良い機
会になりました。

分野別フェスティバル

本音楽劇は、イベント名に「共創」とあるように、
障害のある人とない人がみんなでつくり上げること
を目指し開催しました。公募により集まった 32 名
の出演者をはじめ、子どもたち、音楽家、俳優、ダ
ンサーなど、多様なバックグラウンドを持つ総勢
61 名が出演しました。公演は、2 日間各日 1 回行
いました。台風が接近する中で非常に荒れた天気と
なりましたが、2 日間で 480 名の観覧者が県内外
から来場されました。
ストーリーは、仏教の教えを土台にしたオリジナ
ルで、お釈迦様の教えを受け継ぐ鳥の国「ガンダー
ラ」を舞台に、主人公の「ヨダカ」が旅をする中で
多くの鳥たちと出会い、困難に向き合いながらも助
け合って生きることの意味を学びます。脚本に合わ
せて、新たに作詞・作曲したオリジナル曲も制作し
ました。公募により集まった 32 名の出演者は、
俳優、
声楽家、作曲家などの専門家の指導の下、7 月から
奈良市内で 10 回の稽古を重ね、公演に臨みました。
公演では、ヨダカやカッコー、クジャクの女王、
鳥のちんどん屋、こまどり役の子どもたち、公募に

障害者交流事業

● 実施状況

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

プライベート美術館
開 催 日：2017年10月27日
（金）～11月5日（日）、11月1日（水）～15日（水）
開催場所：近鉄奈良駅周辺店舗、
ほか県内各地

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
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● 実施状況

奈良県では、2011 年度より障害のある人とな
い人のつながりをテーマに「奈良県障害者芸術祭
は っ ぴ ー すぽっと
な
ら
HAPPY SPOT NARA」を開催し、その企画の一環
として障害のある人が描いた絵画を身近な街中で鑑
賞できる「プライベート美術館」を、近鉄奈良駅や
ならまち周辺の店舗などで過去 6 回開催してきま
した。
今年度は、
「第 32 回国民文化祭・なら 2017」「第
17 回全国障害者芸術・文化祭なら大会」の開催に
合わせて規模を拡大し、社寺や県南部・東部地域の
店舗やホテルなど新たな会場を加え、県内 73 会場
で開催しました。
プライベート美術館の開催に先立ち、5 月から 6
月の期間、県内の障害のある人を対象に作品募集を
行い、380 点の応募がありました。7 月 12 日から
14 日に奈良市ならまちセンターで開催した「お見
合い展示」には、展示を行う店舗などのオーナーや
スタッフが多数来場し、直接作品を見て展示したい
作品を選びました。
11 月に開催した「プライベート美術館」は、開催

会場が増加したことや秋の観光シーズンとも重なっ
たこともあり、例年以上に多くの方に街歩きととも
に作品を楽しんでいただくことができました。店舗
のスタッフがお客に展示作品の説明をしたり、
スタッ
フとお客が、時には来場した作家も交えて作品につ
いて感想を話し合ったりするなど、多くの交流も生
まれました。お客の感想や思いをメッセージカード
に記入してもらい、作家に届ける取組も実施しまし
た。開催店舗のスタッフからは、
「今回も多くの人が
作品を楽しみに来店し、多数のお客と作品について
話ができ、良い機会となった」などの意見がありま
した。
また、地域価値の維持や向上を目指し、アート作
品の展示や地域主体の様々なイベントなどを開催す
る「奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2017」と連
携し、10 月 27 日から 11 月 5 日の期間、橿原市の
八木札の辻及び今井町エリアでも開催し、多くの方
にご来場いただきました。
【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

「障害×アート」芸術の新しい可能性を探るシンポジウム
ものづくりには夢がある～障害のある人とともにつくる未来～

開 催 日：2017年10月29日
（日）

開催場所：奈良市ならまちセンター

シンポジウム事業
国際交流事業

ジアのものづくり」というテーマで、ディスカッショ
ンを行いました。
来場者からは、
「東アジア各国の文化・福祉の違い
をもっと知りたくなった」
、
「東アジアで連帯するこ
との必要性を感じた」
、
「自分たちの活動の課題にも
共通する部分が多く、今後の取組の参考になった」
などの感想がありました。

分野別フェスティバル

大量生産・大量消費社会と言われて久しい現代、
障害のある人が働く現場では、限られた生産数であっ
ても手間と時間をかけたものづくりが行われていま
す。そうした取組は、ものであふれた現代に別の価
値観を提案しているのではないか。本シンポジウム
では、障害のある人の表現が切り開くこれからの社
会の姿を探ることを目指し、ものづくりの意味や価
値を考え、議論を行いました。
基調講演を担当した服部滋樹氏からは、
「メッセー
ジとしてのものづくり」をテーマに、ものづくりに
まつわるデザインやブランディングについて話があ
りました。ブランディングを「物語（story）」と言い
換え、パッケージを整えることがブランディングの
核心ではなく、
「物」が内包しているメッセージを楽
しく
「語」
り、
共感する人や賛同する人を増やしていく
ことがブランディングに重要であるとの内容でした。
事例報告では、登壇者から自身の事業所などで取
り組んでいる活動について報告があり、続くパネル
ディスカッションでは、原田祐馬氏のコーディネー
トのもと、
「中国・韓国・日本の事例から考える東ア

障害者交流事業

● 実施状況

【 登 壇 者】
服部滋樹（graf 代表、クリエイティブディレクター、
デザイナー / 日本）
、沈慧竹（上海市嘉定区陽光工房
/ 中国）
、コ・ジェフィル（rawside 共同代表、映像作
家 / 韓国）
、高野賢二（クラフト工房 La Mano 施設
長 / 日本）、堀内誠（特定非営利活動法人誠優会理事
長、生活介護事業所ぽかぽか工房施設長、堀内誠絵
画教室主宰、日本美術家連盟会員 / 日本）、原田祐馬
（UMA/design farm 代表、アートディレクター、デ
ザイナー / 日本）
【主催】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

車いすダンスパフォーマンス

～あふれる躍動感！魅惑のエンターテイメント～
開 催 日：2017年11月3日
（金・祝）
開催場所：奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
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● 実施状況

公募により集まった 16 名の障害のある人ない人
とジェネシスオブエンターテイメントが出演する車
いすダンスのステージを開催しました。ジェネシス
オブエンターテイメントは、車いすダンスをとおし
障害のある人とない人がともに社会に貢献する活動
を展開しており、車いすダンススポーツ世界選手権
大会やインチョンアジアパラ競技大会車いすダンス
の部などで上位入賞実績を有するメンバーも在籍し
ています。今回、公募により集まった出演者への指
導も担当しました。
車いすダンスは、1950 年代にイギリスで戦争負
傷者を中心に誕生しました。その後、競技ダンスと
しても発展し、国内でも車いすダンススポーツ世界
選手権大会が、1998 年、2004 年に開催されてい
ます。
公募により集まったメンバーは、8 月から 10 回
の練習を重ね、公演に臨みました。練習当初は慣れ
ないステップや車いすでのターンに苦労もありまし
たが、回数を重ねるたびにスムーズな動きができる
ようになりました。公演では、
「出会い・そして繋

がること」、「未来への祈り」をテーマに、総勢 38
名が 24 曲の華麗な社交ダンスのメドレーや創作ダ
ンスを披露しました。公募により集まったメンバー
は、「彼方の光」を踊りました。練習では苦労した
位置取りやターンのタイミングも揃い、綺麗なダン
スを披露することができました。また、せんとくん
も参加した車いすダンスの体験コーナーや、風船リ
レーなど客席も一緒に楽しみました。
観覧者からは、
「とても迫力のある演技で障害の
あるなしにかかわらず 1 つの作品として大変楽し
めた」、「人との絆、つながり、仲間の大切さを感じ
感動した」などの感想がありました。
会場のロビーでは、県内の障害福祉施設のユニー
クなグッズや食べ物、活動などを紹介する「県下一
品！アートな、福祉。」の巡回展や、お菓子や雑貨
などの授産品の販売会も開催し、各施設の魅力や取
組を知っていただく良い機会になりました。

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第17回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第32回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

東アジア障害者アート展

「イメージとスピリチュアリティ：表現に宿る霊性」
開 催 日：2017年11月7日
（火）～12日（日）
開催場所：奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業

力が豊かで、楽しくなる作品が多数あった」などの
意見があり、多くの方に東アジアの障害者アートの
現状を広く知っていただく良い機会となりました。
【 出 展 者】
日本：牛窪アイボリー、溝上強、森雅樹
中国：陳宝桂 ( チェン・バオグイ）
、品方
（ピン・ファン）
、
楊旻
（ヤン・ミン）
、何氶源
（ハー・チョンユエン）
韓国：キム・ヒョンウ、キム・ドンヒョン

分野別フェスティバル

近年、日本の隣国である中国、韓国においても障
害のある人のアート活動への注目度が高まってきて
います。本展覧会は、日本・中国・韓国の障害のある
人たちのアート作品を「東アジア」という大きな枠
組の中で紹介し、各国の先進的な取組と表現の多様
性を伝えるとともに、それらの作品の根底に流れて
いる共通の美意識を浮かび上がらせることを目指し
開催しました。
強い思い入れを持って作られた作品には、作者の
精神性が色濃く反映されることもあります。展示作
品の選定にあたっては、
「イメージとスピリチュア
リティ：表現に宿る霊性」をテーマに、色使いが鮮や
かな作品や細かく緻密な筆使いが特徴的な作品など、
9名の作家の56作品を紹介しました。期間中には、
韓国ソウルの rawside から作家が来日し、来場者や
スタッフとの交流も生まれました。また、rawside
のアトリエをVR(virtual reality) 体験できるコーナー
も設置し、来場者に創作の現場を体験する機会を設
けました。
来場者からは、
「作品の新鮮さに感動した」、
「表現

障害者交流事業

● 実施状況

【 協 力団 体】
日本：社会福祉法人やまなみ会
中国：南京社区原生芸術スタジオ、上海市障害者連合会
韓国：rawside

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

県下一品！アートな、福祉。
開 催 日：2017年

9月23日（土・祝）、10月29日（日）、11月3日（金・祝）、5日（日）、
8日（水）～15日（水）、18日（土）
・19日（日）
開催場所：奈良県文化会館、
奈良市ならまちセンター、かしはら万葉ホール、ならでんアリーナ

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
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● 実施状況

今日の障害福祉施設は、閉ざされた場ではなく、
社会を豊かにする「もの」や「こと」が次々に生ま
れるクリエイティブな現場になっています。そんな
障害福祉の魅力を、アートの観点から紹介する展覧
会を開催しました。
展覧会に先立ち、県内の障害福祉サービスに従事
している団体（指定福祉サービス事業所、NPO 法人、
企業等）を対象に、各団体のイチオシのアート作品
や商品、日常に根ざしたものづくり、工夫して生み
出したシステムや生活環境など、何らかのアート要
素を含む「もの」や「こと」を公募し、21 団体か
ら 33 点の応募がありました。審査では、大学教授、
デザイナー、女子大生、プロバスケットボール選手
など、多様なバックグラウンドをもつ審査員が、多
様性、地域性、独自性、高品質性、非日常性の観点
から審査し、春日大社境内の杉で作った小物、犬や
象のレザーマスコット、障害福祉施設の公民館化を
目指す「公民館カフェ」の取組など 19 点を選出し
ました。
展覧会は、11月8日
（水）から15日
（水）の期間、奈良

県文化会館で開催した本展覧会に加え、5箇所で巡回
展を開催し、県内の障害福祉サービス事業所等の取組
を広く知っていただく良い機会になりました。
【 出 展 団 体】※50音順
あたつく組合、
（一社）北 和福祉振興一道会 みん
な の 広 場らんま ん、
（ 同 ） ぐるん ぱ MAISON de
GURUNPA、
（社福）青葉仁会 日笠ワークス、
（社福）
あゆみの会 オープンスペース 'AYUMI'、
（社福）以和
貴会、
（社福）心境荘苑、
（社福）綜合施設美吉野園
吉野学園、
（社福）在友会 フレンズまきば、
（社福）
在友会 フレンズまきば あぐり、
（社福）徳眞会 たけ
のこ園、
（社福）ぷろぼの、
（社福）わたぼうしの会
たんぽぽの家アートセンター HANA、
（社福）わたぼ
うしの会 Good Job センター！香芝、
（特活）どろん
こ畑、
（特活）なないろサーカス団、
（特活）ふぁーちぇ
たむたむ荘、
（特活）ふぁーちぇ ぽらりす、
（特活）ポ
ニーの里をつくろう会 ポルテの森
【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル
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HAPPY SPOT FUTURE
開 催 日：2017年11月8日
（水）～15日（水）
開催場所：奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業

つ

あ

分野別フェスティバル

2011 年 度 に 始 ま っ た「 奈 良 県 障 害 者 芸 術 祭
すぽっと
な
ら
HAPPY SPOT NARA」は、障害のある人のアート
に関するプロジェクトを数多く実施し、その成果を
継続的に紹介してきました。今年度は、
「第 32 回
国民文化祭・なら 2017」「第 17 回全国障害者芸
術・文化祭なら大会」の開催に合わせて規模を拡大
し、過去 6 年間の芸術祭で実施した取組の中から、
より先進的でユニークなものを紹介する展覧会を開
催しました。
具体的には、障害のある人とアーティストがペ
アを組み、両者のかかわりの中から作品を制作す
る「アートリンク・プロジェクト」、障害のある
画家と音楽家による音のコミュニケーションをも
とに生み出された「サウンド・インスタレーショ
ン」、県内在住で際立った作品を制作しいている障
は っ ぴ ー すぽっと
害のある人たちの作品を展示する「HAPPY SPOT
は っ ぴ ー

障害者交流事業

● 実施状況

あ ー か い ぶ す

ARCHIVES」などの展示を行いました。観覧者か
らは、「たくさんの出会いとつながりを作品や展示
から感じることができた」などの意見がありました。
奈良県の障害者芸術のこれまでの取組、先進性や
面白さ、そして未来へつながる可能性を知っていた
だく良い機会となりました。
【 出 展 者】※50音順
荒井陸、井口直人、上田柊一郎、キリコ、塩谷龍平、
髙田千惠子、武田佳子、濱田茂夫、藤田雄、古谷秀男、
溝尾千春 、麥生田兵吾、宿利真希、山崎康史、有里、
若杦大介、東學 × 多田あけみ、原摩利彦 × 澤井玲
衣子 ×sonihouse、前川紘史 × 那須大輔、宮本博
史 × 山口修平、薮内美佐子、山村幸則 × 森口敏夫

ー

TOUR！」
、障害のある人たちのアート作品の制作
現場を取材し、障害のある人たちとの交流の中から
生まれた写真を展示する「いすのせいざ」
、過去 6
は っ ぴ ー すぽっと
回の芸術祭の記録映像を紹介する「HAPPY SPOT

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

オープンアートワークショップ・なら報告展
開 催 日：2017年11月8日
（水）～15日（水）
開催場所：奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業

● 実施状況

分野別フェスティバル

アートを通した障害のある人とない人の交流、及
びその交流を支援する団体・個人等の育成を目的に、
7 月に県内で 3 回のワークショップを開き、その
報告展を 11 月に開催しました。
ワークショップの開催に先立ち、ワークショップ
を実施・運営する団体・個人等を公募し、応募があっ
た 6 団体の中から審査により 3 団体を決定しまし
た。ワークショップは、当該 3 団体と事務局が協
力し開催しました。
7 月 8 日（土）に桜井市で開催した「吉野杉割
箸で作るとうろう作りワークショップ」には 74 名
が参加し、思い思いの絵を描いたとうろうをみん
なで並べ、LED キャンドルで灯りをつけました。7
月 15 日（土）に大和郡山市で開催した「ちょっと
アートなオリジナルせんす作り」には 21 名が参加
し、扇面に絵を描いたり、色とりどりの切り絵で飾っ
たせんすを作りました。最後にせんすを飾り付け、
それぞれがせんすに込めた思いを伝えました。7 月
パウ
16 日（日）に下市町で開催した「抱 」には 12 名
が参加し、絵を描いた布を使いギョウザをモチーフ

58

にした身体表現を行ったり、みんなでギョウザを
作っておいしく食べました。
3 回のワークショップには、子どもから大人まで
の障害のある人とない人が参加し、日常では得がた
い出会いが生まれる機会となりました。
11 月に開催した報告展では、上記のワークショッ
プの様子をパネルや写真、記録映像で紹介しました。
【 ワークショップ 実 施 団 体】※開催日順
うさみみ会
一般社団法人北和福祉振興一道会 みんなの広場ら
んまん
近畿大学文芸学部文化デザイン学科 有志

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

手話パフォーマンスステージ
～表現はコトバを超える～
開 催 日：2017年11月12日
（日）

開催場所：奈良市ならまちセンター

シンポジウム事業
国際交流事業

演技に会場が笑いに包まれました。
第2部には、5人組ボーカル＆手話パフォーマンス
グループ「HAND SIGN」が登場し、手話を交えた歌
やダンスで会場は一気にヒートアップ。客席を巻き
込んだパフォーマンスに、会場全体が一体となって
盛り上がりました。
フィナーレでは、出演者全員がステージに上がり、
来場者と一緒に「上を向いて歩こう」を手話で合唱し、
「言葉の壁」を超えて、会場が一つになりました。
来場者からは、
「表現のすばらしさに感動した」
、
「手
話と表情で伝えることの大切さを感じた」
、
「手話を
もっと知りたいと思った」などの感想が寄せられま
した。

分野別フェスティバル

身体表現としての手話を活かしたダンスや演劇な
ど、聴覚等に障害のある人もない人もともに楽しめ
る、コトバに頼らないパフォーマンスの魅力と可能
性を発信するステージイベントを開催しました。
第１部では、地元・奈良県を代表して、3つの団体
がそれぞれの持ち味を活かしたパフォーマンスを繰
り広げました。
聖心学園中等教育学校創作ダンス部は、第3回・第
4回全国高校生手話パフォーマンス甲子園に出場し
ており、この日も、手話を取り入れた美しいサイン
ダンスで観客を魅了しました。
奈良県立ろう学校演劇部は、今年度開催された第
4回全国高校生手話パフォーマンス甲子園で2度目
の優勝を果たした実績をひっさげての凱旋公演とな
る今回、
「命のつながり」をテーマに、手話と字幕で
演じる独自のスタイルで、見る者の胸を打つ熱演を
披露しました。
県内の演劇の好きなろう者、健聴者が集まって結
成された奈良ろう者劇団「大仏も笑う会」は、ろう者
の日常を切り取った手話喜劇を披露し、コミカルな

障害者交流事業

● 実施状況

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

まほろば あいのわ コンサート
開 催 日：2017年11月19日
（日）
開催場所：奈良県橿原文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
60

● 実施状況

公募により集まった障害のある人とない人160名が合
唱や小物楽器の演奏を披露する「まほろば あいのわ コ
ンサート」を開催しました。出演者は3回の練習会を経て、
本番に臨みました。
第1部では、マリンバ演奏家である松本真理子氏の指
揮で、アップテンポな歌から、しっとり聴かせる歌まで、
練習の成果を存分に発揮した合唱を披露し、オープニン
グを飾りました。
ゲストステージには、奈良県立高等養護学校在学中の
1995年に結成された5人組のバンド「フォーエンジェルズ」
と、手に障害のある森田さん率いる「森田マリンババンド」
が出演し、来場者の皆さんに勇気と元気を与えました。
第2部は、奈良県立畝傍高等学校音楽部と谷本賢一郎
さんによる、スペシャルゲストステージからスタート。
畝傍高校音楽部は、奈良県を代表する高校生コーラスと
して数々の全国大会に出場し、今年度開催された「全日
本合唱コンクール全国大会」では金賞を獲得しており、
一体感のある合唱で会場は透き通った美しい歌声に包
まれました。童謡からポップスまで、子どもも大人も一
緒に楽しめる音楽を紹介する番組にレギュラー出演し

ている谷本賢一郎さんは、来場者との掛け合いが楽しい
「あいさつの歌」をはじめ、皆さんが笑顔になれる曲を披
露しました。親から子への願いを込めた曲「なまえ」では、
畝傍高校音楽部がバックコーラスとして参加し、会場を
盛り上げました。
続くパフォーマンスステージでは、公募出演者が小物
楽器の演奏や、ボイスパーカッション、ボディパーカッショ
ンを披露し、楽しそうに音を奏でる姿に、来場者の笑み
がこぼれました。
フィナーレでは、公募出演者、ゲスト、来場者が一体と
なって盛り上がり、名残を残して幕を閉じました。
練習、本番を通じ、障害のある人とない人が音楽を通
してともに楽しみ、絆が生まれたコンサートとなりました。
【 プログラム】
（第 1部）◇オープニング ◇ゲストステージ（フォーエ
ンジェルズ、森田マリンババンド）
（第 2 部）◇スペシャルゲストステージ（奈良県立畝傍
高等学校音楽部、谷本賢一郎）
◇パフォーマンスステージ ◇フィナーレ
【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

全国障害者作品展・奈良県障害者作品展
開 催 日：【全国障害者作品展】2017年11月23日（木・祝）～25日（土）
【奈良県障害者作品展】①2017年10月19日（木）～24日（火）
②2017年11月23日（木・祝）～28日（火）

開催場所：【全国障害者作品展】奈良県文化会館
【奈良県障害者作品展】①かしはら万葉ホール ②奈良県文化会館

シンポジウム事業
国際交流事業

ばん

なお、その中から審査で選ばれた128 点の作品は、
16 本の幡となり、本大会のクロージングに合わせて東
大寺大仏殿前に掲揚しました。
体感部門では、視覚に障害のある人でも楽しめるよ
うな、触覚や聴覚などの視覚以外でも楽しめる作品を
募集しました。その結果、色々な素材を貼って作られ
た触って楽しめる絵画や、毛糸で編んだセーターにた
くさんの鈴や装飾を付けた触って着て音も楽しめる作
品など、見るだけでは味わえない面白さを体感できる
作品が集まりました。
自由部門では、絵画や写真、書道や手芸などの多

種多様な作品が集まりました。独創的な手法で描かれ
た作品や、細かい描写が特徴的な作品など、個性あ
ふれる作品が並び、来場者を楽しませました。
また、ダウン症の書家・金澤翔子さんの書を展示
する「金澤翔子特別展」や、
「第 17 回全国障害者芸術・
文化祭なら大会」サテライト開催事業実施府県から
の招待作品を展示する「他県連携特別展」も同時に
開催しました。
11 月 24 日（金）には、金澤翔子さんによる揮毫イ
ベントも行いました。翔子さんは約 200 名の来場者
が見守る中、一文字一文字に魂を込めて、
「共に生きる」
と大胆に書き上げました。
45 回目を迎える「奈良県障害者作品展」は、例年
の奈良市での開催に加え、
「中南和展」と題して橿原
市でも開催し、多くの応募作品でにぎわいました。
両展覧会を合わせて約 3900 人の方に来場してい
ただき、障害のある人が作り出すアート作品を、多く
の人に知っていただく良い機会となりました。

分野別フェスティバル

ビッグ幡 部門・体感部門・自由部門の 3 部門で、
障害のある人のアート作品を全国から公募し、展示す
る「全国障害者作品展」を開催しました。
ビッグ幡部門では、県内で毎年開催している「奈良県
は っ ぴ ー すぽっと
な
ら
障害者芸術祭 HAPPY SPOT NARA」の企画である
「ビッグ幡 in 東大寺」で掲揚する大きな旗、“ 幡 ” のデ
ザインに使用する原画を募集しました。
「花鳥風月」
をテー
マに描かれた色とりどりの個性豊かな作品が 368 点集
まり、全国障害者作品展ではそのすべてを展示しました。

障害者交流事業

● 実施状況

【 主催 】
厚生労働省、文化庁、奈良県、第 17 回全国障害者芸術・
文化祭実行委員会、第 32 回国民文化祭奈良県実行委員会
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総合フェスティバル

a特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学附属病院アート展
bキラリと輝く！特別支援学校アート展 2017
開 催 日：a2017年8月28日（月）～9月2日（土）
b2017年9月9日（土）～20日（水）
（アート・就労・暮らしをつなぐフォーラム：9月9日（土））

シンポジウム事業

開催場所：a奈良県立医科大学附属病院
b奈良県文化会館

国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
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● 実施状況

特別支援学校在校生・卒業生と行政機関、学校、事
業所、NPO など地域のつながりから、既成概念を超え
る新しい価値観を創造し、障害のある人が個性を活か
して当たり前に活躍できる社会の実現をめざします。
a特別支援学校と病院を結ぶ！奈良県立医科大学附
属病院アート展
患者さんと特別支援学校生の交流を目的に開催。
医師、看護師、医大病院で就労する卒業生ら28人等
の全面的な協力を得て、県立高等養護学校生と医大
学生が作品搬入、展示、受付、ワークショップの運営
を行いました。期間中、1500人の来場があり、
「元
気をいただきました」等の感想が寄せられました。
bキラリと輝く！特別支援学校アート展2017
県立特別支援学校10校の生徒、卒業生の個性が弾
けた、こだわりの芸術的な作品を展示。生徒たちが
受付、作品説明等を担い、来場者と直接、出会い、ふ
れあい、交流を深めました。鹿児島、高知、東京等の
全国各地、中国、韓国、アメリカ、ドイツ等の海外か
ら2200人が来場してくださいました。
また、展覧会に合わせて開催した「アート・就労・

暮らしをつなぐフォーラム」には、320人が参加し
てくださいました。本人、病院、企業、学校代表のパ
ネラー4名からは、アート、職場実習、就労、社会参
加活動の出会いの中で共感を得て、大きな自信とな
り、その後の転機、成長へと至る報告がありました。
フロアーの参加者からも感想が述べられ、あたたか
い雰囲気のフォーラムとなりました。
【アート・就労・暮らしをつなぐフォーラム出演者】
・パネラー
岸本亜矢子（県立明日香養護学校卒業生）
古家仁（県立医科大学附属病院長）
高田知彦（奈良中央信用金庫理事長）
仲子宏（県立高等養護学校長）
・進行役
赤川義之（NPO 法人ならチャレンジド理事長）
【 主催 】
a 奈良県立医科大学、奈良県立高等養護学校、NPO 法人
ならチャレンジド
b 奈良県特別支援学校長会、
NPO 法人ならチャレンジド
【共催】
奈良県、奈良県教育委員会、第17回全国障害者芸術・文化
祭実行委員会、第32回国民文化祭奈良県実行委員会

総合フェスティバル

全国連携コーディネート事業

シンポジウム事業

【連携実績】
サテライト開催事業実施府県：10府県
普及支援事業実施団体：23団体

【 主なコーディネート事業】
１．
「他県連携特別展」の開催
各連携団体の推薦作品を展示する展覧会を、2回
に分けて開催しました。
主催：厚生労働省、文化庁、奈良県、第17回全国障
害者芸術・文化祭実行委員会、第32回国民文
化祭奈良県実行委員会
開催場所：奈良県文化会館

分野別フェスティバル

第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会
（以下「な
ら大会」という。）を、全国各地で開催される障害者
の芸術・文化祭と連携・連動した大会とするため、全
国連携コーディネーターを設置し、コーディネート
事業を行いました。
具体的には、厚生労働省の平成29年度障害者芸
術・文化祭のサテライト開催事業（以下「サテライト
開催事業」という。
）実施府県及び平成29年度障害者
芸術文化活動普及支援事業（以下「普及支援事業」と
いう。
）実施団体の事業と連携し、
「他県連携特別展」
の開催、演劇公演や展覧会のコーディネート等を実
施しました。また、サテライト開催事業及び普及支
援事業へのなら大会関連作品の出展、広報協力の要
請等、なら大会の取組を県外に発信する取組を行い
ました。

障害者交流事業

● 実施状況

国際交流事業

他県連携特別展

①開催日：2017年11月7日（火）～12日（日）
出展団体：普及支援事業実施団体 ５団体
特定非営利活動法人アート NPO ゼロダテ
（秋田県）
特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン（宮城県）
社会福祉法人和歌山県福祉事業団（和歌山県）
社会福祉法人みずほ厚生センター（大分県）
社会福祉法人愛隣園（熊本県）
②開催日：2017年11月23日（木・祝）～25日（土）
出展団体：サテライト開催事業実施県 ４県
新潟県、長野県、愛知県、大分県
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総合フェスティバル
シンポジウム事業

手話狂言ワークショップ

手話狂言ミニ公演

“ 美しい ” と “ しあわせ ” の在り処

国際交流事業
障害者交流事業
分野別フェスティバル
64

あいちアール・ブリュット展

２．舞台公演・ワークショップ等のなら大会への誘致
なら大会開催期間中に、奈良県内で舞台公演・ワー
クショップ・展覧会を開催していただきました。
①日本ろう者劇団 手話狂言ワークショップ＆ミニ公演
主催：社会福祉法人トット基金 アーツサポ東京
開催場所：奈良県文化会館
・
「ワークショップ」
開催日：2017年11月10日（金）
・11日（土）
・
「ミニ公演」
開催日：2017年11月11日（土）

Action！ Vol.3

② “ 美しい ” と “ しあわせ ” の在り処－個人コレクター
の所蔵品によるエイブル・アート展
主催：川上文雄（ 特定非営利活動法人 エ イ ブ ル・
アート・ジャパン会員）
共催：特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン
開催日：2017年10月31日（火）～11月5日（日）
開催場所：アートスペース上三条

総合フェスティバル

“ こころ ” のふれあうフェスタ 2017

シンポジウム事業

第 16 回新潟県障害者芸術文化祭

第 20 回長野県障がい者文化芸術祭

国際交流事業

アール・ブリュット展 in 上越 3

団体名
大会等名
サテライト開催事業
愛知県
あいちアール・ブリュット
展
大分県
1人ひとりのもつ可能性を
活かす仕組みを考えるアー
ト展 Action! Vol.3
新潟県
第16回新潟県障害者芸術
文化祭
宮崎県
“ こころ ” のふれあうフェス
タ2017
長野県
第20回長野県障 が い 者文
化芸術祭
普及支援事業
（社福）みんなでいき アール・ブリュット展 in 上
る（新潟県）
越3 生活の柄
（社福）和歌山県福祉 第3回アールブリュット和
事業団（和歌山県） 歌山展 魂のであうところ

開催日
2017年9月13日（水）
～18日（月・祝）
2017年10月27日（金）
～11月5日（日）

応援バナーを用いた WEB ページ
（例 : 福岡県）

４．ポスター、チラシ及び WEB での広報協力
なら大会の広報協力として、
「なら大会応援バナー」
を活用したポスター、チラシ及び WEB を制作して
いただきました。また、なら大会公式ガイドブック・
ポスター及び各チラシ類の配布の協力を呼びかけま
した。
協力団体：10府県、23団体

分野別フェスティバル

３．なら大会関連作品の各地での展示
各地で開催される障害者の芸術・文化祭に、なら
大会関連作品を出展しました。
出展先団体：５県、２団体

障害者交流事業

応援バナーを用いたチラシ
（例 : 和歌山県福祉事業団）

第 3 回アールブリュット和歌山展

2017年11月12日（日）
～18日（土）
2017年12月3日（日）
2018年1月4日
（木）
～31日
（水）

なら大会応援バナー

2017年11月18日
（土）
～23日
（木・祝）
2018年1月6日（土）
～16日（火）
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