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表現することは生きることそのもの。 
その支援は福祉の延長にあり、
その人らしく生きる日々の中で
周囲の理解と関わりにより育まれています。

障害のある人たちの“表現”を
社会に広げるために― 日

々
の
表
現
と
向
き
合
う

埼玉県障害者アートネットワーク
タマップ プラマイゼロ

2021年度は
「T A MAP±〇 つながりをチカラに」をテーマに
展覧会を中心に6年間紡いできた
ネットワークの絆による活動の
広がり・深まりをご報告します。

県内の福祉施設や

事業所のメンバーが中心となり、 

様々な人たちとともに

支援の輪を広げています。

ta
m

a
p±
〇

TAMAP±〇

㓼曑洈꤃㲹縖ؓ1"."5ؠ٭٠عشؾع٭oջ鵟燡وشُذ
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辐ג⭳רֵכ׀榟׀榟־⫁סבאն؆ױֵעך
杯ֿյ㛡ׂס☔ס䑏יכع٭ؓש鍐❫ױַי
յ⠕䓪榟ַ⺬׀⺸כ舅䄕ֿבאյע㛡ׂס辐杯סאն
ֵסն꤃㲹ױַי⭳ײ榟־仼䅻׀ךֿכ׆־
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活動報告頁の
吹き出しは
福祉施設等の
メンバーの感想です
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一つひとつの表現と向き合い、みんなで探り、深め、広める―

その展覧会実践を繰り返し日々の支援につなげています。

TAMAP±〇

みんなでつくる展覧会
ع٤َؕ

2009

2012

2016

2020

Ӱؓ٭ٔزؠٝع٭
Ӱثشء溿⟣
Ӱ蜷⛼嘤溿⟣
Ӱ产錃釤㰢⚡

月1回の定例会では
障害者アートを取り巻く社会に
視野を広げ展覧会の意義を

話し合っています。

技巧に富んだ作品から
「作品？」と思われる表現まで
すべて“アートの種”として

集めています。

表現は日常に隠れています。
想いや行動に寄り添い

その人らしい表現を生かすことを
大切にしています。

感動や気づきを
共有することで
考えも想いも視点も
深まっていきます。

作品を通して
想いを交わすことから
豊かな心と関係性が
育まれています。

福祉、美術、法律…
様 な々観点から表現をとらえ
アートの本質や可能性を

探ります。

ＴＡＭＡＰ±○定例会

Ӱٚؕت٤ُ٭ؚنقه
Ӱوش٘بؠ٭٠

Ӱوش٘بؠ٭٠ت٤ر
Ӱت٤ر⪜庋عؠؘةٞو

辐杯س䘶زإ

بذتئ⺬ب⺸

ق釱ꄇس焰炮ظ）］م

䇶جطإدت

ق７＃＆إل

馐ذذتط

孨Ⳃس魸ب

䇶جطإدخب

برقط

س］］ＥＬو

妳䧏ذخ

夵䇗二إث
辐杯ب

㷣鈋⚡ע⛼縖ֿ炘⚡ֿםחכ㛻⮉ם嚀⚡
㕙ס氦釤ַ⚡⭳ع٤يؕؠ٭ع

� 笝ثشء�㷣 二םג辐杯ס氦䫁
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孨Ⳃ哭釐
㓼曑亠䌋劬םכ磝ײ

表現の発掘・発信
支援のまなざしを育む

様々な人と成長し合う

アートの力で未来をつくる
新たな価値創造

プロセス

꞊鵽孨Ⳃ

꤃㲹縖ס舅玮כ炘⚡⹆ⱶס嚀⚡Ⱘ⭳
辐杯罫٬ׂט☔׳梪㗞ׂט

⥸⪦Ⲃׂטؠ٭٠عشؾס

㛡喋䓪ⴍ䦮炘⚡ׂט

儔全釤䩺ֻյ㲆妨⥸ع٭ذتך
꤃㲹縖ס⿁⛼ס菚软䓪٬Ⱘ鵰䓪塜䎎מ鍐❫梪
㗞丝ֻךכ׆炘⚡מ二ַ菚软鈝❫⡁鈝Ⱘ⭳
յ车䷓յ焰炮յ紆软յמכ䬠銧סכ˓עךס׀ך
䷷罫璡ס嚀꞊ֿ鵽䯥י洈╚⤹סր㓼曑洈꤃㲹縖
ր㓼曑洈꤃㲹ך梪┉סאցꝧ⤹նٜفؔطتؘنع٭ؓ
縖ؓع٭♿槆㷣ցֿ 㡎גױױնגױյ洈עր꤃㲹ס
־鐧削烨סא辐杯孨Ⳃ敯媲鐧削ցꝧ㡎նס亠ֵ
⭳㷣⛼⿁鹟ש亠嫎榟גױױն 焰炮产錃绷ֿהג㰢ֿםצ禆禈

♿槆㷣עך䶹䭤縖ס罫䡗מꄆ憠糋׀յ㰢榟焰炮
产錃璡ס绷ֿ㰢ֿםצ㷣鈋⚡鷞ㅀؠ٭٠
孨Ⳃ泘䧗ם㲔饧氳٬䧏禈氳מ㵵⪌նوش٘ب
槆٬鹟縒٬錃♿יזםכ⛮╚绷ֿסյ焰炮产錃璡
ㅀ٬鷞ㅀךױ┉鞉י车ֹ亠嫎כ燯车גױնֿםח灄מ䶹䭤ס

䦠憠ؠ٭٠عشؾ�氦餉
㷣鈋⚡ס㲔饧ך㓷ֿםחגז㓹泅מյ㎁סⲂ䡗
ׄיր㓼曑洈꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ䶹䭤٭ذ٤ج�
٭٠عشؾع٭ր㓼曑洈꤃㲹縖ؓכց٭ذ٤جع٭ؓ
նגױ�oջց氦餉ؠ

☽洈־嫰泘孨Ⳃכ氦㷣
♿槆㷣עյ꤃㲹מהג☔ֵס辐杯ס舅⟓䙫培
յֻ┙㚺מ䙫閁םױסյ⼽㍱ג
孨Ⳃֿמ岐ױյ䇶ֿյ俊䶹䭤◄哅ٜظٓס
նױַי嫧洈☽לםםמت٭آ
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TAMAP±〇定例会

2022/3/7

2021/6-12  8回

2021/7/15

2021/5/20 やどかりの里 すてあーず
「自信を育むものづくり」

１.

表現と向き合うことは、支援のまなざしを育むこと。

その魅力を探り語り合うことで、

作者や表現に向けるまなざしが大きく変わります。

オンライン施設見学

定例会・研修会・見学会 研修会

見学会

アートレクチャー
♿槆㷣ױיׄ⺸מյ辐杯䶹䭤ס
䙫⽏縒ֻמ״גյ٭ذ٭ٖٝ؞
ⳉ״╈孅䃷宨珕؆ֿյ꤃㲹縖ؓ٭
꞊➟䓪յסכع٭ؓ♏杯⺸Ⳃסع
焰炮氳釱憠ס䙫紶㓼曑ס磝ײ
նױַי鉮鐄יַחמלם攐䐶ס

グッズ研修
辐杯⛼縖כ炘⚡׃םחכ☔よ⿁
ס╈ꝴ䶹䭤ַיDPO�UJPס允
ⶉ牊כ؆㸓ꄅ✞؆ֿյր⛰״גס
״גֹיց縒ֻ־סםよ⿁ס
┕⺸韬⿁よ⿁ꝧ氦סյ⺨产錃斻舅מ
նױַיז车تؕفغؓגׄ⺸מ

著作権研修
䋰閾㚖ס㹿儖䞣塡؆ٓ٤؞ش
嫎䏱◄ⳉ䢥ֿغ٭ف ⿁よ⿁⛼
㱤מ״ג䑒釐ם嘤⮵㜵硜ַחמ
לםցֵיז⿁⛼ם؆׆鉮鐄նրי
杯㕙מⷉג橎ゖמ㍑璻ն☪䇗䈱
鼧啶䡗◅סׄ⺸䶹䭤縖כׄ⺸縖⛼ע
նגױמ

夵䇗յ䶹䭤縖♧ꝴ⺱㚖ס꞊鵟
䄄䢢縒ֻמכ亠ցֵסր䶹䭤י
նגױ׀י㲔产٭ؓص釤㰢ؙٛعؓ
☪䇗䈱ע╈塛םכյמ־ذסח
辐杯孨Ⳃך٤ٚؕ٤؛ⱶ产錃ֿ⹆وشُ
בא亠չֿյסꝧն⮵榫縖⪛㕙ס
⥼何׳磝מ⛼Ⱘ◄☼ךّثٛס
鵟יյ⺨产錃ֿ辐杯孨Ⳃך㛻⮉ימ
նגױ׀ַי☭磆כ׆ַ

笉碷ם嘗喋ֿ⯍גױꪵ㵸擻յ䄭邮⿁״עյ僃鲣ע珷免磝ײ
٘بٜؠؕئٛעךն꣪⛼⯆تٚءغ٤طتג⺬ յ鷞ㅀوش
浓擻ْٛס ׂגնך╈⛼鍱⿁ؠ٭ յעך䄄䢢ס꣪ש┾碛免ֿס؆
⮵榫縖ס亠չֿِ٤ب⛼哅⺏ַ־⺸מ碷ם־䣆⛼哅מ╈י
䄄鞪גז⺬釤מյ䤗软ךַ⺬נ⪵סכ┕㚞ն鷞ㅀ磬鞝גױַ
䪎⭳ַם׀ך鐐갭䥚ֻֿםյ┉☔סכץ䙫培侇ꝴ㛻⮉מյ
┕韬طٛػةٛ؛ך նױַי⭳ײ邮⿁ց榟יֿ⟓ր舅ֵؔס

皆の郷 川越いもの子作業所
「豊かさもたらす表現活動」

2.

ր㞐כ׆כמכ׆ם׀؆ցמ٭عشٓյ儒䄄鼧גז⮉עך瀂ַגյ
辐杯孨Ⳃ4UVEJP�*.0צ؆סעךⰨ⛼ն䇗מ㍑ע㏐⩕ך㷣鈋⚡
ꝧ⤹նػٞؤ焫ע产錃⫂㷣炐㘃յؗ ط٭ؓךهؘ ؠ٭ععؔت
⪜ꝧלםյ⛼㳃סבא뇂ⱱ犉哕氳מ氦⟓ױַיնסא
磝־ײյ䓙ן⮵榫縖⺱㚖ס◫孱ֿ榟גױյ俊壿סח┉ע
㕙䢥מ槳ַםױ⛼㳃ֿ㷣炐ג舅⮆ד؆⛚ך⯥ס⿁⛼ס
ր⫂ꪫ꞊➟䓪ֿ雛םמ־ց喋չם㚺ֿ榟ךֹאַיױն
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タマップでは刺激になることが
多く、職員のなかでも「なんで
アートなのか」「なぜ作品をだす
のか」…と「なぜなぜ問答」をす
るようになり、とても良い環境に
なってきています。

〇表現活動をする上で環境づくりが
重要だと改めて感じました。

〇職員や利用者さんと一緒に見たい
活動の参考になる内容でした。

〇情報の発信の仕方などを学びたい
と思いました。

〇他の地域の取り組みや利用者さん
を知る良い機会になりました。

〇他施設の実践の話を聞くことがで
きとても勉強になりました。

〇作品を選考する視点や
アートの意味を広く考
えることができました。

〇制作の背景として、そ
の人を理解することや
関わることの重要性を
改めて感じました。

〇学校のは難しかった、
今日の（クイズ形式）
はわかりやすかった。

〇「創作の個性を大事
にしよう」という権利
擁護の気持ちを共有
できたと思います。

〇模写表現への理解浸
透にも役立つ内容で
した。

〇毎年、「自分たちがやりた
かったことはこれだ」と
再確認する機会になって
います。

〇「作家本人を大切に制作
しよう」と改めて施設内
で共有。

〇グッズの変化以上に職員
の視点が変化しています。

孨Ⳃ㕔⼔

2021/4 ‒ 2022/3

ם䥵䎎縖ס洈绷ס㍑յ焰炮产錃璡מ僖עךوشُذ
նր㓼曑洈꤃㲹縖ױַי孨Ⳃֿםַ⺬ַյ鎇ֿל
ךסש䣆嫎㰢ס⚡㷣鈋מյⶡעיׄ⺸מ槆㷣ց♿ع٭ؓ
٭ذؠٝؔظع٭ַؓיז䯥מյꝎ䇗յ辐杯孨Ⳃׂםע
յ⛼⿁鹟縒յ״ע٭ٔزؠٝמ؆孅䃷宨珕╈ס
孨Ⳃס鵽┉גזַכ鲭吾鋀յ錃ㅀյ鷞ㅀյ䨕סعوج٤ؤ
鵟יյ㛡喋ם辐杯כ׆ֹ⺬׀⺸כնיאյסא㰢צ⺨
杯㕙ך⪦僗ךכ׆յր䶹䭤םױסց罫מכ׆׳
ꄆ憠糋ַױַיն
鏤לםײ䖽סյ辐杯孨Ⳃױמյ㲔꤀ע⯥焫ػٞؤ
յֿגױ׀י鷞ㅀיזֿםחם־稷ֿםַ⺬
佤䇗䈱סך٤ٚؕ٤؛ע־ֿױ╈䑏ױַיזםכն
յעյ☪䇗䈱םמֹ׀ךⱶ⹆מ妳鬭ֿ☔סյ㛡ׂ־
㍚⛮־⺲飃ֻֿ٭ف٤ْ⹆ⱶն꤃㲹縖ؓع٭
꞊鵽ס喋չם䗯㕔◫䬵⺬ַյ产錃⺱㚖洈סכ注◍
ⱱס꞊➟䓪ֿמ岐גױױն

僗⪧י״כױמ閱◄ꎰע硜侇ꝴꝧ⤹⫂㳊־侇ס瑬儒偿仼מ╚
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「これってアート？」も発掘！
ր辐杯孨Ⳃ敯媲鐧削ցעכ꤃㲹ס☔ֵס菚软٬乃孨Ⳃ俊٬䶹䭤מ״גյ㓼曑洈ֿ
䇗־斻舅מ㲔产ַי㲔䛜鐧削ךն社槆鵰䎬յت٤رյ鍶־סלםյ⛼⿁־־ֹל־
鐧削烨ס׆յעך槆㷣♿ع٭ն㓼曑洈꤃㲹縖ؓױַי氦䫁יכ溍⸊סع٭ؓי辐杯ַם
յ夵䇗յؓךכ׆㷣⛼㳃鹟縒⭳מכ מ⚡炘⿁⛼ם㛡䎷ר⠕䓪ֵ哭䒝釙סع٭
氦⟓ױַיն

⛼㳃ׇ儖☔הע؆յׇ 儖☔ס▼鉮ס┕յ䶹䭤縖٬㍚⛮ך䬠⭳ױ׀ךն鎋碷ע洈ׇة٭ًّ٭ٌס鈋ַׂדն
鐧削烨ױ׀ךغ٭٤ٞؗرն䬠⭳⯥עמր䗯㕔ס孨榫亠嫎כ⠕☔䗯㕔ס䣽ַיַחמցׇ澬鏀ַׂדն

☪䇗䈱յ♿槆㷣ס⭳㷣⛼㳃מ鹟10/גף嫎☔סׇױג״⛼㳃յ牓沟
秘䕤ס؆鐧削烨ׇמ❆磆☭ױն⛼⿁1ע�מ䫴鬼

辐杯孨Ⳃ敯媲鐧削 多
様
な
視
点
で
語
り
合
う

写真は作品全体の質感が
わかるように、明るい所で
正面から歪まないように
撮りましょう。光の反射や
背景色にも気をつけて！ 
小さめの絵はスキャニン
グもおすすめ！

選考会では、一人ひとりの
表現を知る“手がかり”が
重要。備考に、作品が生ま
れた背景やどんな作品か
を記入しましょう！

鹟縒ך舅⺨מכ鐧削烨גذ٭ظ
鹟縒⚡⹆ⱶ縖ע⠕☔䗯㕔䣽ַיַחמ鏍硜

アートと福祉の視点が交錯

硜⺲ֿ⹆ⱶס鷨⸻僃㛡מ٤ٚؕ٤؛
㳃鹟⭳ն⛼ס⺲־鐧削烨ס⺲י
⺨舅סך鹟縒עךյٛ 鋗杼榺ד؆鹟מعت
նגױؠشفغ٭ؔن㳃⛼ַי⪋

〇鑑賞する視点や展示を意識して選考したこと
が、初参加の職員の大きな学びになりました。

〇調査票から他施設の支援の姿勢が垣間見られ、
表現活動の刺激になりました。

〇職員みんなで選考をするようになってから、関心
が高まり支援の関わりも変わってきています。

〇選考手法を施設内の展覧会でも活かしています。
〇調査票による応募の機会を知り、利用者さんや
支援員の表現活動への意欲が高まりました。

㘃ֻյֿ⿁⛼ג┕⺸ֿײ鱮׀䬞עךٜهٛؠت
鐧削烨ס⛼⿁䲯䏅י״⻠⪒⛮氳ؔطٛ؛ؠמ
┕䘶ַס辐杯孨Ⳃסյ产錃绷ֿ┕ֿ
㷣炐עסםնꄆ釐גױ䚉מַֹיזֿ
⿁⛼ֵסն㛡喋䓪؆ױֵעך־ֹל־
ֿױյךם؆ײ鹟縒י⪦僗מכ׆ג䙫紶
ٞوסאն縒ֻ䅯ה䧏אյיאնֵֿ
նגױ䓙ַי״䷉כֵֿ⽏䙫מتج

2021/7/16－8/22、9/7

中津川
 浩

章
さ
ん

ֽゖַ⺬עյؓ עגױ5&-��٭ذ٤جع٭
㓼曑洈焰炮鼧�꤃㲹縖焰炮䫟鶟鐐炘⚡⹆ⱶ䫟鶟٬菚软乃䥵䎎�5&-��ךױ

㓼曑洈ُعشؤتր٤عفؤց
㓼曑洈ր꤃㲹ֵס亠ס辐杯孨Ⳃ敯媲鐧削ցًة٭

瑬域僿僖ꮽյ瑬域僿僖ꮽմ
瑬域ך䬠⭳הֹס⿁⛼ג⺱䙫ֿ䐂סג
㓼曑洈꤃㲹縖ؓع٭♿槆㷣ס⭳㷣⠮遨ױַימն

鐧削烨כ⮯碊מ⫂㳊鋗⪌նْ ن鴜⟓鼽鴜٬י♀岣מٜ٭ ⺎ךتؠؒش
Ζ鐧削烨	ؓع٭آ٤榫碊⪵⺱䙫傴
Η⮯碊⛼⿁䗯㕔鋗⪌榫碊˥ ⫝洠ך鋗ꎰ%7%ע⿁⛼ַם׀ךյ$%璡ך⺎

䬠⭳僿仼 䬠⭳亠嫎˥䇗䈱מ㚺ױն

URL  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/hyougenchosa.html

落書きみたいな絵も
不思議なコレクションも
毎日つづっている言葉も…
表現だね！

今年度は演奏や写真、
小説なんかも集まったよ！
絵画やダンス以外の表現の
発表の機会も模索中です！

作品選考会

1 僗⪧䙫紶泘氳ס⚡㷣鈋ך٭ٔزؠٝ

2

⺨产錃璡ךրِؼ鹟縒⚡ց㲔产3

ր儖鹟縒⚡ցע䐂烨ꯂٛعت⪦僗ֿם
ֹ⺬鐄伺⿁⛼ַג䫟ך٤ٚؕ٤؛
⤹ꝧךהג־

4

鐧削烨ع٤َؕס

art ce
n

te
r syu

 2021 re
p

o
rt

儖鹟縒⚡⹆ⱶ縖╈孅䃷宨珕紆软㳃յؓ U�DPO٭ذ٭ؾؔظ٭ؤ嫎䏱◄ⳉ䢥յ㸓ꄅ✞غ٭ف٤؞شյ㵸很㓹䌚槆㳃յ㓼曑㛻㰢䷷罫㰢鼧䷷䪧յ鿯◒鷹╦䎻⯍㳃յ㓼曑洈玮㛻㰢⺲鎹䷷䪧յ⯥㸓遙二弓䄫紆软귆귆Ꝏյ㹿儖䞣塡䋰閾㚖ٓ٭ذؠٝؔظع٭ JPյ允ⶉ牊⺱䄅յ㓼曑洈焰炮鼧꤃㲹縖焰炮䫟鶟鐐⺲յ焰炮产錃璡㍚⛮

ր㓼曑洈꤃㲹縖ؓع٭♿槆㷣ցס鹟縒⚡עך夵䇗յ紆软ס㵠ꝛ
㳃ׂםךׄדյ焰炮产錃ס绷״ע洈ס䥵䎎縖䋰閾㚖
מ⿁⛼ד؆鹟־鐧削烨סյ⛰氬⚡מ丗ⶇ⺲ֿ┉㔆לם
יֻ◫釱憠םյ㛡喋ֿםַ⺬⭳䙫釤מ舅榺יַח
鹟縒车גױ׀יזն产錃绷ֿ鏤⛼⿁ֿ榟גױ羜俌
浓浌憠סבא㵠ꝛ㳃סյ紆软ד׆ס辐杯ס縖⛼
׀ט妳םגյ二־ꎬ◫ס釱憠ם樟סع٭ؓכյ焰炮לם
⥼䘶מ䘶ַס縖⛼ךם؆ײյגֿ䇶ֿס釱ꄇ
䃽ֿםյր☔ꝴֿ辐杯סכ׆䙫⽏־⛰עכցכ閱鑜
岐״雛ם־侇ꝴֿ榟ױַיױն
☪䇗䈱סր儖鹟縒⚡ցע䓦鹯٤ٚؕ٤؛ꝧ⤹םכյ孨氦ם
䙫釤◫䬵ֿגך؆ױ׀ךעյ◄⯥מ佤䇗䈱ػٞؤס䚉刌
㵚瓀־榟גױրِؼ鹟縒⚡ց㲔产նրׂחךם؆ײց
鹟縒ֿ⺨产錃璡מ寀鵀ךכ׆גַיյ❆䇗♓┕מ㳡䈱ס
忆ַ⛼⿁鹟⭳גױ׀ךֿכ׆ն

日常の表現の中にアートの原石が隠れています。

多様な視点を交えて新たな表現を発掘することで、

アートの可能性が広がっています。
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2021/12/8－12/12埼玉県障害者アート企画展
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㓼曑洈玮鲣♏紆软귆ךꝧג־♿槆㷣עמյמך㎁⫂㛙
杯㕙סյ焰炮־⛼二ס䅻鵽⛼㳃ַי❪냕ׂ鍐ך
㏐㓊־二מג氦䫁ג辐杯ךױյ☪䇗㲔מ䆋䇶ַ⛼
ל稗䬞槆յ狌ֿꝧׂםֹס׀䬞׃םնגױצ┾ֿ⿁
㖓ꄆגנ社槆յ䐂⛮ס湳ַם犉擻סא㛡喋
縒ֻյ꤃㲹縖מככց全㕙縖־⛰עכր辐杯־辐杯ם
նױַי禈ׄכ׆ゖֹמ⚡耆䓪炘⺎סع٭ؓ
ꝧ⤹עיׄ⺸מյס٭ذ٭ٖٝ؞╈孅䃷宨珕؆ֿ儖鹟縒
⚡䏲ס⫋鐧削磬י⭳㷣⛼⿁鹟⭳ն錃ㅀوشُذע⹆ⱶ
产錃ֿ٭ف٤ْסյ㲔⛼⿁־ׄג䚉Ⳃֻ⚥מ־ַ
նױַיז车ך⥸כס㷣炐銶槆ֿם鍱车ꎬ鏰־
☪䇗䈱עյ产錃ס㲜⫂ס㙆מ辐杯עמ⿁⛼גյ⫝洠ؾق
ס⛼Ⱘך٤٘بؤ؞ע⿁⛼ס嶖⤓ն┉鼧Ⳃ槆יⱶֻמٜ
羜俌⚥ֻյ辐杯ס뇂ⱱֿ⚥㷣炐䑏ֿׄגױն
䗯㕔סյ⛼㳃ַ⺬鐄伺יַחמ⿁⛼㷣炐עյ錃ㅀ䏲גױ
նגױײבסמ鷞ㅀי僗⪧

焰炮杯㕙־榟ױրؓع٭ցס丗չնֿסםؠ٭ؼٗל׆יֹלյ䑏䣒סח
ֿ榟־סׂיױնꝎׂ꞊⺱עך☪ג׀יז䚉䘶ױַיזն
րؓع٭ցր焰炮ց攐⮯ױֵעךססׄד☔ם؆ն☔ꝴֿ☔ꝴׂ榟״ג׀
նךסםײㅀם䑒釐┘⺎埝יזכמյ鐍מ
䓙┘ױ辐杯˙ֿ榟˘ם劼㛙םַֹםכ׆גյ釤־㕙䢥גז⺬םꄆֿח◅ס׆
閱նיא杯♏ס炘⚡ך僃榟榤䓪־鸜ׂꦕמַֹי釤ֻ㕙䢥מյ׆א׳
նױַי辐杯˙ֿ㰆㏇˘םֹסյ㜦饉א׆־ד
☔ס⛼㳃מ硜憠ע⿁⛼סյ㓼曑洈⫂ֵמ♓┕ס焰炮产錃نشذتסյ车
䷓绷ֿהגյؓ جֿםנ㵚鎇ꄆמככ㵠ꝛ㳃סלם٤յ䷷罫յ嫎䏱ؕاظյع٭
նגױعؠٝ
☔ꝴֿ辐杯סכ׆⸉憠ֿյךסֵעמ׆׆ն

儖㷣٭ذ٭ٖٝ؞մ╈孅䃷�宨珕
遊ꪫעך⯆⛼겧俌磆☭

喋չם髪牊㷣ꝧ㍲־⯆⛼րؓםهؔطؠ髪هؕٚغךց�GVNJ 
⺓颋	ցַם׆א׀ךסٜ٭ٍ٭لءրٚמ奓硇כتٚءغ٤طت�剳榹葏◅ 哕㵸�睳㎻邮ր1ث٭زց�孷釤綛⼁
䚉刌竊㵸ך⛼㳃סכ◫孱䐝孨

人間にとってアートとは、表現とは、障害とは…

多様な表現で本質を問いながら

社会に新たな価値を創造しています。

㓼曑洈玮鲣♏紆软귆
㷣鈋⚡ذ ցך鵰鏤גנ䘶ַꄆַֹכי釤⿁⛼ס熖מյ-PPL�BU�NF⥼䘶ַ䘶סהג؆㳃⛼禈ׄ⛼⯆כ랺չך╈ס榟孨ֵס勅䫑榫նրꝎַ⯆硜ס؆⚡榟⪧׳ַגյי閱ך⫁وشُذ璡ٜؕع
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儖㷣٬٭ذ٭ٖٝ؞紆软㳃��╈孅䃷�宨珕؆
☪㍑ך㍑泘םכ⯥㸓כ؆յֽ 妳ז׃״⿁⛼ס⪋מ
二뉲יז鷿כ׀כ鎇ך☔┉⮆舅ע侇ꝴն㵚鎇ס㵚鎇סי
伺澬ע⿁⛼סعتؔط٭ؓն꤃㲹ֵֿ氦釤ֵֿס㛡ׂך
םל؆כֿع٤ْعؕطتعوج٤ؤג銧鏤מ
ַն仴䡗ס紆软ס湳閁עך鐄伺ֿ־ףכ׆ַם׀ךնסא
ַיյ䚉כ׆ַם湳鎇כ׆ַיז־յ״ג
ךכ׆辐杯יזמ㵚鎇כ׆ַם׀ך銧鏤מס
⛼⿁杼鉮硇ֿ㵼釤ֻׂיնסא侇ꝴֿא׆Ⱘ鵰
䓪מ嵹גה侇ꝴֵךն

二弓䄫紆软귆귆Ꝏ٬⩕㓼曑洈玮鲣♏紆软귆╚䅪㰢菚╚䇠��⯥㸓�遙؆
꤃㲹ֵס⛼㳃ח⿁⛼םֹ⺱כזע 䓙כַיׂז
յֿכ׆סאնַׂי㚺㳃⛼⿁⛼յֿךהֿ
䇗ꝴ㷣鈋⚡禈ׄױ־ׂכַיն☪㍑ꪫ氫
ז־ꦘעסש鹟⿁⛼յ鎇ךסגזֵ؆ׂגֿ⿁⛼ַ
כַ׀յ绂ַ־յע־☔גնⳂ槆釤ךג
ַֹ㚜גױַնֽ ־ױյ㛻צ鹟⿁⛼מ⯥◄ׂא
ױ׆յךնֹך״גגַי״婊ٜء٤ؓס䲯䏅ם
նױַיז䓙כַגֿי䩰狜妳גٚرٚرסך

㓼曑㛻㰢䷷罫㰢鼧䷷䪧社槆צ紆软䷷罫��㵸很�㓹䌚؆

㓼曑㛻㰢䷷罫㰢鼧紆软㵠⟣䇗榟��㱢榹䃷�宾؆
גն僃⮣釤גךי״⮣עס泡䫘釤ع٭꤃㲹縖ؓע⦈
䓙ַ䍚ׂ䥚ַֹכցֵםד辐杯ם舅榺מյր儖䎎עמ׀כ
╈ׄ־מחכץח┉⿁⛼յמהֹ釤מն⠕չגױ׀
ⱱס냕מ꿮גױ׀ն釱憠荇䎷ס雛מ־յր׆ַֹֹ׆
מ٤٘ب٭يزٓס⛼⯆ס⮆䓙ַյ舅כցד؆םֵכ
յֿגױ־䑏䘿מ社ס䔤珍ע⦈מն攐ױ䓙ַכגזם
ؠ٠ؠ٠㵚מ䔤珍סյ⛼縖㏆⠠מ䍚ס啶㍲סא
䚉ֿ䍚ׂ䚉יⷄ霄מ墦ױַיזն

꤃㲹縖ؓיַחמع٭յ熖ע㛻㰢ס铺紶璡ךױ׆ך犉哕氳
׆յ⿁⛼סהגꝴ♧סն䄄䢢גױ׀י☭磆ׅ┕מ
٭ؓם喋չסךױ םյ㏆⠠氳ע⿁⛼ס㷣璡عشٖٛه٬ٜ
辐杯ס䍚כ斻舅䓪ךסח䷑յ㰢榟הג䅻מ䚉Ⳃ׀
ח䷑ס⛼յ㲔ך槆⥼ֿ╈䑏עך䪧哅יֹלյדגնך
槆㷣♿ع٭䈱ؓס׆ն؆ױ׀ךעכ׆䚉ٚ٭؛
⿁⛼ס׆ך缠䚉釶עյ䏘ךכ׆㰢榟ֿ鉴מ⛼㲔ך
ג㰢榟ם㴛랺עն俊壿ױ䓙ַכג׀ך䚉䐂ףס
מ긹艏ח־曍泡ך銧蜗ס舅骰յ䏘י鉴מ⛼յ㲔ֿךה
䚉䘶鳭גױַיն㲔⛼ֿٚ٭؛סյ䏘ס銧鏤䚉釶
釶ꁻג䚉ֵֿյ俊壿כ樟סאם㣓מ熖ע㛻ם׀ㄎצ
ն☪䏲גױ䚉י״䷉냕סٜٔب٤طَחס䏘כ
յ㛻㰢⚡嚀ם鞕ꄆגֹ׆鉴מ⛼㲔סع٭꤃㲹縖ؓ
նױַי縒ֻכַג־榟מ僃㛻ך䪧哅ס

2021/12/8

2021/12/8

ギャラリートーク

Ꝏ䇗յ♿槆㷣מ䯥מ☔◅ַֽיז
釱憠סבאնع٤يؕؠ٭عס❆䔩
㳃⛼ֵסյ꤃㲹ֿם☭磆⿁⛼ך
ס孨Ⳃס׆炘⚡氳❫⡁յ뇂ⱱס辐杯ס
䙫紶לם鏤ױַיזն佤䇗⺱喋ؘؗه
❣מٞوյ䲯䏅٬稴ֿגךꝧ⪛סך
갔ն啶䡗婊״յꎰ槆ג何⥼מ⛼⿁何
⥼䧿ײյ㰄䆠荇ךכ׆ׄ⮆מ
㛡ׂס☔סꗲ韛䶹䭤ֿםחמⳂ槆מ
նגױם

何⥼ע:PV5VCF
ր䄄䢢ٜؾ٤ٔزցך
鿥⟓╈

㔋擻荁㜀؆

璈䃷鵍习כ؆㵸很䷷䪧

րٜؗ٤ُٚعց�剀榹⽰

㱢榹䃷宾؆䄅┕րⳏה鎶تٜؗئؿٚؔطցٙ ٭بش

1

ギャラリートーク
2

小澤基弘 教授
×

埼玉大 学生

☪䇗䈱עյ㰢榟⺲ֿבא鹟؆ד
ײ鍱ס⮣鏤כ㵸很䷷䪧יַחמ⿁⛼
⭳רֵ־䚉Ⳃםꝧն碛泡⪛ךهؘؗ
յ䷷䪧鏤םֹ䑏鵟כ㳃⛼銧蜗
䘶ַס⛼Ⱘס㰢榟舅骰־ׄ־ゖַס
ֿ䌕⭳׀喋㯸ֿלםյր二뉲גזדց
ր二םג釱憠ֿ䐂גցכ㞐鍐גךն

art ce
n

te
r syu

 2021 re
p

o
rt

中津川浩章
×

前山裕司
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企画展の振り返り
⛼㳃יַחמ☔ס⼽

♿槆㷣עךյלם٭ؼٓٝجء٤ؼو٭؛
⛼㳃╚⛮ع٤يؕס♿槆նסבא
仼䅻ך辐杯ַי⛼縖ֿהגյ犉哕氳
☔םյ喋չיⱶ⹆מ孨Ⳃס׆ס㏐㓊מ
ח⚡嚀׀ך孱◫כ ٞؤնױַיׂז
⛼䘶ַס⛼Ⱘך⯥סյ全㕙縖ע⯥焫ػ
㳃舅鏤րؓؠ٭ععتؔط٭ց车ַյ
⛼㳃⺱㚖סכ٤ؒن◫孱榟ױַיױ
ػٞؤ䇞ַ二㑔ע╈僿⚡סն☪䇗䈱ג
㳃ֿ㏇䉹⛼ס⺲յ丗ֵמ䚉刌竊㵸僿ס
ך㳃⺱㚖⛼ג鐄伺⿁⛼מյ全㕙縖
⛼⿁ꗲ韛ג㣓ֿ釤גױն ջ⛼㳃ֿ⛼⿁㷣炐Ⱘ⛼孨Ⳃ鵟י炘⚡כ꞊

նױַי䚉כםַיյ䡗Ꝏךכ׆
ջ⭳㷣縖♓㛙ס⮵榫縖ֿ┕٤٘ب٭يزٓסյ☪
䇗䈱յ鐧削烨䬠⭳י鹟⭳גױն
ջ⮣⭳㷣ס⛼㳃ׇס┸鈐 րֿ⭚⮆縒ֻֿגַיյ⛼
י鵟⿁⛼նגז釤亠ֿ㚺י㷣⭳יכ⿁
նגױַך؆ㄎכցגז־荁י׀ך孱ֿ◫כ☔
ջ⚡㕙ך⛼㳃ס亠չֿյ榟׀榟⿁⛼כ׀鐄伺י┖
նגױםמה妳䧏םյ䇞ׂ㭕ֿסגז
錃ㅀיַחמ
ջ⮣㵚ꪫכ☔ס注鐶ֿם굝ךכ׆յׂחךם؆ײ
նגױ׀ך㲔䚉⚡㷣鈋ׅ┕
ջ╈孅䃷⩝榟־ր䚉䓪ך굝ֹױײיזցفغؓכ
նגױ׀ך哅ֿ⛼ֿםײյ哧ַتؕ
ջס٤ٚطي亠סכ⛼哅ע㱦䑏䚉⟓갔䚉ֵֿյ⮣
⹆ⱶס亠סכעך⮣䑏מ鲭םֹגז妳䧏ה
׀⺸ס㳃⛼⿁⛼סյ俊壿עךն㷣炐גױםמ
⺬ַ亠㓷ג䚉䓪ֿゖכ䚉ױַיն

孨Ⳃ鵟י
ջ㷣鈋⚡⪦僗ךכ׆յؓ 绷יַחמ孨Ⳃع٭
ꝴך鎇嚀⚡ֿ♓⯥㘃ֻגױն
ջ禆禈כ׆յ⯆⛼縖ס㚺釤㱤סכ׆㛻⮉
յ䷉י״䚉גױնմմմմ…לםմ

全㕙縖ס㚜
全㕙縖丗�⺲

˥⺲ס全㕙縖ؓع٭آ٤
ջ榟כ׆׀釤״ח泡גյם־擻◄㛻⮉
ַ䑮…כ׆ַֹכדס辐杯ע☔յכ׆מ
仼չמ㒪ֹױיյ☔ס劮嶎ׂגמ؆鉴
氵喋յ䎬꞊ך⼽յ؆氵סն⛼㳃ױ妳ֿג
յע⚡Ⱘ炘⪧ַיׂחיזמ氵喋ַׂימ
䄹僶כדס׀ך㲔杯מյ祀㵚ׂ־גגֵמם؆׆
ն♏焰炮꞊➟縖גױ׀דגַ
ջ氵؆儖䎎מ榟ֿכ׆⛼ככ׆ַי׀泡磵י
ն♏紆软꞊➟縖גז־喋ֿ碛俔ַ
ջ꤃㲹⩩㰢碌מⳝ״յ䬞ֿׂכ׆⛼כ׆㛻㞐ם׀
榟䏻גױַ⚡⭳מնך䎎侇סאע❫⡁ע鏀״
י釤מ亠չס㛡ׂ⭳Ⱘמ舅榺מֹס׆☪յ
ն♏㰢劅꞊➟縖ךַ碛俔יֻ
ջךַגײי⭳יז⛼ַ״؆ֹׄזַׂׯն
♏焰炮产錃⮵榫縖մմմ

作家イベント

♿槆㷣עךյ产錃מ㍚⛮סךꗲ韛םֹ
ַםיֿ⚡车ׂ嚀⚡յ仼ׇ㷣鈋ֿ
꤃㲹סהג☔ֵסꗲ韛䶹䭤מⱱ⪌
לםꝴ♧ס产錃גն㷣炐ױַי
סյ辐杯孨Ⳃֿכ׆ꗲ韛⿁⛼ס
䙫培⭳㷣⛼㳃ס舅⟓ךׄדֿםחמ
ז׀绷ֿ孨Ⳃ杼鉮גյ⺱车ׂם
նױַיזםמׄ־

鑑賞ツアー

⚡僿╈յوشُذ*OTUBHSBNעךյ全㕙
מն⮣仼גױ⟓喋㯸鿥ס㷣⛼㳃⭳ג
㷣⛼㳃ֿ⭳מ免סלם㓼曑لٝطյע
䑴յ㛡ׂסꮶֵֿגױն⚡㕙עךյ
⛼㳃舅⛼ס⛼⿁לם鞄㚞ն夵䇗⯆⛼
٤ٚؕ٤؛յ䄄䢢עր⛼⿁ցַי
նױַי鞄㚞禈ׄךؓعت

情報発信

瑬㍑㓼曑洈꤃㲹縖ؓع٭♿槆㷣ր-00,�"35�.&��ց⛼⿁⺲ס⭳㷣⛼㳃ס⛼⿁槆⥼ꎰ

♏־♏ךױմ⭳㷣⛼㳃ע䇗룻喋չ

ր٭٭٘ةց�乇諰岖㜀
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䄄䢢

○みんな「自分たちの織
りがこんな素敵な製品
になるなんて」と感嘆！

○コラボによって自分た
ちにはない新しい方向
性が見えてきました。

○搬入を手伝い普段活
動に関わらない職員も
刺激になったよう。

○奥に入りたくなる長居
したくなる魅力的な陳
列でした。

商品をギフトボックスにして
展示。贈り物に詰め合わせる
のが楽しい製品ばかりでした。

毎年、商品全体がパワー
アップしている。

○他施設の製品を実際に購入
してヒントをもらい今後の活
動の幅が広がると感じた。

○来年に向けさらに良い商品
を開発していきたい。

売れたことが大き
な一歩。その経験
を施設で共有し盛
り上げていきたい。

自身の商品展示を見て、作家
さんやご家族も大変喜ばれ
ていた。モチベーションが低
かった時期に多くの人に褒め
られた経験を通して、元気が
出てきた様子。

コロナ禍で作業に乗
り切れない仲間が多
い中、野本さんが始
めた編み物の人形が
売れたと伝えると、と
ても喜び、生活に張り
が出た様子でした。

魅
力
を
広
め
出
会
い
に
つ
な
げ
る

䄄䢢٭ٛٚٔ؟סوش٘ب⚡㕙מյ☪䇗䈱ע
㍚⛮ס产錃よ⿁磆☭גױն⛼⿁٤ؕاظ
㵸擻⛼䣆סלםتٚ笝擻յ儒䄄յꪵյꥭ鞁ג
־յ㓼曑י㷣炐鞄㚞לם社槆םյ㵸־ס
榟גױ㛡䎷ם辐杯倲כ䇶ױַי״ն
فغؓס⟢յ溿עמ儖㷣ֵך梪┉ס⟢溿ثشء
յ辐杯孨Ⳃצ┾⿁よג荁䷉מتؕ
ױնױַיזםמ㕙סצ㰢ס焰炮产錃璡ַי
ם鍶յ傴社־㵚鎇סכյ夵㍑յ⛼㳃ֿ全㕙縖ג
ءغ٤طتյցت٤ُ٭ؚنقهրٚؕ⛼Ⱘל
بؠ٭ր٠״铺䅨ⳉֿלם㳃⛼تٚ ꝧցو٘ش
⤹ն⛼㳃辐杯ס뇂ⱱ喋չךהג־ם䇶״յ琷갹
նױַיׅםחמַ⚡⭳רֵ
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ֿם䤗䥑סאյםכ㳃丗⺲ֿ铺䅨⛼تٚءغ٤طت
նגױֻ⚥哧ס⛼⯆

剳榹؆ֿ釤儖⿁⛼גז⛼מ頇⪌ֽגז┖י㲘ס؆䎎仼ךع٤ْؤסذت٤ؕסն

㵸־تٚם榟גױ䇞ם侇ꝴն鎶ס☔◅ֽםׅ㣓ױ׀יז⚥־նֵ նגױַׇֹכֿ

☪㍑㛻☔妳ך㱭㚞ג갮社ն⛼⿁ַֿי⛼⯆לםءشفג٤ؕاظյ⸉槆ס뇂ⱱכֹֻ⚥䣆幵׀碊מⷄ⯇儒邮ٜؾق 㷣⭳י䬈ֻ洠⫝ס❆榫✳מ겧ءٞذյ荁䷉מ㑔غ٤ذتֹֻך؆哧יכؓٛط٤ؕնغ٭ؘبو٤ٚ⩞⠕䓪ֿסבא㳃⛼تٚءغ٤طت
⚡僿╈ثشءס溿⟣هؕٚעך╈禆ך䷉荁ꢷ⮛ع٤َؕס鉮鐄

�ع٤ֿَؕ־ֻ⚥뇂ⱱס辐杯㳃⛼מ־ַ

وش뇂ⱱ䈱ؓךة٭آشقגז⺬מ⿁よסחכץח┉

⪦⺱⭳㷣עך产錃ׇסכ䧏ֹל⽏ה孨־־

☪䇗䈱鏐榟ג产錃ٍٚؤסよ⿁�笝כꪵ碷䄄סבאס䍚ײ孨מٖبشؤئי־

二☔ֿם㛻☔妳גזדրס؆ցնثشء溿⟣تؕفغؓסׄյ⺯硵ס碛免㚺催ն䣆⛼䚉מ瀂יׄ־׀鞄㚞ג

作家主体のライブパフォーマンス＆ワークショップ
ワークショップ
【ステンドグラスのオーナメント作り】

ꄋ㯸٭ُ٭ؚنق׀ׯ
㜂؆ֿյֽ 㲘סכ؆
㵚鎇־յ┉☔סכץ
⛍갹社♀ة٭جشْ׀
յ״גגמغ٭عتَ
նגױع٤حٝو

ライブパフォーマンス
【僕がひとつ、あなたのことをぼやいてみせましょう】

何のため誰のため…

みんなで問い続けた先に

たくさんの輝きが生まれています。

二氧㕙ءٍٚؤס
ثش

嫰泘

2021/12/18-24

2021/12/19

2021/12/18

նגױםכ◄☼㛻ס僃僿ֿ׆ն䓦鵧؆◅剳榹葏ס㳃⛼غ٤طتג铺䅨䥵䎎מש╦

織り&グッズ展開催中、限定５名様
に幸い申し込みができ♥ステンドグ
ラスのオーナメント作り！ 初めての
ステンドグラス。憧れはあったが機会
がなかった。ありがとうございました。
作家の栗田英二さんとテーブルを
囲んで！ 夢の時間は流れ、集のギャ
ラリーで購入した皆さまの作品を
眺め、オーナメント眺め、、、幸せを
かみしめる。
なんて素敵な時間だったんだろ～
ありがとう。　

⺨产錃־☜㉺לםوشَ䧏ה㳝錃ㅀ

織り＆グッズ展

귆רכװ
٭ֵי

瑬䃷飈ַס㯸⛼哅䢥

゛⽰⚡

全㕙縖丗�⺲
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誰もが輝きを秘めている。それが表現となり

人の心を動かし、生きる力になっています。

新
た
な
可
能
性
を
探
求
す
る

紆软♓㛙ס辐杯嘗碟ך╈յ䇗䈱禆禈وش٘بؠ٭٠ت٤رַיն꤃㲹䇗룻ס凂飃ֻי
孨Ⳃַי洈⫂و٭ٜءت٤رסյסتؕٝوعتي╚㲳琉╈䇞㯸؆铺䅨מ䦙׀յ־ز٭ٞوؓסא骰
⛮辐杯ֽׄמր䶹䭤ֵס亠ց㰢צ☔免罫䡗ױַיׅםחמնגױյ⪜庋꤀ע⹆ⱶ縖♓㛙ס꤃㲹
նױַיꄆ憠糋ַמյꗲ韛䶹䭤ֹ״哧מכֿהג☔ֵס
☪䇗䈱ػٞؤ䚉刌㵚瓀״גסյ佤䇗䈱⺱כ⹆ⱶ縖ך⪜庋יׄ⺸מ㍑وش٘بؠ٭٠ס㲔产ն笝
յْמ׀Ⳃם喋չג⭳ײ榟⪋辐杯鵰䎬⛼⿁סלםتٚءغ٤طت ס⛼䣆מ䬠勅ס٭ف٤
辉逷㵸鷹⪮ⱶֻיյ佤䇗䈱氦辐מّٚءٞوت٤رגז־ם׀ך瀂גױ׀ַיׄ־׀ն

2021/7-2022/5
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:PV5VCFס䄄䢢עךٜؾ٤ٔزյ
佤䇗䈱⯆⛼بؠ٭٠ג ꝧ╈⪛鋗ꎰ.PWJFو٘ش
ր饥�ַאז馈ױיז ֻցعؠؘةٞوت٤روشُذ

佤熤յ⮣僿ס־⹆ⱶֵْך٭ف٤냕隴ֻ׆؆ֿ狜亸玮גױהն榟⯥ׂ
גַימր熖⿁⛼ס釤יյ⩕妳ַיזםמցַֹכ䘶ַעյמت٤ر꞊י
䧗־յ僀⮉辐䗯ֿמֹגז⪋ֿزشؕتכױնꮟ哧ֿ㡎גך稇┉
ٜؾؙסאնגױַי䘶ַ辐杯רֵַֹכցי熖釤כזրך骰⪑ךױ⩝
ז馈מնր䇗ꝴյ┉稇ױַיױ⯍䍚ׂמ翹סהג٭ف٤ْגז馈מכյע٭؟
עךյ艵⺏⪜庋יז갾ַ羜靷ס؆냕隴ַֹכցַגה玮מ⺏艵כהגꝴ♧ג׀י
냕隴ס؆榟⯥ت٤رס何⥼䥑◀㲊ךն

ֽ㲘מ؆釤יׂגւסٚ؞ٚ؞؆
יז⪮㵸鷹סت٤رնגױ⛼փ
յלׄגז־םֿכ׆גז⛼ךױ☪
ٞؤնךגז־㭕ֿסגֻי״
墦יכיזהזםמ庋ֿ䋝僿⪛ךػ
䒝ךն㛻⮉כםׂםֿסםյ馈
ךַצյכםׂםֿت٤ر־כ
նַנ նם־׀ךյח
냕隴ֻ׆
䇗䈱鋗ꎰ

我慢を重ねたこの一年

いっそ踊ってしまえとつぶやいて

踊ることは生きること

だとすれば、踊ることを止めなくていい

止めることはできない

この一年に起きたこと

変わってしまったことと

変わらないことと…

いるはずだった彼女と

逝ってしまった彼女と…

彼女の魂に届くよう

跳べっ！と今年は大きく叫ぶ

今年こそ舞台に向かおう

ベストプレイス主宰 竹中 幸子

タマップダンス公演プロジェクト

㓼曑洈꤃㲹縖◫孱٭ذ٤ج

꤃㲹ס僗扛מ꞊➟ם
ׂյֿבא二ַ
辐杯嘗碟׀ך梪
㗞ך╈סյ⪦둜⺬ַ
䡗Ꝏױַיն

墦䒝ֿם☪䇗僖
菚ױגַ㎁ס䎷מ
软ⱇ㕙ך◀㲊ַי
אז�ַ庋ր饥⪛ג
馈ױיז ֻցעյ⫋
նגױםכ䋝僿צ

YouTube

��䄄䢢
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相談事業でもタマップの連携力が活かされています。

日常の支援につなぐ―それが、埼玉方式！

解決にとどまらず、広く課題を共有し、

䇗䈱ס◄❆

アートセンター集　
相談窓口のご案内

䄄䢢ؓعتؔط٭꞊�綛䇖وشُذ�ր㓼曑氦ع٭ؓיזא�٭ٛ٭عتءٔ؟םց�7٤ٍُٚؤPM�

꞊綛䇖מ㓼曑洈釙٤ُ٭ٛ٭عتءٔ؟րٝؕث٤ٝن٭٤ٍց7PM�ךױ氦车╈䄄䢢ؓعت٤ٚؕ٤؛$IFDL

庵槆�꞊�綛䇖
⸉勅�UBLFJ�UPNPLP
♿槆�㓼曑洈꤃㲹縖
մմմؓؠ٭٠عشؾع٭
մմմoջ
⯆⛼��䇗僖

hBSUDFOUFS�TZV

յ״ע辐杯孨Ⳃ敯媲鐧削מ╚
洈⺨产錃סלם⤹ס䗯㕔䬠❠
鐧削烨ע⿁⛼גזֵֿמ鹟縒⚡ך⪦僗
♿槆㷣ס⭳㷣ت٭آגזֿםחמ

ⱱ㡦מ٭ذؠٝؔظع٭ؓס注鐶
㲔产٭ٔزؠٝיַחמ⡁❪❪鍐ס⿁⛼
縒ֻ亠产錃⪒⛮ך⪦僗

他人が撮った写真を見て描いた絵を商品化してよいか

嘗⫝Ⱘ⛼ס爊䈱מ蜷⛼嘤➇㲹םמ⺎耆䓪ֵֿ״ג
تؕفغֹؓ瞿削־㳊⫁䑒釐ֵֿ䤔钯䐂ױ
蜷⛼嘤溿⟣ס䗯㕔䬠❠

県営競輪場の事業で障害のある作家の作品を活用したい

⭳鹟յ⛼㳃ⳓ僗⪧ך⫁وشُذ
琂魸갭免מ䬞ַ־⿁⛼ג憠ֿ鹟מغ٭غًؕٛوף

㱭䡗גր㛻㲯琂魸�꤃㲹縖ؓغ٭غًؕٛوסع٭ց13ך4/4עך䦡丆辐杯孨Ⳃס䇶㕔גזֿםחמ

˥⠕☔䗯㕔ס⟊閾⸬㱤孱榫ױגַע؆ֿյׇ 注鐶מ䑴מ״ג꞊➟縖٬嚀꞊כ䗯㕔⪦僗㕙⺬ֵֿױն
մׇ▼䤔ס┕յׇ 䑏鿥ם憠ע鸜䜡ֽׂם榼ַדׂׄ♀ն

㓼曑洈꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ䶹䭤٭ذ٤ج� յ焰炮յؓעך٭ذ٤جع٭ؓ 㵠ꝛסלםյ䷷罫յ车䷓յ嫎ع٭
㳃㵠ꝛ嚀꞊כ鵽䯥יյ꤃㲹סא☔ֵס㳃仌٬䶹䭤縖סրⰨցր岐״ցր䇶ׅցր㱤ցع٭َئ
ס注鐶꞊מ辐杯孨Ⳃגזַכցַג״孨Ⳃ㡎ع٭ցրַؓג氦辐⿁⛼յրעךն注鐶猜ױַי
־לם哅յ㰢榟♿亠չס㏐㓊גזַכցַגצցր㰢ַגցր㷣炐ַגր孨榫⿁⛼ס☔ֵסյ꤃㲹־
նַד鵽礘ׇׂמ妳鬭ֽבֹלնױַיׄ♀ׄ注鐶ס
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꧅鎇���䇖仼̿ �BSUDFOUFS!LPCP�TZV�DPNتٝغٜؓ٭ْ

自分の作品を発表したい 施設利用者の作品の
価格設定について知りたい

スタイル

2019



共に生きる社会を目指して

多彩な表現の魅力を広めています。

「障害者アートオンライン美術館」開館！

埼玉県

芸術性・創造性あふれる障害者アートの魅力発信
ֽゖַ⺬עյ㓼曑洈焰炮鼧�꤃㲹縖焰炮䫟鶟鐐�炘⚡⹆ⱶ䫟鶟٬菚软乃䥵䎎ךױ

丗ⶇ⺲מ⪧כ⿁⛼ס
㰢榟ع٤ْؤס䫴鬼ն

Ⳃ槆ע㰄䆠鉮鐄♀ך׀ն
㷣炐㕙䢥ֿױֵوشُ־ն

㓼曑洈焰炮鼧�꤃㲹縖焰炮䫟鶟鐐╚◄մ◒┕�紆牲؆

ք紆软օմӫ㓼曑洈꤃㲹縖ؓع٭♿槆㷣մӬ꤃㲹縖ؓع٭뇂ⱱ氦⟓◄哅մӬ꤃㲹縖ؓ٤ٚؕ٤؛ع٭紆软귆
ք艵⺏菚软օմӫ鲣諰荁䇖כ꤃㲹縖٭زت٤ر րّثٜغ٤ـց⪜庋մӬع٭ئ٤ؤ٭ٛنؓٛف�
ք⪦鵟օմӫ⺨牊ؕימع٤ي꤃㲹縖ؓع٭㷣炐ր7*7"�-"�30$,ցր㓼曑�8"#*�4"#*�㛻烰⪯ցלם

障害者の芸術文化活動の裾野拡大
ք紆软օմӫ꤃㲹縖社槆㷣䄹僶縖⪒⿁⛼ס㷣炐⪜ⳓ㷣�
ք菚软乃⛮꽦օմبؠ٭٠ �ت٤ر٤��Ӭ紆软��ӫقٜ٭ؔطتӬ䣒哧㉺��Ӭو٘ش �
ք䄫槄兎◄哅ס㲔产➢鶟օմӬ䄫槄兎䥵䎎縖⺸ׄ⛮꽦㑔٭ػِجմӬ䄫槄兎بؠ٭٠ �ꝧ⤹䶹䭤סو٘ش
ք菚软乃孨Ⳃ俊䶹䭤◄哅לםօմӲ꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ䶹䭤٭ذ٤جմӫ辐杯孨Ⳃ敯媲鐧削

䇗־禈 րׂ㓼曑洈꤃㲹縖ٜؓفؔطتؘنع٭ցס㲔车㡦⚡╈䑏מ
喋չם⹆ⱶؕع٤ي俊◄哅车ױַיזն ˥┖稗עր꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ俊䶹䭤◄哅ցמ꞊鵽磝ײ

Ӭ㓼曑洈꤃㲹縖ٜؓفؔطتؘنع٭㲔车㡦⚡◄哅մӫ⺱⚡⪦⤹٬ⱱմӲ洈遨Ⲃ◄哅
㓼曑洈ُعشؤتրהזױגַցր٤عفؤց

ئ 啶䡗նךր⛼⿁ցրⳂ槆ցր㳝牭乃ցעؕع
塡襓ꄇ紆软㛻㰢䷷䪧�└很┉㲔؆
二弓䄫紆软귆귆Ꝏ�⯥㸓遙؆յ
䄄䢢畘杼縖�㲯儖䕤紆乃珕㳝ױַיն ր㓼曑洈꤃㲹縖ؓ٤ٚؕ٤؛ع٭紆软귆ցئ ؕع

ס⫁洈מ鵽䯥ס榤妨㰢㲆־䇗䈱יכ뇂ⱱ氦⟓◄哅ցع٭յր꤃㲹縖ؓע紆软귆ס׆
☔ֵסյ꤃㲹ג׀י㷣炐ٜؓٛמלם琂䤗⚡㕙յ⪜⪦产錃ؠشم٤ٛٚق٬ؠشم٤ٛ؛յٜطٌ
❠ׇ䬠⿁⛼־㳃٬产錃⛼ֵסն꤃㲹ךסג䫴鬼מ┕٤ٚؕ٤؛⿁⛼ר뇂ⱱֵס
նٛױֽיַדגⱱַׇמׂט鉮鐄⿁⛼鹟㲊⿁⛼עמ㰢榟סյ紆软硌㛻㰢׀דגַ ٜؓ
㷣炐כ⺱喋յ⛼⿁鉮鐄מ⪧כⰨ⛼겧俌鵽䘶ׇ⿁⛼ֿם鈋ַױׄדגնמյ꤃㲹縖
☭磆⧙孱ס㳃⛼Ⱘ⛼겧俌ס⿁⛼רյ䚉䓪٬䘶⥼ⱱֵ㳝牭乃ג뇂ⱱ岐䫁סع٭ؓ
նַדׂײֽ哧ع٭ꮶׂ꤃㲹縖ؓמյ䑏מ⚡嚀ס׆նױַי䫴鬼Ⳃ槆

꤃㲹縖ס菚软乃孨Ⳃמ꞊哅ⳉאאיַחמ䇗ֿ磬ױהն
ֵסյ꤃㲹ׂםעכ׆גׄ⺸泘מꄇ⮆סع٭յ꤃㲹縖ؓעךױ׆
亠ֽכ鎇嚀⚡㵼ַם榟孨鴜גױַיזնם؆א熖ֿךյ
꤃㲹縖ؓמع٭䯥יזםמֹյ㛡ׂמכ׆ס妳׀טյ䚉յ㰢ש
ס䫒狒䑏חס☔㣓յ⛼Ⱘמױױֵֿסն☔ꝴגױ׀ךֿכ׆
䍚辐杯ⱱסꪫ氫յסא㝜岐מ꿮־夵仼ךն
焰炮סع٭قت؞ؙס亠չס☽סא㵠ꝛ㳃ס亠չյיא车䷓ֿءشذ
磝؆ס׆ך㓼曑亠䌋ֿ⭳全┕ֿյ☪ֽם氦㷣禈ׄכ׆ַיյסא
חךם؆ײնױַיז䓙ׂ㭕כ׆䯥מ◄☼ ր꤃㲹ׅ┕ׂ
縖ؓع٭♿槆㷣ց⿁⛼ך┕هؘؗꗲ韛׀ךր꤃㲹縖ؓ٤ٚ؛ع٭
ؕ٤紆软귆ցלם㓼曑סעךם♿槆夵䇗䈱㲔产ֿםյ☪䏲
նױ䓙ַכַג׀ַי㷐ׄמ☔ס؆ׂג뇂ⱱסא

㓼曑洈עךյ꤃㲹ֵס☔ֿⰨס⿁⛼⭳뇂ⱱ㛡ׂס亠מ湳׀דגַיז
⡁❪םגյ二ע菚软ն乃ױַי㲔产לם庋⪛ت٤رյ紆软㷣ׂג
炘⚡מ榟מ⪧כ⭳ײյ㛡喋䓪㵯ꄆյ☔ס☔כ注◍杼鉮鶟״ⱱֿ
榟⪧ם־雛ֹ⺬״鏀כ׆ֵךյ㛡喋מⱱס乃٬菚软ס׆նױֵ
炘⚡յ䑏٭ٛنؓٛفסյ꤃㲹ס☔ֵס炘⚡⹆ⱶ䫟鶟ױն

⫝洠כ釤ꝴ鷿ֻםֹ瞿㳡ם⛼⿁յٓ ن٭ز
䐝٬犉ג⛼⿁յ斻攐ס釱憠גֻכך⛼
⿁յסךױ׆䅻閁釙ֵعؠق٤ؕםֹ
⛼⿁לםյ꤃㲹ֵס亠סⰨמ⿁⛼⭳
նױ㛡丗ֵֿסם뇂ⱱ氳רյ⠕䓪ֵע
յ״גׂדגַיז湳מ亠ס㛡ׂ뇂ⱱյסא
䇗僖מꝧ귆גױն

https://www.pref.saitama.lg.jp/shogaishaart/index.html

䇗䈱�╚ם◄哅

2021topics

꧅鎇��� ���تؠشؒن

埼玉県障害者アート企画展の
常連作家も多数出展！

動画はアートセンター集が
県の依頼を受けて制作しました。
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Northern

Western

Eastern

Southern

互いにリスペクト
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埼玉県障害者アートネットワークTAMAP±〇

タマップだより

/10嫎☔�$*-ֹ׆ץ؆��ꄇ儖�綛䇖؆

鼧䶹鼧Ꝏ

里鼧䶹鼧Ꝏ 鼧䶹鼧Ꝏ

典鼧䶹鼧Ꝏ

熖סوشُذע僃㛻ס뇂ⱱכדعؠًتٛע䓙ַױն⛼㳃מ⿁⛼㵚י
אյ⚡炘䈱⯆䶹ֻאյ倲ס仼չ꤃㲹סյ⺨չ؆הע
ךם؆ײך┕סאնֹ⺬㵯ꄆמַ◍ֽם؆ײעױյהג☔꞊מ
䙫釤⭳⺬ַյחךם؆ײ סؠ٭٠عشؾס׆㣓ⳙַֹֹֿאնַׂיׂז
劮䈓ױֵמնא׆־דյס׆㛻㚺⸬ַ敯媲ך╈סյמ־ם孨Ⳃ
禆禈כדסג׀ך䓙ַױնوشُذם؆אյךعؠًتٛױ

元気を与え合う
炘⚡焰炮嫎☔�佳
�/10嫎☔כ؆ֹ־�� 溍䇖�遙┉؆

⹆ⱶ縖⹆ⱶ◄哅䢥סבאס؆םײס縒ֻ亠ֿיכ㵯ꄆי
鐐갭☭磆סײ磝նױ䓙ַכד뇂ⱱם׀㛻סوشُذյֿכ׆ַ
䖽לםײ湳تؕفغؓמַ◍ֽךכ׆◫䬵כגյր⩕妳ցֻ
ס孨Ⳃع٭ؓסהג☔ֵסյ꤃㲹䅯ה䧏מ哅䢥◄⺨ֿאնױ
┉Ⲃמַֹיזםמ䓙ַױն

殴嫎☔炘㍚�ꄅ⚡
㛡嚀耆㑔◄哅䢥ׂז�  雛榹�◛硔؆協調を支えに

Ꝏ僿ػٞؤ焫յ产錃ꝴס◫孱䓙ֹעמֹ岐ַם״僿ꝴ磬
꽦յ⺨产錃ֿ⯆ס㛡ַ孨Ⳃ䍚ַַיնך╈ם؆אյثشء⯆⛼
ֵ㏐㓊ַי٤㲔杯٘ب٭ٍٝٚؤס产錃⺱㚖ךלםع٤يؕ
䚉䑏䍚מ⯆⛮ס鐧ַי־疣יזמؠ٭٠عشؾסوشُذյ
כ׆磙ֻׂםכ׆䥵ֹ䏔Ⱏם⮯攐־⛰יכյ䶹鼧Ꝏעն☪䇗䈱ױַי
յ㓼曑לם耆䓪⺎ס٤ٚؕ٤؛ג嘗碟ך焫ػٞؤյֿגױםכ
洈꤃㲹縖ؓסؠ٭٠عشؾع٭域ם㷣ꝧסֿםחמ䐂僿ꝴזד
նױַי䚉כג

炘⚡焰炮嫎☔ױןײ�焰炮⚡
䄄䢢 颋絢�䇞媩؆原動力を導く

מ㴩┊חכץח┉յי鵟ֿםחסכ亠ס؆ׂגյע뇂ⱱסوشُذ
鎇⺬ַյסגֵׂׅחךם؆ײ炘⚡מ氦⟓յמ㛡ׂס亠כהג
⛼⿁鵟י鉴ؠ٠ؠ٠ַ⺬յך׆כ׀ך؞غ؞غնגױյ⛼㳃
槡鈝䇶┩גז鷿עכךױ☪ֿהג☔ַמ⼽㳃仌סאյמ؆
ׅյ㛻ם׀⸉Ⳃⱱׂחյ二ַ❫⡁榟ױַי⭳ײն־׆յ׆
ֹױ׀ַי䇶ׅמ☔ס㛡ׂכזⱱסوشُذס ն

「埼玉 WABI SABI 大祭典2021」でグッズ販売！
「日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバル
in関東・甲信ブロック」で活躍！

⭳⿁ⱱ㍚⛮䃷飈ַס㯸⛼哅䢥յֽ 귆յרכװ㎥յס⩞յ؆
⚡焰炮ױןײյׇױג״

二㑔ػٞؤ䚉刌䦡㛻מ丗չֿع٤يؕס╈塛םכ
╈յ䚉刌縖丗ֿ峎㵼ג僖յ㛻㲯⪜㎥╈䑏מꝧ־
ت٭هיכوشُذⱶն⹆מع٤ي㛻ؕס洈㷍䧗ג
錃ׄյ㍚⛮ֿⱱי仼ꝴثشء鞄㚞גױն
ր㓼曑�8"#* �4"#* �㛻烰⪯ցעյ㓼曑洈ס沘劳
榟ׄ菊յס׀յֽ 蓝յ傴鷹յ⚥礴菚耆סלם⽰乃ס
뇂ⱱր釤יյ䚉יյ哧״ց稀⺬ؕךع٤يն㓼曑
洈湳◄全䈘յثشء鵟יյ俊壿ע꤃㲹縖ؓع٭
뇂ⱱֽ㷐ׄסאյמ亠չס㛡ַׂם㵼ס⚡嚀鉴מ
նגױ׀ךֿכ׆

仼儖ⶤ٭طס րُ仼儖☔כ舅抅ց鵰䎬⛼⿁艵⺏菚软
⪜庋לםյ㎁⫂㛙ך鍐❫ׄג⪒㎁ס꤃㲹縖ס菚软
辐杯鵟י氦⟓乃䇳╚⤹◄哅ס꞊典٬榻⟓
⤹ꝧך㸓卢洈כ僖յ㓼曑洈־յ僖ֿؠشٞه
㷣⿁⛼ג־ꝧך琷哧劅ׯֿׂն燔撜䄫ֵגױ
րؓ̿عشٖٛه٬ٜ٭仼儖☔כ舅抅̿ցעמյوشُذ
叜הֹסא㳃ֿ⭳㷣ն⛼ס⛮㍚ַיꝎ䇗⹆ⱶמ
䃷ꄅ稇㜧ס؆⛼⿁ր仼չס⭳全◄ցעյَ ز٭ذت
յ㷣鈋עنشذتն䥵䎎גױ䫑榫מ辐碊סبٚ
־磬꽦孨סך槆㷣♿סوشُذⱶնր⹆מ錃ㅀס⚡
նגױַי鎇כցגױ׀ךֿכ׆

2021topics 障害者アート関連の展覧会やイベントなど、

タマップの活動以外でも連携力を発揮しています！

产錃ך榟ٚثֿثشءג٤ؕاظ⿁⛼גױ ٛ� 䣆סׂט洇冎סעךםوشُذךوشَ뇂ⱱ氦⟓לםյ笝ثشء㷣סך㷣炐磬꽦孨ג־釤ַ㚞㕙ט նגך㞐鍐ׂ

ꦘעכ׆孨Ⳃיַ⺸⭳מյ⺨㏐גז⺬鏤ױךם؆ײյמֹס⯥♓䇗ն־氦餉ؠ٭٠عشؾ
俊ס辐杯ס☔ֵסյ꤃㲹י⺬յ갹ׁםח杯㕙ס焰炮ס㛡ׂך٤ٚؕ٤؛յ夵僖յֿך敯媲ַ
նגױ׀דגַיז鏤מ䶹鼧Ꝏ⺨ס㷣僶典里כ뇂ⱱסوشُذ磡յס䶹䭤ס׆նױַי״כחמ
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“想い”に寄り添う

鼧
车榹䄫� /10嫎☔մ$*-ֹ׆ץ؆
挪隴䄫� /10嫎☔մׇ־
挪隴䄫� /10嫎☔մׇױג״
燔撜䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ岲䑏⚡
儖䇸䄫� �劔䌋⚡炘ٜ٭ؙنؕٚ

你仼鼧䄫� 殴嫎☔炘㍚մꄅ⚡�㛡嚀耆㑔◄哅䢥ׂז 
允䢔槄� 炘⚡焰炮嫎☔մ允겧⚡�䇸⫂
⺮䃷䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ䎷⭊⚡ױדץ�
└齁䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ䃷ס齁焰炮⚡�ֽ؆
╦ㄎ䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ゛⽰⚡
╦ㄎ䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ׳ַג⪦榟⚡

┕㶾䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ㓼曑洈炘⚡焰炮◄哅㍚�ֵֽׅ�
䃷䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մױןײ焰炮⚡�䄄䢢մ
䃷䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ׳ֶכ־ד״�
듂䄁䄫� /10嫎☔մ٭ؼٓ٭ـ�
�䄫炘⚡焰炮◄哅㍚ױגַ䄫մ炘⚡焰炮嫎☔մױגַ
�ꮟ䄄䢢ס٬焰炮⚡�笝ع٭ꮟؓס䄫մ/10嫎☔մ笝ױגַ
�귆רכװ�㛡嚀耆㑔◄哅䢥⚡ס䄫մ炘⚡焰炮嫎☔մױגַ
�٭ֵי�ꄅס־ל䄫մ⪜沟炘㍚嫎☔մױגַ
�䄫մ炘⚡焰炮嫎☔մ╦紆䚁㎥ױגַ
�׀ַ׀䄫մ劔䌋⚡炘մ榟ױגַ
�⚡⩕䄫մ炘⚡焰炮嫎☔մ麩ױגַ
䢔榹䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ䢔榹־ ⚡ׂ

里鼧
典冋㸓䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ佳
䃷飈䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ氵ס齁
二䈳䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ二䈳䄫꤃㲹縖㱤⚡�
䢥媇䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ氵䡗⚡
奓⼊㸓槄� 炘⚡焰炮嫎☔մ㓼曑殴焰炮⚡�⩞ס㳃殴罫٭ذ٤ج
僼ꨏ䄫� 炘⚡焰炮嫎☔մ㓼曑洈炘⚡焰炮◄哅㍚�ֵ־⺸㎥
㿑㸓槄� 炘⚡焰炮嫎☔մ㓼曑洈炘⚡焰炮◄哅㍚�㿑㸓齁
⺮釤槄� /10嫎☔մֶימכ

�٭ؓص釤㰢ؙٛعؓ��
䄄䢢⫂٭ذ٤جع٭ؓסֽךױゖַ⺬ַדׂն꧅鎇��䇖仼���

նױַך؆⽛כ˙ꝴ♧˘״䘶ַ鱮סכցהגꝴ♧ׂח٬㏐㓊٬倲׀⥸מכ产錃⮵榫縖րעך⚡焰炮ױןײ˥

նױַי㲊◀٤ٚؕ٤釤㰢⚡ց؛րע塛ն☪䏲╈״גס焫ػٞؤ˥

その根底にあるのは、一人ひとりが主体的に生きていること。豊かに生きていること。
楽しく暮らしていること。人間らしく生き生きしていること。そのことを大切にしていること―

「集(しゅう)」という名前には、「新しい社会や歴史的価値観を創るためにいろんな人が集まっていこう」
「そんな外に開かれた場所にしていこう」という想いを込めています。

障害の重い人の表現の可能性を模索し続け、その作品を通じて
多くの人とつながり、関わり、新たな可能性が生まれています。

表現することは、人間が生きることそのもの。

表現活動を通じて、障害の有無に関係なく、
人と人とを豊かにつないでいきます。

䇗מ㍚⛮־㡎ױ䇗僖杯㏇յס㍚⛮ֿ⹆ⱶն
㏐㓊ך㷣鈋⚡ع٤يؕꝧ⤹לםյֿבא辐杯ס䶹䭤כ俊מ磝؆ױַךն

埼玉県障害者アートネットワーク

TAMAP±〇参加団体

工房集とアトリエ見学ツアーのご案内
表現を仕事に
յ䇗ꮽյכסց杼䒝⪋ׄך☔꤃㲹ֵֿם؆לյրע辐杯孨Ⳃס⚡焰炮ױןײ
ꄆַ꤃㲹ֵס♧ꝴ˥◄☼ס嘗碟־╈㡎גױױն䎎⮣ע㵼☔丗סך孨Ⳃגך
ֿյ㛙יכع٭ؓ־⪦䚉鍐❫䐂ךכ׆ג杼鉮䇶ױյ䇗ؙٛعؓמյ٭ٛٚٔ؟յ
بյؘن ☔硜מ䑏╈ؙٛعؓסյעךն杯㏇גױր䄄䢢ցꝧ錃ם־و٘ش
ױֵך稀燡ס辐杯孨Ⳃסאյעնր䄄䢢ցױַך؆磝יכ◄☼ꝴֿյ辐杯♧ס
劲㵯ꄆ☔סꝴ♧גַי״㷈㕙䢥姲מյ㏐㓊ׂםעךסג״☔䣈耆ֵֿמ⮯ն攐
նױַי⭳ײ辐杯ֿ榟םյ㛡䎷־䋝Ꝏס䶹䭤ס仼չֹ⺬׀⺸כ䘶ַסכץ☔┉յ

関わりを学ぶ
䄄䢢עךյր꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ俊䶹䭤◄哅ցס┉梪יכյסא辐杯孨Ⳃס杯㕙䃽
րؙؓٛع釤㰢٭ؓصց车ױַיזն社槆笝擻ַם׀ךֿ⛼⯆ס♧ꝴךյր׀ך־׆
ֿ⛰עמյ辐杯孨Ⳃַי杯㕙釤辐杯ֿ⪦㰆םյ㛡䎷⭳ײ榟⿁⛼־כ׆ցַם
㛻⮉־յמכր䶹䭤ֵס亠ց縒ֻױ׀ַיն䥵䎎עنشذت♧ꝴס䡗Ꝏסنشذت꞊
ט⿁⛼舅הגյ♧ꝴ鎇יַחמלםַ⺬䶹ֻס亠յ♧ꝴ⺱㚖 יז鏤לם䘶ַסׂ
նױַיזיז鏤לם䘶ַ䏔Ⱏסאյמ㳃仌䯥מ鷞ㅀؘنյגױնױַ

鼧

典鼧

ta
m

a
p±
〇
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「埼玉県は特にこれといって特色がないんです」と
言ってしまうほど、謙虚で控えめで県内の自慢が下
手な県。でも、良いところはたくさんある。
そういったイメージを一言であらわすと…±〇。
埼玉県は「プラマイゼロだ」という障害のあるメン
バーの意見に「埼玉をもっとアップ（向上）させた
い」「県内のつながりをマッピングしよう」という
想いを合わせて「埼玉県障害者アートネットワーク
TAMAP±〇（タマップ）」と命名しました。謙虚で
控えめな中に様々なものを良しとする懐の深さ（ご
ちゃまぜ上等！）を持ち合わせている。「そんな埼玉
を盛り上げていこう！」という想いを込めています。

鋗ꎰյ⭳㷣סלםّؗة٤َب⼔孨Ⳃ㕔סךױ׆
յ꣭ע䗯㕔סלם⚡⟢٬溿⚡㷣鈋ס䏲☪⿁⛼ 侇ٌّ٭
յׇץնױַיوشؓמة٭ً 鈋ַׂדն

◄哅ׇמⱱׂױםײגױַדյ鏨גױַׇֹכֵֿמն
h�炘⚡焰炮嫎☔ױןײ焰炮⚡٬㓼曑洈
˥扛了鬇鬼⸬焔

啶䡗稴�塡㷈保㯸յDPO�UJPյ䄄䢢
٤�諰媫ꄆ☔5ZQF�G٘بؠٝؔظع٭ؓ �EFTJHO�SPPN
⫝洠䲯䏅�塡諰㜧稇紆յ☪◒硔䏃յꇁ儒䇶┉鼂յ䄄䢢
┉Q�㍲撶⫂�㺢�弞عتٚؕ
庵槆⯆⛼Q��꞊�綛䇖䄄䢢
٤갭㰄٬ٞؕاظ �姡䃷⺒榟FO�EFTJHO�TUVEJP؆ׂوشُذ٬إ
⸉槆⯆⛼갭㰄ت٤ر٬؆ׂوشُذ٬⪜庋乃㰄�㶾㽂綛䖩䄄䢢

䇗僖仼氦车
♿槆٬稴٬氦车�炘⚡焰炮嫎☔ױןײ�焰炮⚡մ
㓼曑洈꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ䶹䭤٭ذ٤جع٭ؓ��٭ذ٤ج
ֆ��㓼曑洈䃷䄫儒傼⼊䄄䢢⫂
5&-���մ'"9���

٭ذ٤جع٭ؓ https://artcenter-syu.com

みなさまのご参加をお待ちしています！
ր♐⽰䇗䈱㓼曑洈꤃㲹縖菚软乃孨Ⳃ俊䶹䭤◄哅ց㕔⼔傴

みんなでつくる 埼玉方式
スタイル

art  center syu 2021 report

困難や例外的な状況にある人を切り捨てない。

つないだ手を離さない姿勢は、

人間の「よりよく生きたい」という

当たり前の願いと共通して

個や集団を発達させる力になります。

他者の痛みに共感し、怒りや不安、

危機感を同じように感じることが、できるかどうか。

仲間も家族も職員も一人ではありません。

多くの人と手をつなぎ、たくさんの力が合わさって、

きっと社会を変えていく力になるのです。
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