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ART SHIP AKASHI 2021

泉　房穂  明石市長にご来場いただきました。



JSブリッジ西明石 ～Production scene～

Love＆Peace～Production scene～



児童デイサービス キッズ☆スター ～Production scene～

NPO法人ぱれっと～Production scene～



作業所ほのぼの～Production scene～

ワークス大久保～Production scene～



時のわらし～Production scene～

明石市立あおぞら園・きらきら～Production scene～
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アートシップとは、障がいのある方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、それを創り出す作者の想い、見て動かされる心、
そこに障がいの有無は存在しません。
アートを通じ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目指
しています。



作　HIROTO   HAYATO

今年度はあおぞら園3クラス・きらきら・個人作品を出展します。
一人ひとりの個性豊かな作品をお楽しみください。

002　サキちゃん

001　GEN MORISAKI

004　明石市立あおぞら園製作作品

003　明石市立きらきら製作作品

明石市立あおぞら園・きらきら
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008　HIROTO 009　F-HIROTO

005　MINATO KAMATANI

006　HAYATO 007　KOHEI
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にじ作業所/パン工場なないろ

010　I　L♡VE　AKASHI
大好きな明石を、 ペットボトルのキャップで表現しました。
みんな仲良く暮らしていけることを願って力を合わせて作成しました︕

原画制作︓杉本亮介
今年も、にじ作業所の美術部門担当の杉本さんが、パソコンを駆使して、明石への愛を前面に出した作品と、
SDGｓの普及を目指す作品を制作してくれました。
その原画を基に、作業所の利用者一同で、1個1個根気よくエコの意識を高める目的で、ペットボトルのキャップ
を張り付けて作品を完成させました。
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ワークスペースななかまど

011　ななかまどのゆかいな仲間たち

012　吉中 隆二

013　ななかまどの木

ちぎり絵は、色々なジャンルをとてもカラフルにコツコツと集中して作成しました。
ななかまどの木と一緒に成長していきます。

014　大ちゃんのちぎり絵 2021 年
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　　　　ワークス大久保

建築用資材ボイド管を使用した作品です。
通常廃棄されるものを輪切りにし、 思い思いに手を加え組み立て 「みんなの輪」 を表現しました。
SDGｓを意識し、 資源の再利用と人と人のつながりがテーマです。

015　みんなの輪
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　　　　ワークス大久保

建築用資材ボイド管を使用した作品です。
通常廃棄されるものを輪切りにし、 思い思いに手を加え組み立て 「みんなの輪」 を表現しました。
SDGｓを意識し、 資源の再利用と人と人のつながりがテーマです。

015　みんなの輪
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 博  由  園　　　　

016　コスモス畑でお散歩

57年ぶりの東京オリンピック・パラリンピック︕︕
コロナ禍で暗い報道の中、オリンピック・パラリン
ピックを通して、各競技の選手間の連携、
日本人らしい粘り強さ等に感動、感激を貰い
ました。私たちも皆で、協力して1つの作品を
つくりたいという目標を持ち作品を作って
きました。

「ちこちゃん」と「かわいい ねこちゃん」と
「きょろちゃん」とコスモスばたけに
おさんぽにでかけました。 かわいい
ねこちゃんは なんひきでしょう︖

017　いざ︕︕栄光の架け橋
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 特定非営利活動法人 自然処

018　学校でやっていること / 好きな食べ物 /山陽電車

022　好きな物

021　夢のクリスマスケーキ

019　みのむし

020　カブトムシ

キッズ☆リレーションで行っている書き方教室の生徒達が書いた作品です。

リレーションの生徒やキッズ☆スターの子ども達と
協力して作り上げました。
カプセルの中など色々なところに夢が詰まって
いるのでじっくり見てみてください。

当事業所の方の個人作品です。
紐を左右に引っ張るとカブトムシが
登っていく面白い仕掛け付きです。

当事業所の児童発達の子ども達が保育の
時間に作った作品です。 色紙をやぶいて
ぺたぺた貼り付けて顔を描いて、 みんな
一生懸命作ってくれました。

当事業所の方の個人作品です。 一つ一つが個性的で、
それぞれに世界観があり見ていてとても面白いです。
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時のわらし　　　　

023　やさしさの手をつなごう
みんなで一緒に手をつないで、がんばろうという思いで作りました。

個々の希望と友情の輪を表した作品です。
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作　HIROTO   HAYATO

　放課後等デイサービス太陽

クリスマスシーズン到来！
子どもたちの口からも「サンタさん来るかなぁ・・」「プレゼント何お願いしよう・・♥」とウキウキしている言葉が飛び出して
きています。
今回はリースに子どもたちが今興味を持っていること、作ってみたいことをのせて一人ひとりに合わせて制作しました。
楽しい作品がたくさん出来上がりましたので、ぜひご覧ください。

クリスマスシーズン到来！
子どもたちの口からも「サンタさん来るかなぁ・・」「プレゼント何お願いしよう・・♥」とウキウキしている言葉が飛び出して
きています。
今回はリースに子どもたちが今興味を持っていること、作ってみたいことをのせて一人ひとりに合わせて制作しました。
楽しい作品がたくさん出来上がりましたので、ぜひご覧ください。
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024　ふ　れ　あ　い
コロナ禍の中で、人と人との繋がりが希薄になっている。
何を信じて生きていけばいいの
あなたが流した涙と、この作品に懸けた仲間たちの情熱とぬくもり
ゆっくりでもいい
一緒に歩いていきたい。

LOVE＆PEACE　　　　
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　　　　　　縄　雄介

田寺  誠人

毎年、僕の作品を展示してくれてありがとうございます。
アートシップに向けた旅先での撮影は僕の生きがいです。

この作品は、全て色鉛筆で描いて
います。様々な色を重ねて、朗らかな
雰囲気を表現しました。

この作品は、全て色鉛筆で描いて
います。様々な色を重ねて、朗らかな
雰囲気を表現しました。

025　鯛
026　花の共演 027　虎
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Small Steps　　　
Small Steps に通っている方の個人作品です。

028　『絵画アルバム』 松山昌彦
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029　『宇宙』 松工房

３つの作品で１つの宇宙を
表現しました。
星と町と太陽で１つの宇宙
の世界をイメージしました。

033　『階段』 松田徹

032　『生きた牛』 岡本陽子

031　『オバケキウイ』 岡本陽子

030　『モデルイモ』 岡本陽子 『絵を描くときの心がけ』
カラフルに描くこと。はだかのスケッチじゃなくて、いろんな
色を混ぜて作る。化粧をして服を着せる感じ。全体的に赤くまざっているのにわかりやすい。

形がきれいで、影とさつまいもが一体化している。
見ていたらさつまいもの香りがする。
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波　の　家　　　　　

みんなで育てた農園の玉ねぎの皮を使って、
絞り染めをしました。飾りは、農園で収穫したサツマイモを
使ったスタンプで仕上げました。

036　和紙の木とアンパンマン
私たちは、毎日和紙作りを頑張っています。
作った和紙を細かくちぎり、大きなクリスマスツリーに貼りつけて
いきました。みんな大好きなアンパンマンも飾り付け、みんなの
幸せを願って素敵なクリスマスツリーを作りました。

035　応援旗

034　お花見したいネ
お花見ができぬまま過ぎた２度の春・・・
今年の春こそお花見したいネ
そんな気持ちをネイルチップに描きました。

波の家福祉会 就労Bセンター

第9波の家

波の家福祉会 第5波の家
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037　河井 繁

038　本岡 英展

039
平和 佳之

042
金澤 弘樹

040　かねこ たくむ

041　白坂 隆典

今年の作品は、お一人ひとりの個性を最大限に表現できるよう想いを込めて、楽しく作品を
つくりました。ご覧になって下さる方々にも楽しんでいただけましたら幸いです。第１波の家
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こぐまくらぶ 　　　　

043　友に捧げるギター
亡き友に捧げる仲間からのプレゼントです。
心を込めて皆で作りました。

044　こぐまくらぶ垂水の町
アートシップ作成は大変だったけど、
みんなと一緒に作るのは楽しかったし、
完成した時、嬉しかったです。

こぐまくらぶ 垂水

こぐまくらぶ 舞子
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こぐまくらぶ 舞子坂 045　こぐまくらぶ舞子坂の合言葉 OHANA
～～明るい OHANA だから PEACE キズナと生き延びる力で いつもチャレンジできる場所～～
ひとりひとりの想うお花を描きました。
シール・ロールアート・切り絵・スクラッチアート・スタンプなど、 それぞれの個性をお楽しみ下さい。

046　いろんな消防車 047 『不動明王１』 ナカザワ 048 『不動明王２』 ナカザワ

049　『小さな宇宙』 長田珠緒 050　『光をあつめて』 室井順一17



057　がんばった　貴方へ
この金メダルはあなたへの
金メダルです。
ご自身でご自身の心に金
メダルをかけてください。
貴方の心が少しでも明るく
なればうれしいです。055　ぶどう

056　ヒューマン

052　『人ポエジー』 豊原清明
人の心の何処かに宿る、 目に見えない、
ポエジーをイメージ絵にしました。

053　ウルフ ・ アロン
052  テレビのむこうのおともだち054  テレビのむこうのおともだち

NPO法人こぐまくらぶ グループホーム

こぐまくらぶ 明石

051　THE ・ KOGUMA　HOME
みんなの思いを込めてつくりました。好きな世話人さんや、好きなものなど、自分の「なんでも」を一枚の画用紙に表現しました。
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058　東京オリンピック ・ パラリンピック
       ～東京へようこそ 2021 年夏～
日本で開催された喜びとたくさんの競技にウエスト事業所全員で盛り
上がりました。あの感動をくて皆で作りました。

NPO法人こぐまくらぶ 明石ウエスト

NPO法人こぐまくらぶ 朝霧

059　バスの模型
バスが大好きで作りました。いろんなバスがあるけど、
特に好きな「神戸市バス」と「山陽バス」を作りました。

060
あさぎりワッショイ︕みんなの希望を乗せて♪
一人一人の手形を取り、 夢や希望が拡がるようにと
心を込めてつくりました。
秋祭りでおみこしをみんなでかついで楽しく過ごせ
よい思い出ができました。

NPO法人こぐまくらぶ 森友Ⅱ

NPO法人こぐまくらぶ 森友Ⅰ

061　～花 ・神輿～
コロナに負けないよう、 すべての人が
笑顔になるよう想いを込めたお神輿です。

062
笑顔でワッショイ︕︕
折り紙で鶴を折ったり、 ちぎり貼りをして飾り
つけをしました。 そんなお神輿を秋祭りで
元気いっぱい 「わっしょい︕わっしょい︕」 と
掛け声を出して担ぎました。

折り紙で鶴を折ったり、 ちぎり貼りをして飾り
つけをしました。 そんなお神輿を秋祭りで
元気いっぱい 「わっしょい︕わっしょい︕」 と
掛け声を出して担ぎました。
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く れ よ ん　　　　

地域活動支援センター くれよん

くれよん

064　春夏秋冬
奇跡のイメージを思い浮かべて表現しました。

制作期間は制作参加のメンバーで話し合いで
作られていく姿がとても素敵でした。1枚1枚完成
していくのは感動を覚えました。

063　はる ・ なつ ・ あき ・ ふゆ
みんなでがんばってつくりました。
いろんなものをつくってたのしかったです。
子ども達がそれぞれ出来ることを一生懸命してくれました。
賑やかな作品に仕上がったと思います。
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　　　コスモス共同作業所

066
四季のパステルアート

065　自由にお習字

・みんなと頑張って作りました。見てください。
・難しかったけど一生懸命作りました。
・頑張って作りました。
　時期は遅れたけど秋を感じてください。
・難しかったけど楽しかった。
・愛をこめて書きました。ハッピークリスマス︕
・楽しかったです。
・さいた花は種から作るから育てられる。
　花はきれいと思います。
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ジョブエル　　　　

067　『わらじ』 三浦直志
068　『わらじ』 Koji- る
069　『わらじ』 P ・ N ジェネラル
070　『羽根』 SHION
071　『ポーチ』 康子

今年も皆で協力して作品づくりに励みました。
作品に対して意見がぶつかることもありましたが

皆の意見を合わせて完成しました。

ハロウィンの作品では魔女やミイラ男はよく見かけるため
性別を逆転させてみたところがこだわりのポイントです。

067

068

069

070

071
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072　『コハクチョウと湖』 みう

073　『うさたんとちょんまげくん』 りんご

075　『花』 SHION

074 
『明石だい、キンギョ、コイ』 みわ

076
『ブラックキャット』 SHION

077
『ホワイトキャット』 SHION
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072　『コハクチョウと湖』 みう
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23

みんなで、 力を合わせて作品をつくりました。

木の根学園　　　　

078　無題 079　Camera,photo,peace 080　blue sky and Train

081　setsubun 082　Hinamatsuri 083　Sprig

084　Tsukimi 085　Autumm 087　I met a bear

086　Kinone gakuenn
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　　サポートセンター翔

088
『アートシップ』 岡野雄太

089　『ロープウェイ』

089～096　小林茂

090　『竹田城』

091　『トーホーの歩道橋』 092　『キリン堂と交差点』

095　『住吉神社』 096　『江井ヶ島の住吉神社』

094　『北海道の山』093　『住吉神社から見た海』

デニム生地で折った兜に、利用者さんの
好きな絵や図形を描いてみました♪
小さな兜も大きな兜も、
ぜひかぶってみてください♪
どんな写真が撮れるかな︖
　　はい︕ポーズ♬

097
『折り紙』 原田真美

098　デニム兜
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デイサービスぱれっと　　　みんなで１年を通して、季節ごとに作品作りに
取り組んできました。

099　ここ最近の作品たちです。

100　年始にて。
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　　　JSブリッジ西明石

コロナ終息への願いを込めた合同作品です。
これからもコロナに負けず、 頑張ります︕

101　あまびえ様
　　　 わたしのアートソウル
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NPO法人 ウィズアスほのぼの元気ななかまの楽しい世界。ピッチピチ
ほのぼのワールド爆発(◎_◎;)

102　ほのぼのカーニバル
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【お問い合わせ】

特定非営利活動法人明石障がい者
地域生活ケアネットワーク（略称：135Eネット）

〒６７３－０８８３ 明石市中崎１丁目5番１号
 （明石市役所・就労継続支援Ｂ型時のわらし内）

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７８－９１８－８５００


