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始まりは 糸賀一雄 氏が創設された「近江学園」の窯業から生まれた独特の魅力
を感じる作品でした。これらの作品が支援者を動かし、社会を動かし、一滴の滴
が長い時間をかけ支流と交わり河となり大海にまで流れ出るように、今では作品
の芸術性に着目したアールブリュットとして世界に発信しています。

障がい者の造形活動に取り組んできた滋賀県が、創作活動の発表の場として定
着を目指した「ぴかっtoアート展」も、今回1 0回目を迎えました。名称は、様々
な作品の思いを表すため、その表現手法の多様性を鑑み、「ひらがな」「アルファ
ベット」「カタカナ」「漢字」と、様々なカタチの文字が集まった名前となっていま
す。一人ひとりの個性や特性を認め合い、作家ご自身が表現する喜びを感じるこ
とで、生きる目標や自信となり、ひいては地域社会に障がい者理解への大きな道
しるべとなるよう私たちは願っています。

今回は、新型コロナウィルス禍での公募でしたので、毎年のように開催できる
のか不安の中、準備が始まりました。緊急事態宣言の中での作品制作は作家の方々
や支援者の方々に大変なご負担をお掛けした事と思います。しかしお陰様で2 6 8
点の応募を頂き、このうちの90点を11月27日～12月6日まで大型商業施設イオ
ンモール草津のイオンホールにて展示する事ができました。

回を重ねるごとに、作品に対する作者の込められた思いがひしひしと伝わって
くることでこのぴかっtoアート展の成長を感じております。応募された皆様にとっ
てこの経験が、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い
ます。

また9月19日～9月23日まで第4回湖北巡回展が開催されました。短い期間で
はありましたが「ぴかっtoアート展」が湖南圏域だけではなく、広く県民の皆様に
障がいのある人の「がんばり」を見て頂きたい、光るものを見つけて頂きたいと過
去の大賞作品や入賞作品の14点を展示させて頂きました。

10回という節目にあたり長く関わっていただいています実行委員の皆様、審査
員の先生方、展示・設営にご協力頂きました成安造形大学の島先先生と学生の皆
様、ご協力いただきました多くの関係者の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。

令和3年3月

はじめに

「ぴかっtoアート展」実行委員長

　　﨑山　美智子

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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「第10回ぴかっtoアート展」を令和2年11月27日から12月6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、県民の皆様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202点、立体作品66点もの応募があり、選考の結果、平面作品69点、
立体作品21点の入賞作品を展示し、その中から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。

また、開催期間中に1,292名もの方に足を運んでいただき、ご観覧下さった方のアンケー
トでは「絵から作者さんの気持ちが強く伝わってきて終始鳥肌が止まらなかった」「様々な
発想と細かい作業が必要な作品ばかりでとても楽しく見られた」「その人にしか見えない世
界の一部を見せてもらい凄いと感心するばかりだった」などのお声をいただきました。

今年はコロナ禍により様々な催し物が延期や中止となり、例年以上に障害のある人の発
表の場が少なかった中、無事にアート展を開催させていただく事ができたのは大変ありが
たいことと思います。このアート展が作家の発表の場にとどまらず、少しでも多くの人の、
障害のある人への関心が高まるきっかけになればと願っています。

作家の皆様を始め、関係者各位ならびに足を運んでくださった皆様に心より感謝を申し
上げます。

次回も沢山の素敵な作品に出会える事を楽しみにしております。

期　間：令和2年11月27日（金）～12月6日（日）
時　間：10時～18時
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（順不同）

作品展示協力：島先　京一（成安造形大学　教授）

障害のある人による公募作品展
第10回「ぴかっtoアート展」～それぞれのカタチ～
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ぴかっtoアート展入賞作品

大賞 <1作品>

　おどけた牛が陽気に逆立ちしています。自負があって力強い突進力のある牛ですけど、 悪い牛
じゃないし　とっても朗らかで気のいい奴です。強いけど逆立ちするほどのん気な牛です。僕はこ
の牛のように朗らかなところはありますけど、力強い感じはありませんのでこれは理想です。いつ
かこうなりたいです。

【講評】
鮮やかな色彩と力強い筆勢で迫力に溢れ、かつユーモアをたたえた力作です。
おどけたような牛が逆立ちしている意外性とともに、周囲に描かれたローマ字が絵に溶け込んで、
作者の熱い思いがほとばしっています。

（今井　祝雄氏：成安造形大学　名誉教授）

さかだちする牛 (91cm×73cm) いしい　こうた

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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優秀賞 <2作品>
電化製品

無題

川越　壮真

S・T

(45.5cm×65cm)

(40cm×47cm 36.5cm×44cm)

【講評】
電化製品がひしめき合っている。これは描くことによる所有であり、それを反復することによる蒐集である。そし
て家電製品を一堂に集めてみたいという願望によるカタログ的世界、まさに家電的宇宙観といえよう。
本作は混沌とした狂気を秘めている一方で、ペンで輪郭線を描いて中を色鉛筆で塗ってゆくという手法はあくま
でも理性的であり、抑制された清潔感のある画面に仕上がっている。

（今泉　岳大氏：岡崎市美術博物館　学芸員）

【講評】
色彩豊かな抽象画を思わせる画面と、同様に彩られた小石やビー玉。これらは、絵具をつけた小石やビー玉
を画用紙に転がすことで生み出された色とかたちです。近くでよく見ると、絵具の重なりによる厚みと、転
がした跡が残したざらざらなど、繊細かつ荒々しい独特の質感が感じられます。

（古沢　ゆりあ氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）
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佳作 <3作品>

アイロンビーズロボット

無題

M・R

まゆ

中村　明夫

(12cm×8cm×8~15cm)

風雲！俺の城 (14~20cm×10~18cm×10~14cm)

(112cm×98cm)

【講評】
アイロンビーズはあくまでも平面的なモ
ザイク画を制作する素材であるが、本作
はこれを用いて立体を創作する挑戦的な
作品である。プラモデルのようなパーツ
で構成されているが、プラモデルの制作
とは異なり、パーツもひとつひとつ手作
りである。つまり本作品の完成には、3
次元的な思考と計画性が必要である。
身の回りにあるものを既存と異なる使い
方をするという日常を再編集した新鮮な
作品。

（今泉　岳大氏：岡崎市美術博物館　学芸員）

【講評】
つながった 4 0 個あまりの四角形ひとつひとつにそ
れぞれ文様が織り出されています。綿から紡いだ
キナリ緯糸など自分たちで作った素材も用い、文
様もすべて自ら考えたそうです。
かけられた時間と丁寧な手仕事が伝わってきます。
細部への心くばりと、全体としての構成力が見ど
ころです。

（古沢　ゆりあ氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）

【講評】
お城の本丸と櫓など、人間味のある温かい佇
まいを醸し出しています。そこに、なぜかハ
リネズミがよじ登るピラミッドが加わること
で、作者の世界にとどまらず観る者にも何が
しかの物語を誘うところが魅力です。

（今井　祝雄氏：成安造形大学　名誉教授）

第10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>

白樺の木

ビンカギカコ

(32cm×44cm)

(66.3cm×50.3cm)

むーさん

NAO

【講評】
積もった雪に林立する鬱蒼とした白樺の木を描
いた風景である。
画面全体として幻想的で神秘的な雰囲気がある
一方で、墨のような抽象的な染みが不穏さを放
ち、作品に清濁併せ持つ強さを与えている。水
墨画を思わせる筆致で描かれた木々は、線の動
きや陰影、抽象的な線や染みによって描かれて
いない木々の存在を想起させ、深みのある奥行
きとなっている。

（今泉　岳大氏：岡崎市美術博物館　学芸員）

【講評】
いっけん 2 本のビンだけのようでありながら、少しいびつなその
周囲の空間に描かれた、みっつの形と共存しています。
ビンの“図”と絡む“地”の不定形な両者が馴染むなかで、それぞ
れ色調の異なる緑色の世界が印象的です。

（今井　祝雄氏：成安造形大学　名誉教授）

刺繍花

木村　有香

(32.5cm×45cm)

【講評】
五つの丸い刺繍枠それぞれに、花をモチーフにした明
るい色彩の刺繍が施されています。繊細なステッチが
重ねられ、半立体の浮彫のように際立っています。
作者がこれまで培ってきたのであろう細やかな手わざ
が発揮されると同時に、各モチーフがもつ物語性は観
る者を想像にいざないます。

（古沢　ゆりあ氏：滋賀県立近代美術館　学芸員）
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ぴかっ to 賞

入選作品 <81作品> 

おおさか城 松原　昭彦

さつまいも 増井　努

無題 Yuka.U

「空、木、葉の色使いがとても綺麗でお城の迫力
も凄く、目を奪われました。」

「石段が細かく表現されており、お城が強く見え
ました。」

「１枚１枚貼っていくことを思うと凄く根気のい
る作業だったと思います。素晴らしいです！」

（来場者の声）

いまのきもち
田井中　太郎

ピアーズの星
石見　麻梨奈

でんでん虫の軍団
服部　稔

ゆかいな宇宙人たち
中村　倫子

なす 嵐山　敦 ゆけメカニックロボ
町の平和は君にたくす

山﨑　安紘

マグリットにささぐ
杉原　靖子

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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おかあちゃん 倉田　祐子

だいこん 矢野　輝

星座 西川　京美

私の思い 宮内　南海

ビン
おかもと　ふみよ

せんこうはなび
菊野　翼

かっこいいいきもの
西尾　政二

いなほ
伊藤　愛

くるま　くるま　くるま
みゆ

しおりで春夏秋冬
安居　美咲

八木　理都子創造

アマビエ 田村　知行
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無題 岡林　和紀

鯰と猿 上田　秀子キッチン用品 西村　有加

ワイのかお
小川　秋夫

ひなまつり
駒形　晶子

プリン食べてください
Y ちゃん

女の人
比嘉　野歩治

サーカス 中村　春夫

くだものやさい 江上　孝子

何処までも続く道
徳田　真康

無題 髙橋　良希 我愛你 K.H

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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アーチェリー
西中　一貴

風景（ことりのさえずり）
K.T

ダリにささぐ
石田　香

とうかいどうほんせん
オレンジと

しろいでんしゃ 4 りょう

西村　豊

那智の滝
C.M

森 K.M 能面 中村　源一郎

はな 奥津　祐亮

無題 松村　一男

無題 川野　立雄

電車 H.N

動物園 小西　茂春
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鬼（僕の内面）
梅本　音弥

サーカスの 3 人のピエロ
加藤　雅明

さいころの夢いっぱい
林　政和

フライドポテトをたべる
早藤　剛

トナカイ 西田　尚弘

みかん 野間　恭平

無題 小出　昭秀 花火 平井　信和バク 赤井　健人

アマビエ
芝田　義弘

ふしぎな木
富増　明司

勝利を讃える戦士の像
疋田　利男

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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お城 村田　謙一

無題 辻川　則子

無題 S

満顔 大杉　和夫

好きのかたまり
上野　和美

大怪獣化物侍
てめっくワン

蒸気機関車チャレンジャー
（3985号）

くじら

冬の青空（ブルースカイ）

東　和彦

幸せを呼ぶまねきネコ ver2

北村　義治
好きなモノ　バスケット

S

大好きなもの
林　遥香

蒸気機関車チャレンジャー
（3985号）

林　遥香

冬

宝船 - 七福神 -
松尾　良人
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■展示作品内訳
　平面作品　　69点（絵画56点、その他13点）
　立体作品　　21点（陶芸、粘土　17点、織物2点、その他2点）

怪獣 阿部　孝太朗

花ふきん 初古　悦子

水族館のランプシェード

山口　直人

穴窯で焼いた壺

田中　政尚

トカゲのしゃんしゃん

長谷川　ひのき

ハートのランプシェイド

上田　義則

OH！バスヒット

JIRO'S

ぼくの阿修羅
吉田　圭佑

金の仮面
酒井　清

愛の花束
片岡　翼

馬型はにわ
川瀬　利幸

窯 焼焼いた壺焼

怪獣 阿部 孝太

馬型はにわ

ハ トのランプシ イド

く 阿修羅

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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ぴかっtoアート展会場風景
令和2年11月27日（金）～12月6日（日）
10時～18時
イオンモール草津　2階　イオンホール　入場無料
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令和2年12月6日（日）10時30分～11時30分　イオンホール

大賞1名、優秀賞2名、佳作3名（代理1人）、審査員特別賞1名の合計7名が出席。
中條絵里滋賀県副知事、﨑山美智子実行委員長より入賞者に賞状と副賞が授与されました。

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。
その結果、全体票数789票の内76票を獲得され
た「おおさか城」松原 昭彦さんに、ぴかっto賞と
して、令和 3 年 1 月 1 4 日に実行委員長より表彰
状が授与されました。

ぴかっto賞の松原 明彦さんへ表彰状をお渡ししました。
（作品「おおさか城」は報告書の入選作品の7ページにて紹介しています。）

大賞　いしい こうた さん受賞された皆さん

関連イベント風景

『ぴかっtoアート展表彰式』

『来場者投票』　ぴかっto賞

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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月日（曜日） 入場者数 月日（曜日） 入場者数
11月27日（金） 68 12月2日（水） 88
11月28日（土） 260 12月3日（木） 81
11月29日（日） 220 12月4日（金） 78
11月30日（月） 85 12月5日（土） 158
12月  1日（火） 68 12月6日（日） 186

10歳未満 25 3.8% 50代 118 18.0%
10代 61 9.3% 60代 86 13.1%
20代 64 9.7% 70歳以上 44 6.7%
30代 90 13.7% 記入なし 54 8.2%
40代 115 17.5%

県内合計 615 93.6%
大津地域（大津市） 275 41.9%
南部地域（草津市・栗東市・守山市・野洲市） 170 25.9%
甲賀地域（甲賀市・湖南市） 59 9.0%
東近江地域（近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町） 56 8.5%
湖東地域（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町） 32 4.9%
湖北地域（長浜市・米原市） 1 0.2%
高島地域（高島市） 4 0.6%
地域記入なし 18 2.7%
県外合計 42 6.4%

京都府 30 4.6%
大阪府 2 0.3%
福井県 2 0.3%
岐阜県 1 0.2%
記入なし 7 1.1%

入場者数　1,292名

アンケート結果（回答者数657名）

2. お住まい

1. 年齢
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初めて 198 30.1%
2回～5回 183 27.9%
6回～10回 33 5.0%
11回以上 46 7.0%
記入なし 197 30.0%

初めて 312 47.5%
2回 32 4.9%
3回 30 4.6%
4回 13 2.0%
5回 12 1.8%
6回 1 0.2%

3. ご来館いただいたきっかけ（複数回答可）

4. 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 ?

５．ぴかっ to アート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。

７．このようなアート展を開催することで、障がいのある方への関心が高まると思いますか。

ちらしポスター 49 7.5%
インターネット 6 0.9%
テレビ・ラジオ 1 0.2%
知人・友人の紹介 64 9.7%
職場の紹介 33 5.0%
イオンに来て知った 284 43.2%

大変良い 272 41.4%
良い 161 24.5%
普通 21 3.2%
あまり良くない 0 0%
良くない 0 0%
記入なし 203 30.9%

大変思う 204 26.9%
思う 229 30.2%
あまり思わない 17 2.2%
思わない 1 0.1%
記入なし 206 27.2%

作家本人 13 2.0%
作家の家族 38 5.8%
作家の友人・知人 34 5.2%
福祉関係者 71 10.8%
その他 38 5.8%
記入なし 26 4.0%

7回 2 0.3%
8回 1 0.2%
9回 0 0.0%
10回 5 0.8%
複数回（回数記入なし） 49 7.5%
記入なし 200 30.4%

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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とても素晴らしい展示会だと思いました。作
家さんそれぞれ個性的で一生懸命に作品を作
られたのだなと感じました。もっと多くの作
品を見てみたいです。（20代　初めての来場）

昨年も展覧会にきました。今年の作品も個性
が強く見る側をワクワクさせる作品が多かっ
た為大変楽しませて頂きました。これからも
ぴかっtoアート展が続いていくことを願って
います。（20代　複数回来場）

何気なく入場してすごい作品があるなあと感
動して、なんの展示会かと見たら障害のある
人が作ったと書いてあったので驚きました。
素晴らしい感性の作品ばかりで造形・美術の
力に脳が刺激を受けました。日常の生活やコ
ロナの怖さの中、全く違うひと時を過ごせま
した。ありがとうございました。

（50代　初めての来場）

芸術に障害無し。（40代　初めての来場）

見ていて楽しくなる作品がたくさんありまし
た。色やデザインに心惹かれました。また機
会を見つけて触れてみたいと思います。

（60代　初めての来場）

障害のある子どもと一緒に観ました。その子
でも引き付けられる作品があったようでずっ
と指差ししていました。親子ともども感性を
刺激されよい時間でした。

（40代　2回目の来場）

どの作品もそれぞれの個性がありとても楽し
かった。独特の色使いや細かい作業等見入っ
てしまう作品が多く大変楽しめました。

（40代　3回目の来場）

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 ?

大変どの作品も明るくて色使いがいいのと自
分の思っていることを素直に表現された作品
になっていたことに関心致しました。これか
らも頑張ってください。

（60代　初めての来場）

ワクワクしました。作家の皆さんの情熱を感
じました。（50代　初めての来場）

どの作品も根気がなければできないものばか
りで集中力の高さ、感性の豊かさ個性がでて
いて、感心致しました。素敵な作品をありが
とうございました。（60代　3回目の来場）

素敵な作品が多くて感動しました。ハンドタ
オルにしてほしい絵やキーホルダーでほしい
作品があって、飾るだけじゃもったいなく感
じました。才能に感服です。是非また見たい
です。（40代　初めての来場）

一人一人の表現とみなぎる力を感じました。
感動するものや和やかになるもの、力強さを
感じるもの様々な躍動を得られました。イオ
ンという多くの人々が訪れる場で会場を設置
されることは大変貴重なことと思います。

（40代　複数回来場）

自分の想いの表現をまっすぐ作品にできる方
はうらやましく、率直にスゴイと感じます。
まさに表現は自由！一つ一つに込められた思
いや背景など想像しながら一周すると小一時
間たっていてびっくり！熱中してしまうほど
の濃い空間でした。展示の仕方も程よい間隔
でとても見やすかったです。また次も来たい
と思いました。（30代　初めての来場）

とても細かい作品が多くてびっくりしました。
どれも素敵でした。こういう展覧会をいろい
ろなところでやってほしいです。可能性は無
限大だなと思いました。（40代　初めての来場）
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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

令和２年7月1日（月）～9月15日（火）

268点（内訳　平面作品202点　立体作品66点）

身体障害24名、知的障害166名、精神障害29名、発達障害20名、
特別支援学校の生徒8名、その他4名(重複計上あり）、未記入53名

15～20歳　37名、21～30歳　58名、31～40歳　45名、41～50歳　43名
51～60歳　31名、61～70歳　32名、71歳以上　9名　未記入13名　

施設・作業所　223名、病院　9名、学校　8名、在宅　28名

大津市56名、草津市44名、高島市17名、近江八幡市23名、彦根市35名
栗東市2名、野洲市32名、守山市5名、甲賀市42名、湖南市2名
東近江市9名、長浜市1名

作品応募

1 次選考（書類審査）

2 次選考（実物審査）

令和2年10月7日（水）13時30分～
滋賀県庁合同庁舎　7－A会議室、７－B会議室

審査員：ぴかっtoアート展実行委員4名
 今井　祝雄氏
 （造形作家、成安造形大学　名誉教授）

平面作品　6 9点・立体作品　2 1点（合計9 0点）
が1次選考を通過

令和2年11月4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）
今泉　岳大氏

（岡崎市美術博物館　学芸員）
古沢　ゆりあ氏

（滋賀県立近代美術館　学芸員）

平面作品　69点・立体作品　21点（合計90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10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

　今回が開催4回目となる湖北巡回展では、第9回ぴかっtoアート展の入賞作品と、来場者に人
気の高い作品など計14点の作品を北国街道安藤家にて展示しました。
　旧家の北国街道安藤家でのぴかっtoアート展の開催は、展覧会自体がまるで一つのコラボ作
品のように感じられ趣があると毎回来場者から高い評価をいただいております。

令和2年9月19日（土）～9月23日（水）9時30分～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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■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）

これまで見たことのなかった作家の作品が多
く、力作ぞろいでした。次年度も楽しみにし
ています。（50代　湖北在住）

歴史的な建築物の中に配置されていて、普通
の美術館とは違った感動がもらえました。

（70歳以上　湖東在住）

1点1点個性があり素晴らしい作品ばかりでし
た。展示施設（安藤家）も静かで趣があり、
作品を鑑賞するによい環境であったと思いま
す。作品も素晴らしかったですが、展示の仕
方も良かったです。これで無料なのはびっく
りです。（20代　東近江在住）

どの作品も素敵なものが多く、「すごい！」とい
う言葉ばかりが出てきました。これからも続
けていってもらいたい展覧会です。

（30代　湖東在住）

安藤家の雰囲気や庭園の静けさと作品が
マッチしていて表通りの喧騒から別世界で
よかった。（50代　大津在住）

みんなよくできていてすごいなと思います。
日頃なかなか見られないし、このような庭園
等含めた２つのいいものが同時に見られるこ
とは良いことだと思います。

（50代　大津在住）

色んな素材を使ってそれぞれ自由な発想で個
性があってしばし見ほれました。

（70歳以上　京都在住）

作業所に通っている方の作品が芸術として多
くの方の目にとまることがとてもうれしいで
す。作り手の感性が素晴らしいです。

（40代　湖東在住）

無限の可能性を秘めています。
（60代　南部在住）

静かでムードの良い所で見せていただきとて
もよかったです。素敵な作品ばかりで楽しめ
ました。（50代　滋賀県在住）

色彩が豊富で楽しい。根気のいる作品と仕上
げた勇気に感心。（70歳以上　湖北在住）

●入場者数　286名

●出展作家と作品名

・「パルテノン神殿」　久間　朝香 ・「和服姿の美人女性」　上田　秀子
・「無題」　林　良彦 ・「ぴあ☆武者」　てにもみ
・「ゴリラ」　鉤　吉智 ・「恐竜時代」　貴様　
・「カラフルな空模様」　岡角　安那 ・「2020・TOKYO」　八木　理都子
・「やぎくんの目」　峰松　浩明 ・「動物だいすき　いっぱい」　西　結奈
・「ハゼの群団」　S・N ・「だいすきなママ」　中川　愛菜
・「透明な生き物」　西尾　政二 ・「癒しのある顔」　西村　和晃

※「パルテノン神殿」はパネル展示のみ行いました。　＜順不同＞

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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募集要項 2020
　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しないもの。

応募資格

（１）平面作品および立体作品（素材・手法・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）

応募作品
（出品品目）
応募作品
（出品品目）

令和 2年 7月1日（水）～ 9月15日（火）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84円
切手を添えて事務局まで郵送、又は直接事務局に応募用紙をお持ちください。
・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。応募時と同等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。

　滋賀県では、戦後、近江学園から始まった障害者の造形活動が
脈 と々受け継がれ、自らの心の世界を表現する作品づくりが広がって
きました。この公募展では、滋賀県内の障害のある方のアート作品を
募集いたします。
　ひとりひとりの顔が違うように、それぞれの思いもさまざま。
　あなたの心のカタチをぜひ作品にしてください。その思いは必ず見
る人に伝わります。
　皆様の思いを表すために、公募展名も「ひらがな」「アルファベット」
「カタカナ」「漢字」と様々なカタチの文字が集まって、ひとつの言葉に
なる楽しい名前にしました。
　見ているだけでなんだか「ワクワクする」「おもしろい」「今まで見た
ことがない」といった、心にぴかっと衝撃が走るような素敵な作品のご
応募をお待ちしております。

24



・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。

日時などの詳細は、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。
・二次選考で入選された作品については、イオンモール草津での展示終了まで返却いたしませ
んので、ご承知ください。

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）
　　　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 4名
・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。

選考方法お
よび優秀作
品の表彰

第10回ぴかっtoアート展　令和２年11月27日（金）～12月６日（日）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

（２）二次選考（実物選考）11 月上旬予定 （実物による作品の審査をし、優秀作品及び入選作品を選考）
・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）
今泉　岳大　氏（岡崎市美術博物館　学芸員）
古沢　ゆりあ　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）

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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第10回ぴかっtoアート展 　　　　　 応募用紙
と てん おう　ぼ　 よう し

～それぞれのカタチ～

ふりがな

代理人
だいりにん 代理人名

だいりにん めい

きょか ないよう てん かか ほうこくしょ とう しよう

出展作品の二次利用（著作物利用）承諾書

第10回ぴかっtoアート展に入選した場合、二次利用（著作物利用）について、下記の通り承諾いたします。

許可内容「ぴかっtoアート展」に関わるチラシ、ポスター、報告書、ホームページ、パンフレット等への使用

　（氏名）　　　                                    　　　　　　　　　　　印

令和２年         月         日

ぴかっtoアート展実行委員長　　﨑山　美智子　様

しゅってん　さくひん に   じ りよう ちょさくぶつ りよう しょうだくしょ

さきやま み ちこ さま

だい かい てん

しめい いん

にゅうせん ばあい 　に　じ りよう ちょさくぶつ　りよう か　き とお しょうだく

住所
じゅうしょ

　〒
だいりにん れんらくさき

でんわ れんらく

ばんごう

ねが

電話
でんわ

だいりにん れんらくさき さっか じたく いがい ばあい かなら だんたい しせつ きにゅう

さっか れんらくさき

だいりにん

ばあい

かなら か
電話
でんわ

FAX

Eメールアドレス

※氏名非公表の場合
しめいひこうひょう ばあい

FAX

Eメールアドレス

住所
じゅうしょ

　〒

ペンネーム・イニシャル等をお書き下さい
とう か くだ

（代理人をた
てない場合は
必ずお書きく
ださい）

たんとうしゃめい

担当者名　（　　　　　　　　　）

（電話は連絡
がつきやす
い番号をお
願いします）

てんじっこういいんちょう

ふりがな

作家連絡先

さっか し め い

ねんれい

歳
さい

性
せいべつ

別 男
おとこ

　・　女
おんな

しょうがい しゅべつとう

かこ

て ん じ こうほうとう さい し よ う こうひょう かなら

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 じょうき しよう

しょぞくだんたい

こじんじょうほう ほんにん

と

と

と

ただし

だいりにん

もとほうれい

かた

ばあい

どうい

かぎ

だいさんしゃ かいじ ていきょう

こうひょう こうひょう

居
きょじゅうしちょうめい

住市町名
こうひょう こうひょう

年
ねんれい

齢 性
せいべつ

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 たさっか かんけい

作家氏名

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( 　                                          )　

作家との関係

 代理人連絡先

親権者　・　施設、団体の担当者　・　その他（　　　　　　　　　　）

■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■

●代理人について●連絡先が作家自宅以外の場合は必ず団体・施設をご記入ください

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※上記のペンネーム・イニシャル使用
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

※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 （　　　　　　　　　　）

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。但し、法令に基づく場合はこの限りではありません。
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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 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）

しゃしん　　　じょうげ　　 　ま　ちが　　　　　　　　　　　　　　　　 は　　　 つ　　　　　くだ

※写真は上下お間違いのないように貼り付けて下さい。

◆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）
じむきょくしようらん　　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（担当：菊池）
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 たんとう　 　きくちこうえき   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　　きにゅう 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10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、優れ

た作品を表彰するとともに展示することで、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

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第4回ぴかっtoアート展湖北巡回展

令和2年9月19日（土）～令和2年9月23日（水）
展示時間：9時30分～17時
会場造作日 …………………… 令和2年9月17日（木）
搬入日 ………………………… 令和2年9月18日（金）
搬出日 ………………………… 令和2年9月24日（木）

②第10回ぴかっtoアート展
令和2年11月27日（金）～12月6日（日）　〈 障害者週間 〉
展示時間：10時～18時
会場造作日 …………………… 令和 2年11月23日（月）
作品搬入・作品展示日 ……… 令和 2年11月25日（水）
作品展示日 …………………… 令和 2年11月26日（木）
作品搬出日 …………………… 令和 2年12月  7日（月）

第 10 回ぴかっ to アート展開催事業実施要綱
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8．開催場所　
①第4回ぴかっtoアート展湖北巡回展

北国街道　安藤家（長浜市黒壁）　　所在地：滋賀県長浜市元浜8－24

②第10回ぴかっtoアート展
イオンモール草津　イオンホール　 　所在地 ： 滋賀県草津市新浜町300番地

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

・第10回ぴかっtoアート展公募展の開催
  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。

・第4回ぴかっtoアート展湖北巡回展の開催
　 今までの受賞作品等を、湖北地域に展示することで、より多くの方に作品とふれ合う機
会を設ける。

（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10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．滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課
コ．滋賀県教育委員会事務局特別支援教育課
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、令和３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。

第 10 回ぴかっ 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充てる。

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10回 ぴかっtoアート展報告書

31



１．開催概要
　　〇令和2年11月27日（金）～12月6日（日）10時～18時
　　　イオンホールにて「第10回ぴかっtoアート展～それぞれのカタチ～」を開催
　　〇令和2年12月6日（日）10時30分～11時30分
　　　「表彰式」　イオンホール
　　　　中條絵里滋賀県副知事と﨑山美智子実行委員長による表彰状の授与
　　〇令和2年11月27日（金）～12月6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．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　理事）
　　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)
  國吉　早（社会福祉法人医療福祉センター草津）
  太田　正則（滋賀県児童成人福祉施設協議会　理事）
  原田　優美（社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会　滋賀県会護・福祉人材センター） 
  山田　創（社会福祉法人グロー　法人本部企画事業部　学芸員）　
  宮嶋　一聖（滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課 主事）
  槇森　恭史（滋賀県教育委員会事務局特別支援教育課 指導主事）
  西田　和歌子（滋賀県健康医療福祉部障害福祉課　副主幹）
  清水　正博（公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会　事務局長）
  菊池　麻里（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．選考委員 今井　祝雄（造形作家、成安造形大学　名誉教授）
  今泉　岳大（岡崎市美術博物館　学芸員）
  古沢　ゆりあ（滋賀県立近代美術館　学芸員）

４．協力　　　　島先　京一（成安造形大学　教授）

開催概要および実施体制
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過去の大賞作品とぴかっ to 賞

「ひと」
鎌江 一美

(61cm× 36cm× 33cm  2011)

第 1回 大賞

「十一面観音がよかった」
石田 弘和

(38.2cm × 54.2cm  2009)

第 2回 大賞

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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過去の大賞作品とぴかっ to 賞

「3 人の女の人」
岡元 俊雄

(76.7cm × 108.7cm  2013)

第 3回 大賞

「女の人」
田村 拓也

(76.7cm × 108.7cm  2014)

第 4回 大賞
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過去の大賞作品とぴかっ to 賞

「女性」
比嘉 野歩治

(90cm× 70cm  2015)

第 5回 大賞

「音楽」
川邊 紘子

(54.4cm×76.7cm  2015)

第 6回 大賞

第10回 ぴかっtoアート展報告書
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過去の大賞作品とぴかっ to 賞

「オレンジ」
細川 啓太

(81cm× 111cm× 4cm 2017)

第 7回 大賞

「異形№２」
一円 敏彦

(70cm× 38cm× 40cm 21kg 2018)

第 8回 大賞
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過去の大賞作品とぴかっ to 賞

「パルテノン神殿」
久間 朝香

(70cm× 55cm× 50cm 33.7kg 2019)

第 9回 大賞

「暗雲垂れこめて波が立つ」
後藤 和徳

第 2回 オーディエンス賞

「無題」
田中 佑芽

第 3回 ぴかっto 賞

「きれいなお姉さん」
岩瀬 俊一

第 4回 ぴかっto 賞

第10回 ぴかっtoアート展報告書

37



過去の大賞作品とぴかっ to 賞

「私の動物と海」
大谷 哲央

第 5回 ぴかっto 賞

「気圧配置」
神山 美智子

第 7回 ぴかっto 賞

「侍」
上田 秀子

第 8回 ぴかっto 賞

「和服姿の美人女性」
上田 秀子

第 9回 ぴかっto 賞

「いきものたち」
八木 理都子

第 6回 ぴかっto 賞
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