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アートシップあかし

アートシップとは、障がいのある の豊かな表現活動と、

アートを通じたユニバーサル社会の実現の場です。作品

から溢れる多様な個性、それを創りだす作者の想い、

て動かされる 、そこに障がいの有無は存在しません。

アートを通して感性と感情を共有し、互いに認め合い、

存在の意義を確かめ合うことを 指しています。

—— 1  1 ——



—— 2  2 ——



にじ作業所・パン 場 なないろ

軽 喫茶 なかま
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ワークスペース ななかまど
平成 26 年 6 、明 市 明 町に新たに開設した

就労 援施設「B 型」です。
芸品の製造、加 を主な作業としています。

美しく染め上げられた布や 芸に使う 物を加 します。
毎 が癒され、明るい気持ちにさせられます。

の能 に合わせた作業体制を構築しており、
どなたにでも今すぐ簡単に始められます。
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就労継続 援 B 型 ワークス 久保

クルレ 堀先 から

私達ワークス 久保では、 々の作業を通し様々な 援に取り組んでおります。
ですが、ただ仕事の処理能 を めるだけでなく、コミュニティの形成やフレ

ンドシップの向上、余暇の楽しみ など、 活の質や 化の向上にも を れて
おります。

その 環として、 に 度程度の割合でグループワークという、作業とは違っ
た主にアート作品作りを う時間を設け、事業所全員で挑戦しています。

もちろん得意不得意あって当然で、はじめは参加したくないという利 者様も
居られます。

しかし思い切って取り組んで頂くことで、 つの作品の制作を通して、職員の
みならず、利 者様ご が新たな発 を頂くことも有り、結果、 変ご好評を
頂き当事業所としても。 応えを感じております。

またプログラムによっては専 の講師にお願いし、より深く理解し、楽しんで
頂けるように取り組んでおります。

御覧の作品は、今回のアートシップ展のためにクルレ
堀先 に監修をお願いしました。お陰様で枠にとらわ

れない溢れ出る当事業所全員の 由な発想、個々の感性
を散りばめることができました。

まさにワークス 久保の全てが詰まった作品となりま
した。 つ つの絵にはこのアートシップ展で鑑賞頂け
る皆様に向けた沢 の思いも込もっています。

ごゆっくりお楽しみ頂けましたら幸いです。

「グループアートセラピー」をさせていただきました。 分を表現することが苦
な利 者の 々です。最初は恐る恐る を出すという状態でした。 きなパネ

ルですが、 を塗っていくと必ず隣の に当たります。 の陣地の中に ってい
くことにはためらいがありました。「どんどん っていいですよ」と声をかけまし
たが、優しい気持ちが溢れている 々は、遠慮がちに少しずつ、ゆっくり、でも
優しく で関わっていきました。

ている私まで優しい気分になりました。こんな時間を共有できたことに感謝
します。
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NPO 法 然処 キッズ☆リレーション
発達の遅れが気になる どもの居場所、
家族の交流場所

「苦 意識があり集団の中で遅れをとることが多い、どうしたらいい
の 」そんな悩みを持つ どもやご家族の皆さんが集う場所です。でき
てもできなくても「楽しい」と感じながらレッツ トライ 集団でマ
イペースに うことで「できた感」を親 で体感しましょう

おじいちゃんもおばあちゃんも、お さんもお さんも、兄弟も、みん
な 緒にレッツ トライ
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NPO 法 然処 キッズ☆スター
運動・スポーツ・あそびを通じた
成功体験で 肯定感 UP

キッズ☆スターでは、お さんひとりひとりの特性と、その ・そ
の時に合わせて指導します。ステップアップでチャレンジし成功体験
を積み上げて「できる 」を増やし、 肯定感の向上を 指します。

肯定感を向上させ、できてもできなくてもチャレンジしようと
する を につけます。
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社会福祉法 明桜会 地の家
地の家は、障害のある の 活を 24 時間 365 サポートする

所施設です。 中は、 活介護事業を い、 所者以外のご利 者も
受け れています。

設 当時より、ご利 者お お が安 して 活できる第 2 の
「家」となれるよう取り組んできました。 浴は毎 い、週に 1 度
のシーツ交換や布団 し、毎 温かい 事を べ、週末には買い物へ
出かけるなど、「家」としてふつうの 活を 切にしています。

地の家 20 周年を記念して利 者、職員全員が協 して 1 本の桜
の を作成しました。
※ つだけつぼみがあります。探してみて下さい
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関 少年サナトリューム デイケアセンター
私たち医療法 東峰会 関 少年サネトリュームデイケアセンター

では「笑顔」と「仲間」を 切にしています。
デイケアの 的は、リカバリー（回復）です。
デイケアでは、楽しく笑顔で過ごすことと、 との出会いやつながり

を 切にケアを っています。
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第 9 波の家
波の家のネイル教室を第９波の家で実

施しています。
みんなで楽しく活動しています。

波の家福祉会
明 市・加古川市・播磨町・稲美町等の補助により、発達障害・知的

障害・精神障害・ の病気・ひきこもり・ニート・ 閉症・アスペ ルガー・
ダウン症・学習障害（ＬＤ）・ＡＤＨＤ・難病の 等にさまざまなサポー
トをおこなっている、明 市にある障害者施設 波の家福祉会です。 
明 市・加古川市 の発達相談・発達 援をおこなっています。
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第 9 波の家（藤原 美幸）
中学 の頃に描いたひまわりの絵を

キャンバスに再現しました。

第 1 波の家
私たち第 1 波の家は 2019 年５ ２ に開催された「あかし伝統夢

まつり」を貼り絵で表現しました。細部にまでこだわり、躍動感あふれ
る作品が出来あがりました。

貼り絵に使 した和紙は第５波の家で 作りされた和紙を使 してい
ます。

みんなの思いがつまったこの作品を楽しんで頂けましたら幸いです。
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NPO 法 こぐまくらぶ
就労継続 援Ｂ型として 活の や福祉的就労の場もしくは社会的就労を 指す への 援を
っています。

活介護事業として、介護や医療的ケアを希望される や仕事や 活の訓練としての介護及び
活動を兼ねて希望される への 援及び介護を っています。
グループホームは、利 される たちの 宅として 活の場及び 活の を促せる 援を っ

ています。
計画相談 援では、障がい福祉サービスを利 される へのサポートプラン（サービス等利 計画）

の作成や基本相談として、家族の や地域の の相談も受けております。
また、職員さんの働きやすい環境として、企業主導型保育事業を っております。

第 9 波の家（藤原 美幸）
中学 の頃に描いたひまわりの絵を

キャンバスに再現しました。

第 1 波の家
私たち第 1 波の家は 2019 年５ ２ に開催された「あかし伝統夢

まつり」を貼り絵で表現しました。細部にまでこだわり、躍動感あふれ
る作品が出来あがりました。

貼り絵に使 した和紙は第５波の家で 作りされた和紙を使 してい
ます。

みんなの思いがつまったこの作品を楽しんで頂けましたら幸いです。
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NPO 法 こぐまくらぶ（明 WEST・舞 ・舞 坂・あさぎり）
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ジョブエルは障がいのある の 活 を向上、 への道を強 に 援します。
個々のレベルと段階に応じた 援とカリキュラムを 由に選択できます。
だから、安 してご利 していただけます。

伸楽福祉会 ジョブエル

NPO 法 こぐまくらぶ（明 WEST・舞 ・舞 坂・あさぎり）
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樽屋町の県道沿い（ 観橋交差点近く）に位置するビルの３階にある地域活動 援
センターです。とても明るい空間で、軽作業や創作活動を っています。
「アートシップ明 」には、第１回開催から毎年のように出展させていただいています。
みんなで協 して１つの物を作り上げる事で、 変さも楽しさも感じる事が出来ます。
今年度は、 さな作品を数点と、個 の の 作を出展させていただきました。
今後も 々な創作活動を なっていきたいと思います。

『モチーフつなぎの 布』
で編んだ約 11ｃｍ のモチーフを 196 枚つないで作りました。

述べ 3 ケ ほどかかりましたが、完成する事ができ、達成感が感じられました。
正 形なので、こたつの上掛けにも使えます。

特定 営利活動法  明 ともしび会 コスモス共同作業所
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『パステル画』
パステルを使って、クリスマスにちなんだイラストを描いてみました。
テーマはクリスマス・ツリーとブーツです。同じ絵柄でも使う によって仕

上がりも、それぞれ違った 合いになりました。
利 者さんの感想をお ずつ書いていただきました。
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当法 の理念である、治療教育に基づき、個別 援計画を作成し、
ひとりの育ち・学び・暮らしの上でのニーズに対応できるように、

発達療育 援・相談 援・家族 援・地域 活 援などを い、 ど
もとその家族を中 において、専 スタッフが総合的に 援します。

また、関係機関・地域と連携を取りながら、 どもと、家族が地域
の中で当たり前に 活していける地域づくりを 指します。

明 市 あおぞら園・きらきら
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作品名 「鯉」
作品内容 鉛筆を い、ただ を いず、 の鯉を描きました。

作品名 「孔雀」
作品内容 鉛筆を いて、孔雀の が広がっていく姿を、様々な 合いで表現し
ました。

寺 誠

当法 の理念である、治療教育に基づき、個別 援計画を作成し、
ひとりの育ち・学び・暮らしの上でのニーズに対応できるように、

発達療育 援・相談 援・家族 援・地域 活 援などを い、 ど
もとその家族を中 において、専 スタッフが総合的に 援します。

また、関係機関・地域と連携を取りながら、 どもと、家族が地域
の中で当たり前に 活していける地域づくりを 指します。

明 市 あおぞら園・きらきら
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照る照る坊主のお話（細 明）
「作者のことば」
ボクの場合良くある事なのですが照る々坊主で短い話を考えたことがあり、
それを紙芝居にしたらと思いつき 気呵成に仕上げました
ちばてつやさんの 、 、三と四、五、ロクも念頭にあったかなーお さん
が死んでしまうのです
ボクの愛着のある作品です 神さまはボクの恩 の森崎東さんです
たっちゃんはボクなのでしょうか パンダ、もっと可愛く描けたんだけどなー

精神障害で通院している が、ご家庭や地域社会で安 して 常 活を送
ることができるよう看護師、作業療法 、精神保健福祉 が定期的に訪問し、
必要な 援を います。 頃のちょっとした疑問、悩み事や、 とうまく話
せない、 活のリズムが崩れやすい、病状について、薬についてなどといっ
た精神科ならではの困りごとまで 緒に考え向き合っていきます。私たちは
みなさまひとりひとりが地域で していけることを信じ えていきます。

関 少年サナトリューム 訪問看護ステーション クローバー
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縄 雄介
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社会福祉法 明桜会 の根学園
たんぽぽ 房・ひまわり 房

の２つの棟があり、就労Ｂ型
援事業・ 活介護事業を運営し
ています。

の根学園では、ご利 者の
「夢」を 切にしています。その
「夢」は、 きくても さくても、
幾つあっても、変更してもよい
ものです。ご利 者が「夢」を
思い描ける環境を作り、「夢」へ
の過程に存在する「障害があるが
ゆえの障壁」を共に乗り越え、
限界を決めず、可能性を徹底的
に探り、その尊い「夢」の実現
に向けてサポートします。
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NPO 法 三愛福祉会 ひまわりの家 おおくぼ作業所
通所者の に対し、 活 援・作業 援・学習指導、その他の 援や援助

を い、個々の能 を めるとともに の 間として 活できるよう
援します。また通所者の が安 して働き、地域の 々に貢献できる施

設を 指します。単なる就労の場の提供ではなく、 の将来を考え、
サポートし続けていける作業所でありたい。
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特定 営利活動法 ほのぼの
明 の障害者就労継続 援 B 型作業所、タイムケア事業所です。
閉じられたスペースではなく、地域との関わりと交流を 指す場と

して運営しています。そのための つとして、サービス業である『クリー
ニング取次店』や『宅急便取扱店』事業を実施。またボランティア的
活動にも取り組んでいます。
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特定 営利活動法 ほのぼの
明 の障害者就労継続 援 B 型作業所、タイムケア事業所です。
閉じられたスペースではなく、地域との関わりと交流を 指す場と

して運営しています。そのための つとして、サービス業である『クリー
ニング取次店』や『宅急便取扱店』事業を実施。またボランティア的
活動にも取り組んでいます。
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作品名 「サバンナの午後」
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