地域で共に生きる障害児・障害者アート展

表現することの意味と豊かさ
The meaning and richness of expression
Art Exhibition of People with Disabilities Children with Disabilities Living in the Society

港区重度障害児の日中一時支援事業「夏山」

《NATSUYAMA》,from the Minato City Daytime Support Project for Children with Severe Disabilities

2020.3.18 ( 水 ) ー
WED

3.30

(月)
MON

10:00-18:00

■3 月 24 日（火）は休館日
※金曜日・土曜日は 20 時まで開館（入場は閉館時間の 30 分前まで）

* Open until 8 PM on Fridays and Saturdays (Admission is until 30 minutes before closing.)

国立新美術館 1 階 ロビー
港区六本木 7-22-2 https://www.nact.jp

The National Art Center, Tokyo, 1st Floor Lobby
7-22-2 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

入場無料

Free Admission
主催：

港区 共催：

Sponsorship : Minato City

監修 : 特定非営利活動法人 虹色の風
Cosponsorship : The National Art Center, Tokyo

問合せ 港区保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

Supervision : NPO Nijiiro no Kaze

電話 03-3578-2458 FAX 03-3578-2678

Inquiries : Minato City Public Health and Welfare Support Department, Disabled Personsʼ Welfare Section, Disabled Personsʼ Welfare Subsection

■アート展の概要

Outline of the Art Exhibition

出展作品は、夏休み期間中に実施した港区重度障害児日中一時
支援事業の中で制作された作品と、区内の障害児・者施設で制作
された作品です。
また、
企業との協働により、
フローリング材の製作過程で発生する
端材を活用し、港区内の障害のある方とともに壁面のアート作品を
制作するアートワークショップで制作した作品も展示します。
These artworks were created as part of the “Minato City Daytime
Support Project for Children with Severe Disabilities”
held during summer vacation, and at Minato City facilities for children
with disabilities.
In collaboration with a company, we will also exhibit works created at
an art workshop where people with disabilities in Minato City make wall
art works using scraps from the ﬂooring production process.

港区保健福祉支援部 障害者福祉課

Inquiries: Disabled Personsʼ Welfare Section,
Public Health and Welfare Support Department, Minato City

地 域 の 方 々と共 創したアート作 品を飾ることで人と人との
“つながり”を創出する空間を目指した店舗がウッドデザイン賞
2019に入賞し、
その関連作品である本社屋の作品を展示いただける
ことに感謝します。
地域社会やそこに生きる人々との“つながり”の象徴であるこの
作品がコミュニティとの結びつきを深め、豊かな共生社会の未来を
育むことを願います。
Thank you for showcasing the artwork brought from our head oﬃce.
The artwork was created together with local community, having the same
aim to create “connection” between people, as the artwork created for
our store, which won Wood Design Award 2019 last year.
We hope this art, a symbol of “connection” for the local community and
people living there, will deepen the relationship and nurture the future of
prosperous co-existing society.

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社

Artwork Provided by Starbucks Coﬀee Japan Co., Ltd
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美術館に展示することを目標に一年間制作してきました。
誰もが自分の気持ちを表現できる豊かさと大切さを、
この作品展
で感じていただけましたら幸いです。
I have been producing for one year with the goal of exhibiting it at
an art museum.
We hope that this exhibition will show you the richness and importance
of expressing your feelings.

指導協力

■ 出 展 事業及び 事業所

特定非営利活動法人 虹色の風

Supervision: NPO Nijiiro no kaze

(五十音順）

■ Exhibition projects and oﬃces (in order of Japanese syllabary)

港区重度障害児日中一時支援事業

《アクセス》

工房アミ
（生活介護）Kobo Ami (Life Care)

東京メトロ千代田線 乃木坂駅
青山霊園方面改札6出口（美術館直結）

Minato City Daytime Support Project for Children with Severe Disabilities

工房ラピール（就労継続支援B型）

Kobo Rapieru (Employment Continuation Support Type B)

KOKOZO南青山（放課後等デイサービス）

東京メトロ日比谷線・都営大江戸線
六本木駅7出口から徒歩約4分

KOKOZO Minami-aoyama (After-School Day Service)

こども療育パオ（通所型施設）Kodomo Ryoiku Pao (Child Daycare Facility)
新橋はつらつ太陽（生活介護）Shinbashi Hatsuratsu Taiyo (Life Care)
すてっぷわん（児童発達支援・放課後等デイサービス）

※一般車両用の駐車場はございませんので、
お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
※身体障害者用駐車場は西門からご利用いただけます。
障害者手帳を警備員にご提示ください。

Step One (Child Development Support, After-School Day Service)

たいらか（通所型施設）Tairaka (Daycare Facility)
テクノシップ（通所型施設）Technoship (Daycare Facility)
西麻布作業所（生活介護）Nishiazabu Workshop (Life Care)
虹色の風（特定非営利活動法人）Nijiiro no Kaze (NPO)
ハービー＆マックローリン・陽だまり介護センター

（児童発達支援・放課後等デイサービス）

Harvey & Maclaurin Hidamari Care Center (Child Development Support, After-School Day Service)

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

（地域活動支援センター）

Minato Community Activity Support Center for People with Mental Disability
(Community Activity Support Center)

みなと工房（就労継続支援B型）

Minato Workshop (Employment Continuation Support Type B)

みなと障がい者福祉事業団（就労移行支援）
Minato Welfare Organization for People with Disabilities
(Employment Trausition Support)

<<Access>>
Tokyo Metro Chiyoda Line Nogizaka Station,
Aoyama Cemetery Area Ticket Gate, Exit 6
(direct access to the museum)
Tokyo Metro Hibiya Line / Toei Oedo Subway
Line Roppongi Station (H04/E23)
Approximately 4-minute walk from Exit 7
* There is no parking lot for general visitors,
so please use public transport when you visit.
* Parking lots for people with physical disabilities
are available from the west gate. Please present
your physical disability certiﬁcate to the security
guard.

