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回を重ねる程、作品に対する作者の思いが込められ「ぴかっto」光る作品が
並ぶ第6回「ぴかっtoアート展」が1 2月 2日から1 1日の会期にて開催されま
した。障がい者アート展「ぴかっtoアート展」は、障がいのある人が自分の内
から湧き出でてくる気持ちやほとばしる感情を心のままに表現した作品を発
表しています。このアート展は、作家自身には生きる目標や自信を持つこと
ができ、地域社会には障がい者理解への大きな道標となることを目的として
います。

作品は、県内の各関係団体や関係機関、学校、事業所を通じて応募してい
ただき今回は、34 3品という過去最高の応募となりました。どの作品にも自
分を表現することの喜びが感じられ、色使いの美しさや発想力の豊かさは、
見る人の心を揺さぶります。このアート展に先駆け9月2 2日から2 6日の短
い期間ではありましたが長浜市にある魯山人ゆかりの「北国街道安藤家」に
おいて過去 5 回の大賞及び入賞作品を展示する湖北巡回展を開催することが
できた事は、第 6 回アート展の応募に良い影響があったと思います。期間中
には関連イベントとして審査をしていただいた「はたよしこ先生」に入賞作
品の解説をしていただきました。また来場者がお気に入りの作品を選んだ「ぴ
かっto賞」は、大賞作品とは違った表現に魅了された結果であります。

会期の最終日には表彰式が行われ、池永肇恵 副知事より知事表彰等が授
与され作家ご本人・家族・支援者の方々の喜びの渦ができました。「おめで
とう！」とお祝いされる機会が少ない方々ですが、恥ずかしいけど誇らしかっ
たと思います。この経験が、明日からの希望となり、これからの活躍の土台
となる事を願ってやみません。

会場提供にご協力いただいているイオンホールは、大型商業施設イオン
モール草津の中にあり一般市民の方々が気軽に来場でき、滋賀県の障がい者
アートを広く発信できることでの成果は大変大きいと思います。作家の皆様
にとってはこの「ぴかっtoアート展」が一つの目標となり、日々の創作活動の
励みとなっている事が伝わってまいります。運営側としては、更に多くの来
場者に観ていただけるよう工夫努力を続けていきたいと思います。

最後に「ぴかっtoアート展」を開催するにあたりまして、ご協力いただきま
した多くの関係方々に心より感謝申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

はじめに

「ぴかっtoアート展」実行委員長

　　﨑山　美智子

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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「第６回ぴかっtoアート展」を12月2日から12月11日までの10日間イオンモール草津
イオンホールにて開催させていただきました。

このアート展は、従来、作品出展の機会の少なかった県内の障害のある人の造形作品
を広く公募し、優れた作品を展示することによって、障害のある人の社会参加の促進お
よび造形活動の裾野を広げるとともに、県民の障害者への理解を深めることを目的に毎
年開催しています。

今年度は平面作品266点、立体作品77点もの応募があり、選考の結果、平面作品62点、
立体作品30点を展示しました。また、優秀作品として大賞1点、優秀賞2点、佳作3点、
審査員特別賞3点が選ばれました。

おかげさまで「第6回ぴかっtoアート展」は期間中1632名もの方に足を運んでいただく
ことが出来ました。イオンモールに来られたお客様が気軽に立ち寄られ、障害者の造形
作品を初めて知る非常に良い機会となっており、心より感謝しております。

この展覧会の良いところは、作家が一生懸命作った作品を見て、どんな思いで作られた
のかと来場者も考えるところではないでしょうか？どうやってこんな作品を作ったのだろ
う？どうしてこんな色使いをしたのだろう…。想像するとますます楽しい展覧会です。

障害があるからすごい作品が作れたということではなく、障害をもっていることも
１つの個性と捉え、すごい個性のある人が一生懸命頑張ったからすごい作品になったの
だと自然と感じられます。

来場者アンケートには、作品を見てくれてありがとうという本人さんの言葉と、素敵な
作品を見せてくれてありがとうという来場者の言葉がたくさんありました。感謝と尊敬の
気持ちが作品を通じて生まれ、障害者への理解につながっていけばいいなと思います。

また、来年素敵な作品と出会えることを心より楽しみにしています。

期　間 ： 平成28年12月2日（金）～12月11日（日）
  10時～18時（土・日は20時まで）
会　場 ： イオンモール草津2階　イオンホール
主　催 ： 滋賀県、ぴかっtoアート展実行委員会
事務局 ： 公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会

後　援 ：  朝日新聞大津総局、読売新聞大津支局、毎日新聞大津支局、産経新聞社、中日新聞社、
京都新聞、日本経済新聞社大津支局、共同通信社大津支局、時事通信社大津支局、

  ＮＨＫ大津放送局、BBCびわ湖放送、KBS京都（順不同）

協　力 ：  滋賀県教育委員会、公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会、NPO法人滋賀県精神障害
者家族会連合会、きょうされん滋賀支部、滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会、滋
賀県児童成人福祉施設協議会、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、社会福祉法人グロー

（ＧＬＯＷ）～生きることが光になる～、イオンモール草津

障害のある人による公募作品展
第6回「ぴかっtoアート展」～それぞれのカタチ～
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音楽

ぴかっtoアート展入賞作品

大賞 <1作品>

【講評】
・鉛筆画と思えない重厚な画面から、人が描かれていないのに音のリズムが聞こえてきそうです。
　（今井　祝雄氏：造形作家　成安造形大学　名誉教授）
・黒と白だけのシンプルな作品。ピアノやドラムなどの楽器が描かれている。忠実な描写が美しい。
　大胆でもあり、デリケートでもある。魅力的な作品だ。
　（はた　よしこ氏：ボーダレス・アートミュージアムＮＯ-ＭＡアートディレクター）
・鉛筆一本だけで描いたという画面はとても力強く芯があり、重厚な音色がしみ込んでいるジャズクラ

ブの雰囲気がよく出ているように感じました。独特の空間処理や、黒と白のコントラストも絶妙でした。
（渡辺　亜由美氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）

(54.4cm×76.7cm  2015) 川邊　紘子
彼女は絵画、陶芸とその日やりたい創作に取り組む。
絵画においては人、動物、風景等どんなモチーフも迷
いなくペンを走らせる。全体像を描くと、ピンク、水
色と大好きな自分色に染めていく。モノクロの作品で
は鉛筆一本を用いて、描いている。濃淡を使い分け塗
り進めると、真っ白だった画用紙が次第に漆黒に艶め
いていく。モチーフとなったものが、彼女の手によっ
て新たな表情を見せ再構築された作品へと変わる。

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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優秀賞 <2作品>

点と線

仏の祈り

森田　郷士

一円　敏彦

(103cm×90cm×59cm 17kg 2015)

(77cm×54.5cm 2016)

【講評】
両面に顔を持つトーテムポールのような仏像は見る
者の目をそらせない存在感がみなぎっています。

（今井　祝雄氏：造形作家　成安造形大学　名誉教授）

【講評】
繊細な線と、色のにじみやグラデーションが
とてもセンスが良く、目を引きました。描か
れている人物の姿もコミカルで、まるでダン
スをしているようです。

（渡辺　亜由美氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）
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佳作 <3作品>

無題

お父さん、私、お母さん

かお

O.S

竹口　和

山本　愛

(38.2cm×54.2cm 2015)

(38cm×54cm 2015)

(29cm×41cm×29cm 2015)

【講評】
山が６つと、太陽。７色だけの色で塗っている。
小さいサイズの作品だが、大きな迫力が感じら
れる。

（はた　よしこ氏：ボーダレス・アートミュージアム

NO-MAアートディレクター）

【講評】
各色の歯など自由な色遣いで描かれた家族の表
情は一度見たら忘れられない強さを放っていま
す。

（今井　祝雄氏：造形作家　成安造形大学　名誉教授）

【講評】
四方に広がる独特の造形や、細かく重ねられた粘
土は、まるで１つの生き物のようでした。これは
人の顔を表現しており、上へと伸びる粘土は髪の
毛を表しているそうです。ムラのある焼き方も味
があり、全体的にどきりとする作品に仕上がって
いると思います。

（渡辺　亜由美氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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審査員特別賞 <3作品>

まる

なし

無題

(61cm×79cm 2015)

(23.5cm×36cm×2.5cm 2016)

(16.5cm×120cm×6.5cm 2016)

河合　由美子

里田　如

髙堂　久義

【講評】
盛りだすほど何重にも縫われた色とりどりの円
がとても美しい作品です。全体的にピンクや赤
の糸が使われており、華やかな雰囲気がします。
そして生地のフェルトの縮みや糸の盛り上がり
が作品に動きをつくっており、見飽きることが
ない独特のリズムを生み出しています。

（渡辺　亜由美氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）

【講評】
段ボールの上に、細かく切った３ミリ角の小さ
な紙。彼女が通っている作業所の事務所で出る
プリンターの紙。そのインクが少し付いてし
まった破棄される紙を、もらって小さく切りド
ンドン貼っていく。この作品は大量に有り、本
人はアートなどとは思っていない。日々の生活
の呼吸のような物なのだ。

（はたよしこ氏：ボーダレス・アートミュージアム
NO-MAアートディレクター）

【講評】
流木の自然な風合いと刻まれた手跡と響き合っ
て、大きいお守りみたいで作者の愛情が伝わって
くる作品です。

（今井　祝雄氏：造形作家、成安造形大学名誉教授）
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ぴかっ to 賞

入選作品 <83作品> 

いきものたち 八木　理都子

チューリップ

てるてる坊主

西川　研一

駒形　晶子

カレンダー

自画像

無題

ふくろう

山元　まゆみ

柿本　健

野村　尚司

村田　美穂

無題 俊介

カラフルな色使いと今にも動き出しそうな活き活
きとした感じにとても引き込まれました。

（来場者の声）

家が静電気でビリビリ

退屈になったいちご

森澤　一成

奥田　美智子

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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無題

ももこ

はだかの女の人 さかな原

花嫁

手と足 太歳のいる風景

サーカス隊

恐竜

昆虫

真実の目小瀬川　僚

中川　ももこ

田中　睦美 井野　友貴林口　勲

MEIRI

齋藤　志保 森　雅樹

大家　美咲

鵜飼　結一朗

城谷　明子

池上　菜々
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大島優子

日本各地の水族館

顔

私の暮らし

龍の牙

かいじゅう 六地蔵

ねんどの刀

無題

大路　裕也

宮下　幸士

酒井　清

松崎　響子

西川　丈晴

瀧口　真代 丸山　藤和

UGAI　HAYATO

平野　義明

無題 H.K

かか じじ うう 瀧口瀧口 真真代代

薬を持つ地蔵菩薩

ルンルン気分 100 パーセント

梅本　音弥

yui

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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ゆかいな仲間

やまんば

おじぞうさん

無題

無題

埴輪
つぼ

無題

憧れのお鍋

鳥のツボ

夢中

おばけ

ジョニー３３

二宮　祥

安藤　良寛

本城　直

石野　光輝

川瀬　利幸
下山　孝也

山本　槻

力石　行

疋田　利男

石田　正志

楠　舞子

ぼ 下山 孝也
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桜の樹ワシ

私と私 カエル

いちじく

無題

お母さん

ヘビと女

いっぱいぬった

不明

横田　剛治小川　秋夫

平原　千恵 西村　有加

矢野　輝

塚本　清孝

秋田　大作

比嘉　野歩治

A.T

岸田　薫

カゴの中のオウム

自動車と学校と先生と

早藤　剛

古野　廣文

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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三上山と焼却炉

いろいろな道具

大根とオレンジとバナナ

キャラクター

ホタルとガラスの工場

ひまわり

かんらんしゃ

ピアスをつけた女性

瑞穂チーム

タイトルなし

ＥＸＩＬＥ
Nature（自然）

坂口　晋吾

川越　壮真

田井中　太郎

岡本　直樹

北川　浩史

佐藤　良平

伊藤　愛

杉原　靖子

高城　相覚

勝間　陽介

大原　千明まゆ
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ひまわり

りんご

りんご

自分の顔

おせち料理

てんとうむし

ジグソーパズル タイトルなし

西中　一貴

吉村　しずな

藤田　始宏

寺本　一隆

北村　悦子

加賀谷　圭太

深尾　瞳 小嶋　桂介

■展示作品内訳
　平面作品　　62点（絵画62点）
　立体作品　　30点（陶芸・粘土19点、彫刻1点、織物・編物4点、その他6点）

※ご本人の意向により2作品掲載はしておりません。

風船と喫茶店

夏に咲き誇る向日葵お花がいっぱいさいたよ

杉谷　峻一

松本　篤志江上　孝子

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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ぴかっtoアート展開催風景
　平成28年12月2日（金）～12月11日（日）10時～18時（土日は20時まで）
　イオンモール草津　2階　イオンホール　入場無料



第６回 ぴかっtoアート展報告集
関連イベント風景

平成28年12月11日（日）14時～15時　イオンホール　
『ギャラリートーク』
選考委員のはたよしこ氏をお招きし、入賞した作品の解説や「アール・ブリュット」の魅力につい
て解説していただきました。また入賞された方にも参加いただき、はたよしこさんと作品につい
てお話ししていただきました。（参加者：40名）

平成28年12月11日（日）　15時15分～　　イオンホール　
『ぴかっtoアート展表彰式』
大賞1名、優秀賞2名、佳作3名、審査員特別賞3名の合計9名が出席。
池永滋賀県副知事、﨑山実行委員長より入賞者に賞状と副賞が授与されました。

15

平成28年12月2日（金）～12月11日（日）会期中随時　イオンホール
『来場者投票』
来場いただいた方に投票用紙を配布し、一番気に入った作品に投票いただきました。
一番得票数の多かった作品は、ぴかっto賞として、後日、実行委員長より表彰状を授与していた
だきました。作品（「いきものたち」）は報告書の入選作品の7ページにて紹介しています。

ぴかっto賞の八木理都子さんへ表彰状をお渡ししました。

（大賞　川邊紘子さん）



月日（曜日） 入場者数 月日（曜日） 入場者数
12月2日（金） 135 12月7日（水） 73
12月3日（土） 223 12月8日（木） 89
12月4日（日） 265 12月9日（金） 105
12月5日（月） 85 12月10日（土） 197
12月6日（火） 136 12月11日（日） 324

男性 283
女性 431
記入なし 26

10歳未満 32 50代 109
10代 56 60代 102
20代 94 70歳以上 43
30代 142 記入なし 7
40代 155

県内合計 694
大津地域（大津市） 251
湖南地域（草津市・栗東市・守山市・野洲市） 214
甲賀地域（甲賀市・湖南市） 57
東近江地域（近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町） 62
湖東地域（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 43
湖北地域（長浜市・米原市） 8
高島地域（高島市） 37
地域記入なし 22

県外合計 41
京都府 24
大阪府 4
兵庫県 2
奈良県 2
その他 8

記入なし 5

入場者数　1,632名

アンケート結果（回答者数740名）
1. 性別

3. お住まい

2. 年齢
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初めて 284
2回～5回 328
6回～10回 58
11回以上 65
記入なし 5

4. ご来館いただいたきっかけ（複数回答可）

※その他の回答
　昨年も来たので知っていた、ホーム、病院の紹介で知った　など

7. アール・ブリュット（生の芸術）という言葉をご存じですか ?

5. 障害のある方の作品展をご覧になるのはこれが何度目ですか ?

6. 今回の展覧会の感想を次の中から選んでください。

ちらし・ポスター 77
新聞 9
インターネット 8
テレビ・ラジオ 7
知人・友人の紹介 67
職場の紹介 43
イオンに来て知った 336
作家本人 21
作家の家族 34
作家の友人、知人 33
福祉関係者 110
その他 40
記入なし 17

大変良い 378
良い 289
普通 55
あまり良くない 1
良くない 0
記入なし 17

名前や内容も知っている 208
名前だけ知っている 130
名前も知らない 342
記入なし 60

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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かわいい絵もあったり、こまかい絵もあって
楽しかったです。（10歳未満女性）

初めて見たけどとても良いなって思いました。
（10代男性）

とてもユニークな作品や不思議な作品があり、
自分が感じるものと他の人が感じる事は違う
のだと気づきました。凄くおもしろく、興味
のわくものが多かったです。（10代女性）

重症身体障害者の方が描かれた作品をもう少
し見たい。（20代男性）

発表の場を作っていただきありがとうござい
ます。こういう機会があるのは本人の励みに
なりますし、家族の者もあたたかい気持ちに
なれます。今後もいろんな場所で開催しても
らいたいです。（20代女性）

様々な作品があり楽しむことができました。
ショッピングセンターでしていただけると気
軽に見る事ができました。（30代男性）

子供達が作品展の前に立ち止まり拝見させて
いただきました。かわいらしい作品や細かな
作品がたくさんあり感動しました。子供達も
すごい！キレイと見入っていました。又よせ
ていただきたいです。ありがとうございまし
た。（30代女性）

障害者であろうがなかろうが、一生懸命に取
り組んだ作品を発表できる場所の提供をして
頂いているこの展覧会の意義に共感し、来場
させて頂きました。数々の作品の作者の頑張
りに心を打たれました。他にも花嫁、昆虫な
ど素晴らしい作品を見れてきたかいがありま
した。（40代男性）

8. 今回の展覧会をご覧になってどのような感想をもたれましたか ?

作品１つ１つも展示の仕方もとても素晴らし
いと思いました。作品に込められた思いやエ
ピソードなどが簡単に添えられているとより
楽しく見せていただけるかと思います。良い
ものを見せていただきありがとうございまし
た。（40代女性）

個性的な作品が多く何か癒されました。障害
も１つの個性だと理解できます。うちにも障
害者がいますので。（50代男性）

純粋に描いている作品もたくさんあるが、指
導が入ったことをうかがわせる作品があるの
が残念。アールブリュットが売り物にされな
いよう（見せるための作品になってしまうの
で）努力をお願いしたいです。（50代女性）

芸術はよくわかりませんが、完成度の高い物
も良いが下手でも人間性がにじみでている作
品が気に入りました。（60代男性）

気軽に立ち寄りましたが、どの作品からも目
が離せなくなり、自分でも感動でした。色の
世界が明るくても暗くてもこんなに美しいも
のだったと久しぶりに感動しました。ほんと
にありがとうございました。（60代女性）

全てが素晴らしく 1 点だけを選ぶのは難しい。
心より感動しました。（70歳以上男性）

持っておられる感性は障がいがあるなしでは
ないと思いました。一生懸命の時間に感動す
るとともに私も皆さん方も一緒に頑張ろうと
勇気をいただきました。（70歳以上女性）
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応募期間

応募作品数

応募者障害種別

応募者年齢

応募者所属団体

応募者居住地

平成28年7月1日（金）～9月16日（金）

343点（内訳　平面作品266点　立体作品77点）

身体障害66名、知的障害254名、精神障害40名、
発達障害26名、特別支援学校の生徒10名、その他　7名（重複計上あり）

15～20歳　51名、21～30歳　80名、31～40歳　62名、41～50歳　64名
51～60歳　46名、61～70歳　33名、71歳以上　7名

学校　9名、施設・作業所　317名、在宅　5名、病院　11名

大津市　62名、草津市　34名、高島市　28名、近江八幡市　41名、
彦根市　83名、栗東市　1名、野洲市　34名、守山市　4名、甲賀市　38名、
湖南市　6名、東近江市　3名、長浜市　2名、米原市　6名、日野町　1名

作品応募

1 次選考（書類審査）

2 次選考（実物審査）

平成28年10月5日（水）13時30分～　　
滋賀県庁合同庁舎　６－C 会議室、7－C会議室
　
審査員：ぴかっtoアート展実行委員5名

平面作品　6 2 点・立体作品　3 0 点（合計 9 2 点）
が1次選考を通過

平成28年11月9日（水）13時30分～
滋賀県立琵琶湖文化館
審査員：今井　祝雄氏
 　（造形作家、成安造形大学名誉教授）
 はた　よしこ氏
 　（ボーダレス・アートミュージアム
 　　　ＮＯ-ＭＡアートディレクター）
 渡辺　亜由美氏
 　（滋賀県立近代美術館学芸員）

平面作品　62点・立体作品　30点（合計92点）が2次選考合格（入選作品決定）
その中から、大賞1点、優秀賞2点、佳作3点、審査員特別賞3点を決定した。

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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■ぴかっtoアート展湖北巡回展開催風景

今年度は、ぴかっtoアート展の過去の入賞作品15点を北国街道安藤家にて展示しました。
いつもとは雰囲気が違った作品展に来場者は喜んでおられました。

平成28年9月22日（木）～9月26日（月）10時～17時
北国街道安藤家（長浜市元浜町8番24号）
入場無料
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■入場者数　332名

■出展作家

■ぴかっtoアート展湖北巡回展感想（来場者アンケートより）

①神山美智子　「6人の巨人となかま」 ②上籔真一　「とり」　
③北川浩史　「ほたるのはか」 ④木村茜　「お線香花火」　
⑤榎本高士　「タイトル不明」 ⑥一円敏彦　「仁王の怒り」
⑦冨士川義晃　「タイトル不明」 ⑧比嘉野歩治　「女性」　
⑨石田弘和　「十一面観音がよかった」 ⑩岡元俊雄　「3人の女の人」　
⑪下山孝也　「8大スーパーヒーロー」
⑫西村真智子　「かお」 ⑬出納智則　「酒づくり」　
⑭鎌江一美　「まさとさん」 ⑮田村拓也　「女の人」

展示場所の雰囲気が良かったと思います。ダ
イナミックな作品を拝見して元気をもらいま
した。

作家のことについてもう少し詳しく知りた
かった。今回長浜での展示なのでぴかっtoアー
ト展に来れてよかった。こういう作品がまち
かどのあちこちで気軽に見られるようになれ
ばと思います。ぜひとも湖北在住の方にも光
をあてて、また安藤家の公開と併せて開催し
て頂けたらと思います。

安藤家の静かな雰囲気の中、じっくりと作品
を鑑賞させていただけてとても良かったです。

落ち着いた室内でゆっくり見せていただきま
した。細かいところまでしっかり作られてい
て感心したり、美しい色に出会えて楽しかっ
たです。ありがとうございました。

安藤家が素晴らしかったです。良い場所で展
覧会をしていただいてうれしく思いました。

とても良い企画だと思います。もっと宣伝し
て広くいろいろな人に知ってもらえるように
したらいいのにと思います。

いつも作家本人さんと見に来ています。どの
作品もすばらしくおどろくばかりです。

展示されている建物とアートのコラボがすてき
です。細かいところがすごいなと思いました。

とても落ち着いたところに、作品とのバラン
スが良く、気持ちよい空間でいつもの作品が
違った印象を受け、大変良かった。

初めて見せて頂いたが、どの作品もとても素
晴らしく感激しました。見ることができ、本
当に良かったです。また行きたいと思います。

それぞれの作品が大胆で緻密であり、こんな
絵や作品があることにおどろきです。会場が
良かった。

独創的な作品が色々あり表現の多彩さに驚き
ました。もっと色々な作品が見られたらと思
いました。ありがとうございました。

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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新聞記事
■平成28年9月22日　京都新聞

■平成28年12月3日　中日新聞
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■平成28年12月5日　京都新聞

■平成28年12月8日　京都新聞

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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募集要項
　従来、作品出展の機会の少なかった県内の障害のある方による造形作品を広く公募し、展示
会を開催することにより、障害のある方の社会参加の促進および造形活動の裾野を広げるとと
もに、県民の障害者への理解を深めることを目的として開催します。

趣　旨

（１）滋賀県在住、または滋賀県の学校、施設、病院を利用している障害のある方（身体障害者
手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を有する方、およびその取得に準ずる
障害のある方）

（２）年齢は満15歳以上（中学生以下を除く）の個人創作の応募に限ります。
（３）作品は他の公募展等に出品したことのないもので、他の作品の著作権を侵害する作品は

応募できません。

応募資格

（１）平面作品および立体作品（手法や表現の内容については一切自由です）
（２）１人１作品とします。（作品の規格内であれば組み作品も可）
　　※写真・作文は対象外とします。書は応募可能ですが、アート作品としての審査を行います。

応募作品
（出品品目）

平成28年7月1日（金）～9月16日（金）応募期間

（１）平面作品　縦162cm×横 131cm（100号）以内（額を含まない）
（２）立体作品　幅・奥行き・高さのそれぞれが概ね150cm以内　重量概ね30㎏以下
　　　　　　　素材、手法は自由ですが、床面に展示可能な作品であること。
※悪臭、火気使用等、会場汚損並びに観客に危害を及ぼすおそれのある作品は応募できません。

作品の規格

無料（ただし、応募にかかる書類、作品の送料、作品を返却するための送料は応募者のご負担
となります。）

応募料金

方　法

・応募用紙に必要事項を記入のうえ、作品の全体が写った写真（複数枚可）、審査結果返信用
82円切手を添えて事務局まで郵送してください。
・施設や学校などで複数の作品を応募される場合は、それぞれの応募用紙にご記入をいただ
き、まとめてご応募ください。（応募者に審査結果を通知します。相当分の返信用の切手もご用意ください。）
・作品の写真はDSCサイズ（89ミリ×119ミリ）またはLサイズ（89ミリ×127ミリ）のプリントと
します。（パソコン・プリンターを使う場合は必ず写真用紙を使用してください。）
・立体作品は必ず違う角度から撮影したものを２枚以上つけてください。
・写真は「応募用紙」に糊付けしてください。（足りない場合はコピー可）
・応募用紙は返却しませんのでご了承ください。
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・展示作品および展示選外作品の返却は以下のとおりとします。
・展示作品：作品の展示期間の終了後、イオンモール草津イオンホールにて返却します。

日時など詳細については選考結果を送付する際に書面にて通知しますので、直接
受け取り願います。

・展示選外作品：11月下旬を予定。選考結果を送付する際に書面にて通知しますので直接受
　　　　　　　 け取り願います。
　なお、直接受け取りが難しい場合は、本人負担となる送料着払いで返送いたします。

作品の返却

・作品の取扱いには十分注意しますが、作品の搬入出や展示等における作品損傷、事故等に
ついては、主催者はその責任を負いかねますので、ご了承ください。

・著作権はすべて出品者に帰属しますが、管理、記録、報道への情報提供のために展示作品
を撮影し使用する場合があります。

・展示、広報、記録などの際に、出品作品の作家氏名、作品名、制作年、素材について公表
されることを出品者があらかじめ了解の上、出品するものとして取り扱います。

・報道機関等の取材に対しては、出品者が了解した情報を提供する場合があります。
・優れた作品につきましては他の企画展等に推薦する場合があります。
・「応募用紙」に記入いただく個人情報は、本作品展運営に限り使用します。
・出品方法や返却方法を変更する場合があります。その場合は、事務局よりご案内します。

注意事項

〒520-0044 　滋賀県大津市京町4丁目3-28　公益社団法人　滋賀県手をつなぐ育成会　内
　　　　　　ぴかっtoアート展実行委員会事務局 宛
TEL＆FAX：０７７－５２３－３０５２　E-mail：shiga-ikusei@world.ocn.ne.jp
http://www.shiga-ikuseikai.jp/　（ぴかっtoアート展の情報を掲載しています）

応募先・
問い合わせ先

（１）一次選考（写真選考）：10月上旬予定
・一次選考では応募用紙および写真による作品の審査を行います。
・選考はぴかっtoアート展実行委員会委員の中から選出された選考委員５名により行います。
・選考結果は応募者指定の連絡先へ書面にて通知します。
●作品受付について
・一次選考を通過した方のみ作品を搬入していただきます。
・作品の搬入受付は10月下旬を予定しています。なお、日時、場所など詳細については選
考結果を送付する際に書面にて通知します。

・作品は、直接持込、宅配便いずれでも可です。必ず作品受付期間内に提出してください。
なお、搬入にかかる経費はご本人の負担とさせていただきます。

（２）二次選考（実物選考）11月上旬予定
・二次選考では実物による作品の審査を行い、優秀作品および入選作品を選考します。
・選考は主催者が委嘱する次の選考委員により行います。

今井　祝雄　氏（成安造形大学名誉教授）
はた　よしこ　氏（ボーダレス・アートミュージアムNO-MAアートディレクター）
渡辺　亜由美　氏（滋賀県立近代美術館　学芸員）

・選考結果は、11月下旬までに応募者指定の連絡先へ書面にて通知いたします。
・二次選考の結果、優秀作品に対しては、賞状および副賞を贈呈し表彰します。また、入選作
品はぴかっ to アート展において展示します。

大賞1点、優秀賞2点（知事表彰）  佳作３点、審査員特別賞　数点 (実行委員長表彰）

選考方法お
よび優秀作
品の表彰

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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Eメールアドレス
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てんじさくひん さつえいしよう さつえいしよう さつえいしよう

さ っ か し め い こうひょう こうひょう か き らん きにゅう

こうひょう ば あ い こうひょう さっかめい とう
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こうひょう こうひょう

年
ねんれい

齢 性
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別

障
しょうがい

害の種
しゅべつとう

別等
こうひょう か の う は ん い こうひょう

しんけんしゃ しせつ　　 だんたい　　たんとうしゃ

しせつ　　 だんたいめい

でんわ

たさっか さっかほんにんかんけい

連
れんらくさき

絡先
（電

でんわ

話は連
れんらく

絡
がつきやすい
番
ばんごう

号をお願
ねが

い
します）

施設・団体名

じゅうしょ

　〒　　　　

電話 FAX

作家氏名

おう ぼ  しゃ し  めい

応募者氏名

障害の種別等

（○で囲む）

ちょうふくしょうがい かた がいとう しょうがい かこ

しんたいしょうがい し か く ちょうかく し た い な い ぶ ちてきしょうがい せいしんしょうがい はったつしょうがい

とくべつしえんがっこう せ い と し か く ちょうかく ち て き し た い ふ じ ゆ う びょうじゃく た

※重複障害のある方は、該当するすべての障害を○で囲んでください。
身体障害（視覚・聴覚・肢体・内部）知的障害　精神障害　発達障害　
特別支援学校の生徒（視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱）その他( 　                           )　

所属団体（学校・施設・会社名など）

作家との関係 作家本人　・　親権者　・　施設、団体の担当者　・　その他（　　　　　　　　　　）

住所

展示・広報等の際に使用・公表してよいか、必ずそれぞれに○をつけてください

おうぼしゃ れんらくさき

応募者について（連絡先）

さっか

作家について

展示作品の撮影使用について

作家の氏名について

撮影使用してもよい　・　撮影使用しないでほしい

公表してもよい　・　公表しない※下記の欄をご記入ください

※応募者の個人情報は、以下のとおり利用・管理させていただきますのでご了承ください。

・本公募展の審査結果の通知と作品の送付。     

・本公募展に関する確認事項の連絡。

・展覧会での作品名、作家名の掲載。ホームページや報告書等の広報物への掲載。     

・上記目的の他、ご本人または代理人の方の同意を得た範囲内で利用させていただく場合があります。     

・応募者の個人情報は、ご本人または代理人の方の同意なく第三者には開示・提供いたしません。ただし法令に基づく場合はこの限りではありません。

 

※公表しない場合は、公表できる作家名（ペンネーム・イニシャル等）（　　　　　　　　　　　　　　）
ほうどうきかんとう しゅざい さい こうひょう かなら

報道機関等の取材の際に公表してよいか、必ずそれぞれに○をつけてください

所属団体 公表してもよい　・　公表しない
こうひょう こうひょう

公表してもよい　・　公表しない

公表してもよい（可能な範囲：　　　　　　　　　　　　             　　） ・　公表しない

公表してもよい　・　公表しない
こうひょう こうひょう

公表してもよい　・　公表しない

おうぼしゃ   こじんじょうほう       い か                     りよう      かんり                                                         りょうしょう

ほんこうぼてん    しんさけっか      つうち    さくひん    そうふ

ほんこうぼてん   かん　　　かくにんじこう　れんらく

てんらんかい　　さくひんめい 　さっかめい　 けいさい                                     ほうこくしょなど  こうほうぶつ         けいさい

じょうきもくてき   ほか         ほんにん             だいりにん     かた     どうい       え      はんいない     りよう                                   ばあい

おうぼしゃ     こじんじょうほう            ほんにん               だいりにん     かた     どうい          だいさんしゃ        かいじ     ていきょう                                              ほうれい    もと          ばあい               かぎ

※事
じむきょくしようらん

務局使用欄（記
きにゅう

入しないでください）

受
うけつけび

付日

受
うけつけばんごう

付番号

年齢

ぴかっt
と

oアート展
てん

 応
おう

募
ぼ

用
よう

紙
し
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さくひん

作品名
さくひんめい

制
せいさくねん

作年（西
せいれき

暦） 年
ねん

素
そざ い

材

作
さくひんけいたい

さくひんぴーあーる　 さくひん　　みどころ　　 くろう　　　　　てん　　さくひん　　　　おも　　　　きにゅう

品形態・
サイズ

（1）　平
へいめんさくひん

面作品　縦
たて

　　　　 cm×　横
よこ

　　　　 cm
（2）　立

りったいさくひん

体作品　縦
たて

　　　 　cm×　横
よこ

　　　 　cm　×奥
おくゆき

行　　　cm　重
じゅうりょう

量　　 kg

さくひん しゃしん は たり ば あ い かみ

受
うけつけび

付日

受
うけつけばんごう

付番号

作品について

作品PR（作品の見所や苦労した点、作品への思いを記入してください）

作品の写真（貼るスペースが足りない場合はこの紙をコピーしてください）

※事務局使用欄（記入しないでください）
じむしょしようらん　　きにゅう

■応募・お問い合わせ先
ぴかっtoアート展実行委員会事務局
〒520-0044 　滋賀県大津市京町4丁目3-28　公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会内
TEL＆FAX　077-523-3052　　E-mail：shiga-ikusei@world.ocn.ne.jp

応募の前にもう一度チェックしてください！

□応募用紙の記入もれはありませんか？　（応募用紙は返却しません）

□作品写真を用意し、糊付けしましたか？

□返送用の切手は用意しましたか？

おうぼ　　まえ　　　　　いちど

おうぼ　　　　 と　　　 あ　　　  　 さき

と てん じっこう  いいんかい    じむきょく

し    が　 けん  おおつ      し  きょうまち     ちょう  め こうえき   しゃだん  ほうじん     し    が   けん  て                               いくせいかい  ない

おうぼ　ようし おうぼ　ようし　　へんきゃく

さくひんしゃしん　　ようい　　　のりづ

へんしんよう　　きって　　　ようい

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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1．目的
従来、作品出展の機会の少なかった県内の障害のある方による造形作品を広く公募し、展示

会を開催することにより、障害のある方の社会参加の促進および造形活動の裾野を広げると
ともに、県民の障害者への理解と認識を深めることを目的とする。

2．名称
ぴかっtoアート展開催事業

3．主催
滋賀県、ぴかっtoアート展実行委員会

4．事務局
公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会

5．協力
滋賀県教育委員会、公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会、NPO法人滋賀県精神障害者家
族会連合会、きょうされん滋賀支部、滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会、滋賀県児童
成人福祉施設協議会、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、社会福祉法人グロー（ＧＬＯＷ）
～生きることが光になる～、イオンモール草津、北国街道　安藤家

6．後援
朝日新聞大津総局、読売新聞大津支局、毎日新聞大津支局、産経新聞社、中日新聞社、
京都新聞、日本経済新聞社大津支局、共同通信社大津支局、時事通信社大津支局、
ＮＨＫ大津放送局、BBCびわ湖放送、KBS京都

7．期間
①ぴかっtoアート展湖北巡回展

平成28年9月22日（木）～平成28年9月26日（月）

展示時間：午前10時～午後5時

会場造作日：平成28年9月20日（火）

搬入日：平成28年9月21日（水）

搬出日：平成28年9月27日（火）

②第6回ぴかっtoアート展

平成28年12月2日（金）～12月11日（日）

展示時間：午前10時～午後6時（平日）午前10時～午後8時（土・日）

会場造作日　平成28年11月30日（水）

作品搬入日　平成28年12月1日（木）

作品搬出日　平成28年12月12日（月） 

ぴかっ to アート展開催事業実施要綱
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8．開催場所　

①ぴかっtoアート展湖北巡回展

北国街道　安藤家（長浜市元浜町）

②第6回ぴかっtoアート展

イオンモール草津　イオンホール

9．開催方法
別に定める実行委員会設置要綱に基づく、障害者福祉関係機関、団体等からなる実行委員会
を組織して開催する。

10．事業内容
（１）ぴかっtoアート展の開催

今年度はぴかっtoアート展湖北巡回展も開催する。
ぴかっtoアート展の応募対象者、応募方法等については別に定める募集要項による。

（２）関連イベントの実施
  展示会開催期間中に、「イオンモール草津」内で障害者の理解につながるイベントを開催

する。
（３）報告書の作成

11．この要綱に定めるもののほか、大会の実施に必要な事項は別に定める。

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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1．目的
　　　　障害者によるアートの公募展（以下、「公募展」という）を実施するため、ぴかっtoアー
　　　　ト展実行委員会（以下、「実行委員会」という）を設置する。
2．構成

（１）実行委員会は、次の団体等から推薦された委員をもって構成し、委員は滋賀県手をつな
ぐ育成会理事長が委嘱する。
ア．公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
イ．公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会
ウ．NPO 法人滋賀県精神障害者家族会連合会
エ．きょうされん滋賀支部
オ．滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会
カ．滋賀県児童成人福祉施設協議会 
キ．社会福祉法人グロー（GLOW）～生きることが光になる～

ク．社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会
ケ．滋賀県県民生活部文化振興課
コ．滋賀県教育委員会事務局学校支援課
サ．滋賀県健康医療福祉部障害福祉課

（２）前項に掲げる者のほか実行委員長が特に必要であると認める者で、実行委員会の同意を
得て委嘱した者。

（３）実行委員会に次の役員をおく。
ア．実行委員長　1 名
イ．副委員長　　2 名

（４）ア．実行委員長は公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会理事長をもって充てる。
イ．副委員長は、公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会ならびに NPO 法人滋賀県精

神障害者家族会連合会から推薦された委員をもって充てる。
（５）実行委員会には事務局をおき、公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会に設置する。
（６）委員の任期は、平成 29 年 3 月 31 日までとする。
3．専門部会

　　　　実行委員会に提出する企画案の作成にあたり、特に必要な場合は実行委員会の専門組織
　　　　として、若干名による専門部会を設置し検討を行う。

ぴかっtoアート展実行委員会設置要綱
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4．活動
実行委員会は次の活動を行う。

（１）公募展に関する総合企画および運営に関すること。
（２）関係機関および関係団体との支援調整に関すること。
（３）その他公募展開催の目的を達成するために必要な事業に関すること。

5．役員の職務
（１）実行委員長は、委員を代表し、会務を総理する。
（２）副委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。
6．会議

実行委員会の会議は実行委員長が招集する。
7．会議の議長

（１）会議の議長は実行委員長が務める。
（２）実行委員長が欠席する場合は副委員長が務める。

8．経費
実行委員会の経費は、委託料およびその他の収入をもってあてる。

9．会計
（１）実行委員会の会計は 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月31日をもって終了する。
（２）その他、実行委員会の会計に関し必要な事項は、実行委員長が定める。

10．その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度定める。

第６回 ぴかっtoアート展報告書
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１．開催概要
　　〇平成28年12月2日（金）～12月11日（日）10時～18時（土・日は20時まで）
　　　イオンホールにて「第6回ぴかっtoアート展～それぞれのカタチ～」を開催
　　〇平成28年12月11日（日）14時～15時
　　関連イベント　イオンホール
　　　「ギャラリートーク」
　　　（講演：はたよしこ氏　ボーダレス・アートミュージアムNO-MAアートディレクター）
　　〇平成28年12月11日（日）15時15分～
　　　「表彰式」
　　　イオンホールにて池永 肇恵 滋賀県副知事と﨑山 実行委員長による表彰状の授与
　　〇平成28年12月2日（金）～12月11日（日）会期中随時
　　　関連イベント　イオンホール
　　　「来場者投票（ぴかっto賞投票）」　

２．役員・実行委員会
　　実行委員長 﨑山美智子（公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会　理事長）
　　副委員長 脇　眞澄（公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会　副会長）
  小山  万亀子（NPO法人滋賀県精神障害者家族会連合会　副理事長）
　　実行委員 平井　彰一（社会福祉法人ノエル福祉会　ノエルしごとの家施設長)
  武友　亮人（社会福祉法人 しが夢翔会　ステップ広場ガル）
  太田　正則（滋賀県児童成人福祉施設協議会　理事）
  鈴村　りえ（社会福祉法人グロー　法人本部企画事業部　学芸員）
  山本　華子（社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会介護・福祉人材センター相談員)
  吉村　美穂（滋賀県県民生活部文化振興課 主事）
  神戸　邦仁（滋賀県教育委員会事務局学校支援課　特別支援教育室主査）
  上野　久美子（滋賀県健康医療福祉部障害福祉課　主任主事）
  本田　好弘（公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会　事務局長）
  櫻川　和美（公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会　事務員）

　　特に必要と認める委員として委嘱した者
  今井　祝雄（造形作家、成安造形大学名誉教授）
　　事務局 公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会

３．実行委員会　開催日
　　ぴかっtoアート展実行委員会　平成28年4月21日（第1回）、6月7日（第2回）、
     9月12日（第3回）、11月14日（第4回）、
　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月27日（第5回）

開催概要および実施体制
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第５回 障害のある人による公募作品展
ぴかっtoアート展
～それぞれのカタチ～報告書
事務局：公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会
〒520-0044
滋賀県大津市京町四丁目3-28
TEL&FAX 077-523-3052
E-mail：shiga-ikusei@world.ocn.ne.jp
http://www.shiga-ikuseikai.jp/ 


