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しょうがい

―「天才アート」とは、 障 碍 のある人の
優れた感性と表現力、そこから湧き
出る独創的な作品に対してネーミング
したものです。

年頭のご挨拶
―天才アートをさらに飛躍の年に―
天才アートの四条新道アトリエも、無事新
しい年平成二十六年を迎えることがで きま
した。これもひとえに多くのご寄付やボラン

第２回
天才アートミュージアム展を
終えて
第 ２回 天 才ア ート ミュ ー ジア ム展 を 昨 年
十一月、第１回展と同じく京都市・京都市教
育委員会との共催で、中京区にある堀川御池

うとするばかりですが、昨年は、京都市内４

っぱいの迎春です。発足以来３年目を迎えよ

方々の存在があるからと感謝感謝の想 いい

に新たに協賛団体として加わっていただき、

合支援学校、城陽市の「障害者支援施設ＤＯ」

「アトリエとも」、左京区の京都市立白河総

回の後援・協賛団体とともに、中京区にある

ギャラリーにて開催しました。今展では、前

か所の上下水道や私鉄変電所工事現場 の壁

各所属作家合わせて七四名、総点数一一〇点

ティア、また陰に日向にご支援を頂いている

面の「青空美術館」をはじめ、数々の他団体

＋四群の優れた作品を展示し、盛況にて十七

皆様、堀川御池ギャラリーの職員の皆様に、

期中お手伝いをいただいたボランテイ アの

協賛をいただきました関係者の皆様、また会

日間の会期を終えました。共催並びに後援と

とのコラボレーション、十一月の展覧会とシ
ンポジウムなど充実した活動をするこ とが
できました。アトリエでは、登録作家の仲間
も増え、年間を通して新作の素晴らしい作品

紙面を借りて改めて感謝申し上げます。

開
■催結果
◇ 総入場者数 １，１９７人
◇ 出品作家・作品数 総計７４名
絵画９８点＋４群／陶芸１２点。

①天才アートミュージアム２４名・絵画３５

点＋切紙２群／②アトリエやっほう３名・絵

画７点＋小品２１点（１群展示）／③アトリ

エとも６名絵画８点／④洛西ふれあい の里

授産園３名／絵画５点＋陶芸１２点（一体展

示）／⑤障害者支援施設ＤＯ４名・絵画５点

／⑥京都市立呉竹総合支援学校５名・絵画５

点／⑦京都市立白河総合支援学校４名・絵画

５点＋立体１組／⑧東山青少年活動セ ンタ
ー２８名・２８点。

堀川御池ギャラリー外観

天才アートミュージアム展 2013 開催概要

期；2013 年 11 月 2 日(土)～11 月 17 日(日) 午前 11 時～午後 6 時

催；NPO 法人障碍者芸術推進研究機構

共

催；京都市・京都市教育委員会

後

援；京都新聞社会福祉事業団・京都市立総合支援学校長会・

京都市立同ＰＴＡ連絡協議会

障害者支援施設ＤＯ・アトリエとも・洛西ふれあいの里授産園

京都市東山青少年活動センター・京都市立呉竹総合支援学校

京都市立東総合支援学校・京都市立白河総合支援学校

順・重光

（概要は次頁に）

豊・マツダジュンイチ

あり方」 パネ リ ス ト／ 服 部 正・ 松 谷 昌

②「障碍のある人の芸術活動の推進の

①「天才アーティストの表現に迫る」

◇ ディスカッション

講師 ／甲南大学文学部准教授 服部 正 氏

現在と展望」
（第１回テーマの続編として）

「アール・ブリュット／障碍者アートの

◇ 基調講演

【シンポジウム概要 】

会

主

2

京都市中京区油小路通御池押油小路町

場；堀川御池ギャラリー

会

賛；天才アートミュージアム・京都市ふしみ学園アトリエやっほう

協

が続々と誕生しています。まさに天才作家な
らではの鑑賞者をうならせる作品内容です。
さらに、これらの作品群を工夫してデザイン
化、商品化展開を実現、多くの皆様に手に取
って頂いています。何もなかった新道アトリ
エ事務所も通信機器等が整いつつあり ます
が、日頃常に感心するのは、作家達の保護者
の方々のお手伝いです。ボランティア、役員
スタッフは言うに及ばず、この季報の宛名・
袋入れはほとんどがお母さん達の手に よる
ものです。
「継続は力なり。」全ての人々に感謝しなが
ら、今年も天才アートと作家達の更なる飛躍
を願うばかりです。

理事長 松谷昌順

展覧会の各紙報道記事
(上左)朝日新聞・(同右)京都新聞
(下左)読売新聞・(同右)毎日新聞

シンポジウムの後、門川大作京都市長 (右)
を案内する松谷理事長 (中央）

昨年に引き続き、アウトサイダー・アート、
いてあらためて解説され、ニ〇〇八年のスイ

がありました。また有名な山下清の仕事につ

見る目や社会に対する姿勢についての 提言

いて、そして見る側に問われているアートを

重ねるという生徒がいたが、実に深みのある

十カ月かけてひたすら赤いペンで円を 描き

用意するなどした。その授業で、大きな板に

しない、作品に手を加えない、多様な画材を

内で仕上げることを求めず、描き方の指導を

「中間とりまとめ」を踏まえ芸術活動推進の

（詳細は両省・庁ＨＰ参照）を設置し、その

芸術活動への支援を推進するための懇談会」

○ 昨(年 文)化庁と厚労省が合同で「障害者の

年）のほか、論文や論説を発表され、各地の

術が忘れた「芸術」』（光文社新書 平成十五

までに『アウトサイダー・アート ～現代美

横尾忠則現代美術館学芸員を経て現職。これ

うエクスクルーシブ（排他的、閉鎖的）を否

持ったわずかな人に起こる奇跡である とい

ついて「アール・ブリュットを特別な才能を

家と作品の紹介のあと、障碍者の創作活動に

本の作家や作品に対する海外の眼、日本の作

今はそれが全面開花したような作品を 生み

にデフォルメさせることを好むようになり、

ッサン力を見せていたが、年齢とともに次第

○別の生徒の例では、小学生時より優れたデ

こういう見方があるのかと感心させられた。

同時に、我々も行政の支援頼みということで

踏まえ、効果的は方策や枠組を目指している。

○各地の事情や現場単位の取組・課題などを

切だと思うが、そのあたりはどうか。

るか、そこに予算が回るようにすることが大

うにすること。現場ごとの課題をどう解決す

優れた人も多く、対象物のとらえ方について、 ○ ト ッ プ ダ ウ ン 的 な シ ス テ ム と な ら な い よ

②【芸術活動の推進の在り方】

障碍者アート、西洋美術史研究がご専門の、
ス・ローザンヌで行われたアール・ブリュッ

施策が二六年度予算に盛込まれる予定。

第一部 ◇基調講演

甲南大学准教授服部正氏に基調講演を お願

作品になり驚かされた。また、デッサン力に

展覧会や関連催しにて多数講演されるなど、

定せずその人の可能性を大切にする」こと、

出す。その所も才能といえるだろう。

いしました。服部氏は兵庫県立美術館学芸員、 ト・コレクション「
」展以後の日
JAPONAIS

この分野の代表的な研究者です。

他方で「インクルーシブ（包括的）な視点を

今回の講演の中では、「アール・ブリュッ

を何度も見たが、面白い作品にほとんど出会

｣ ○興味深い話である。特別支援学校の作品展

そう取組に行政が重点的に予算を打つ こと

)

なく、自らの力で取組を進めることが大切で、

忘れてはいけない」こと、このことが 本
｢場

ト」という言葉についての解説から、提唱者

である欧米でも変わらぬ捉え方である と締

ジャン・デュビュッフェの紹介、ニ〇一三年

でさらに成果が高まると思う。 終(了

めくくられました。

わない。ところが、福祉現場の作品展だと突

に開催された第五五回ヴェネチア・ビエンナ

のはっきりしたもの、テレビのドラマよりそ

で表現するようなことがある。例えば見通し

数字とか特定の形などの情報に集中し、好ん

いう視点について）、例えば自閉症の人では、

○（表現のベースとなる対象物の情報処理と

ーを目指すのかという選択も必要だと思う。

レーヤー」を目指すのか、草野球のプレーヤ

る場合、例えば世界に通用する「メジャープ

になればと思う。それと、今後、取組を進め

学校現場もそうした取組を許容できる よう

いただきたいと

多くの方に見て

であるのでぜひ

本展は十七日ま

携が必要です。

係者の努力と連

最大限に開花すると思う。そのため多くの関

うした活動を通じて、障害のある人の能力が

あらゆる可能性を伸ばすことが大切です。こ

さんの個展で、作品に触れて感動しました。

「六月に（天才アート所属作家の）髙田美貴

￤閉会に当たり、門川市長が来られていま

の中のＣＭ、広告の文章よりロゴに興味を持

思います。

然のように面白い作品があふれ出す。今の話

ち、それを形にすることを好むなど。

本日はありがと

ーレの様子や出展作品の紹介、そこで脚光を

○そうした観点からいうと、自分の表現スタ

すのでご挨拶をお願いします。

第二部 ◇ディスカッション
①【障碍のある人の表現に迫る】（要旨）
○特別支援学校に勤めていたとき、芸術系大
学の専門家や画家の方々に入ってもらい、環
境づくりをし自由に描けるようにした とこ

影響しあわないということがいえるだろう。

うございました。

で自由に描ける環境の設定が大切だと思う。

覧会のディレクター、マッシミリアーノ・ジ
オーニについての紹介、展覧会のテーマ『百
科全書的宮殿』の契機となったという、ペン
シルバニアの自動車工マリノ・アウリーチが
創ったユートピア的夢想の模型、世界中全て
の知識を納めるための想像上の博物館『百科
全書的宮殿』の解説など、たくさんの作品画
像を映写しながら、世界各地の事例や展覧会
についてお話しいただきました。
後半は、日本における『アール・ブリュッ
ト』の受容と題して、昭和四三年に「芸術新
潮」に掲載された東野芳明の言葉から、その
後の流れや開催されてきた展覧会の説明、ア

ろ、良い作品が生まれるようになった。
○その特別支援学校に出向き手伝わせ ても
らった。これまでのやり方とは違って、時間

シンポジウム会場（ギャラリーＢ）
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ール・ブリュットの概念や言葉の元々の意味、
「芸術論としてのアール・ブリュット」につ

イルが確立されていて、互いに模倣しない、

浴びた日本の作家澤田真一さんの作品や、展
基調講演の服部正氏

天才アートミュージアム展

作品紹介

2013

作品点数一一 〇点、絵画 等平面九 八点・四

群、陶芸十二点、切紙二群（約二千点）

天才アートミ ュージアム 所属作家 、ふしみ

学園アトリエ やっほう、 洛西ふれ あいの里

下 「スバルのエンブレム」

『ロゴデザイン』（11 点）
富田晃生 Akio Tomita
紙箱などの廃材紙／セロテープ
大；100×815 ～小；70×210

授産園、京都 市東山青少 年活動セ ンター、

上 「山本山」

アトリエとも 、障害者支 援施設Ｄ Ｏより、

計七四名の作家の作品を展示。

（上）『切紙アート』の群展示／(右)人面の切抜き
小山怜志 Reiji Koyama

上 「ＭＩＣＨＡＥＬ ＪＡＣＫＳＯＮ」
下 「LｅＶＩＳ」

『ゆうじのリズムⅡ』
黒川祐治
Yuhji Kurokawa
紙／ペン・水彩
297×210

『無 題』
辻村 健
Takeshi
Tsujimura
画用紙／水彩
380×540

『バス５０態』
三橋右季 Yuhki Mitsuhashi
画用紙／ボールペン・色鉛筆
360×255
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『松谷理事長』
庄野隆太
Ryuhta
Syono
画用紙／色鉛筆
380×540

『鯛』～長村駿の「魚図鑑シリーズ」
長村 駿 Suguru Osamura
ケント紙／鉛筆・水彩
380×270

『ペットボトルのヒヤシンス』
服部可菜恵 Kanae Hattori
画用紙／ペン・色鉛筆
380×540

『マグロ！』
西田翔志貴 Toshiki Nishida
画用紙／ペン 380×540
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『クリスマスパーティー』～「上田彩の１２季シリーズ」より
上田 彩 A ya Ueda
画用紙／色鉛筆・ペン・色紙
200×290

『オウム』
藤原佳弘 Yoshihiro Fujiwara
アクリル板／色セロファン
435×310

京都の街中にアートを

～《
青空美術館》続々と開館
当 機 構 と 行 政や 企 業 など と の 連携 に よ り
スタートしました《青空美術館》。昨年七月
に、第１号を伏見区にある地下鉄くいな橋駅
東側の京都市上下水道局の工事現場の 囲い
塀に開設したところ、新聞・テレビなどのメ
ディアでも報道され大きな評判を呼び まし
た（季報「秋号」十月発行に詳細掲載）。そ
こで、当機構では引き続き、第２号、第３号、
第４号を第５号を相次いで開館しました。

京阪深草駅構内変電所工事

【第２号】「京阪深草駅東側スペース」
◇展示場所
東側フェンス （疎水右岸遊歩道沿い）
絵画作品画像パネル９点

吉村建設工業株式会社

十二月二六日 （展示終了 ）

平成二五年十月一八日～

◇展示作品
◇期間

◇協力

塩小路幹線公共下水道

【第３号】「元六条院小学校南西角」
◇展示場所

工事建設基地囲い塀

絵画作品画像パネル５点

「京都駅」から徒歩十分）

（下京区上数珠屋町通高倉上る若松町

◇展示作品

平成二五年十一月一四日～

(下) 第４号現地写真

同二八年三月頃まで（予定）
京都市上下水道局

山科三条雨水幹線公共下 水道

【第４号】「山科中央公園北西スペース」
◇展示場所

工事建設基地囲い塀 （山科区西野阿芸沢町）

（地下鉄東西線「東野」から北西５００ｍ）

絵画作品画像パネル８点

京都市上下水道局

同二八年三月頃まで（予定）

平成二五年十一月十四日～

◇展示作品
◇展示

◇協力

)

立命館大学小松原駐輪場 設置

【第５号】「立命館大学小松原駐輪場北面」
◇展示場所

工事囲い塀 北
(区平野八丁柳町３
（市バス「平野神社前」西へすぐ）

絵画作品画像パネル５点

平成二六年一月一四日～二月十日 ）

◇展示作品
◇期間

助成金を受けました

当機構では本年度、「
天才アートミュージ

アム展２０１３」などの作品展示事業の展開

や、作品のデザイン化活用の試みなどのため

に、助成金の申請をしましたところ、左記の

三つの助成金や交付金を受けることができ

ました。これにより本季報４号に掲載しまし

た展覧会事業などの取組について、着実に成

果を上げることができました。この場を借り

て、関係者に深く感謝いたします。

○京都府地域力再生プロジェクト支援事業

平成二五年度交付金

○一般財団法人 教職員生涯福祉財団

平成二五年度 地域社会活動等

支援奨励事業

○公益財団法人 京遊連社会福祉基金

平成二五年度 社会福祉事業助成

助成金の贈呈式 （京遊連助成金）

◇期間

◇協力

吉村建設工業株式会社・立命館

『数字のリズム 1～160 』
三津田一輝 Kazuki Mitsuda
画用紙/ペン 380×540

(上) 第２号現地写真

『サシバ』
高畠晃平
Kouhei
Takabatake
画用紙/コンテ
540×380

『南禅寺水路閣』
岸本直也 Naoya Kishimoto
紙/色鉛筆 210×270

◇協力
(下) 第５号現地写真
※本号印刷時でパネル未設置

建設工事現場という、ややもすると無機質
になりがちな一画を、天才アートミュージア
ムの作家達の作品によって、思いがけず感動
を呼び覚ます空間に変化し、名前通りの青空
に映える現代アートな作風は、見る人の心に
これまでにない新鮮な感覚を吹き込みます。
ぜひお近くの青空美術館へお寄りください。

(下) 第３号現地写真

ックページで随 時お知らせ いたしま すの
で、そちらも是非ご覧ください。
高橋知里

暮しにアート
～「
平成小袖」
の試み

見たフォーラム主催関係者の方より依頼

があり、友禅染伝統工芸士の足立茂氏が

原画をもとに描いたものです。

作品の小袖（足立 茂氏制作）

作品のデザイン化事業 始動
ＷＥＢ・商品化画像処理

昨年の師走も半ばの十二月十四日、京都生

涯教育研究所主催による、フォーラム「知恩

院と京都華頂大学に学ぶ～平和となごみ・衣

服の変化と文化創造」（文化庁支援「知とな

ごみのまち京都・東山における文化遺産活用
事業」）が開催されました。

フォーラムの前半は、古代の十二単衣から

近世の小袖に至る着物の特徴や変遷に つい

様々なところで使わ

を目指しています。

今回の試みが新た

なステップにつなが

ればと考えています。

Naoya Kishimoto

天 才 ア ー ト ミュ ー ジ アム の ア ーテ ィ ス ト
作品をデザイン活用した製品を試作し、今回
の展覧会で展示いたしました。
デザイン化事業の第１弾として、作品を全
わ てぬぐ

面にプリントしたクリアファイルとポ スト
カード。木綿の生地に図柄を配置した和手拭
い。リュックやショルダー、トート型の頒布
バッグには、ワンポイントで作品をデザイン
いたしました。

て、着付けの実演や華頂大学の先生による講

演を交え、小袖が庶民の着物として定着しつ

つ華麗になっていく過程を分かりやす く学

べました。後半は、ユネスコ世界文化遺産に

指定された「富士山」を題材に「平成小袖」

ジアムでは、作品の

５点の新作発表会が行われました。

を通じて日常生活の

天才アートミュー

れるようになること

ムの作家、岸本直也さんの作品が採用されま

した。この作品は二〇一二年、岸本さんが東

総合支援学校高等部二年の時もので、天才ア

ートミュージアム２０１３展のチラシの絵を

210×297

www.facebook.com/tensai.art

どれも大変好評で、展覧会中にご寄付いた

勢揃い

デザイン化活用など

平成小袖

このうちの１点に、天才アートミュージア

写真下

岸本直也

http://tensai-art.com/

だいた方に、モニターという形で製品をお渡
しさせていただきました。モニターアンケー
トのご協力をいただいた皆様、ありがとうご
ざいました。アンケートにはデザインを使っ
たアイディアもいただき、いただいたご意見
は、今後の参考にさせていただきます。
また、デザイン化製品は、今後インターネ
ットでの販売を予定しております。

講演の様子

紙に色鉛筆

ページ

フェイスブック

写真上

原画『Nao の富士山』

天才アートミュージアム ホームページ

今年の展覧会ポスターのメインビジュアルの作品など、
インパクトのあるデザインのＡ４サイズのクリアファイル
です。全８種類です。（頒価 300 円）
昨年から種類も増えたポストカードは全 12 種類です。
今後も順次増やしていきます。（頒価 100 円）

モデルは京都フランス学院生徒

７

オンラインショップは、二〇一四年二月オ
ープン予定です。ホームページやフェイスブ

作品をロゴデザインした帆布製バッグと
和手拭い（御池ギャラリーでの展示）

ボランティア 便り
私は、大学で臨床心理心理学を勉強してお
り、将来は福祉系の心理学的な支援や援助を

を活かすのも楽しい活動です。

四条新道アトリエ；京都市東山区大和大路四条下る小松町 130
皆様の積極的な参加をお待ちしています。

お問い合わせはホームページから

http://tensai-art.com

私は、他の方に比べて芸術についての知識
が乏しく、正直に申し上げますと、何が芸術
的な作品といえるか、どの作品がより優れて
いるのか、そもそも芸術とは何か、詳細には
述べられません。しかし、そんな私がすぐに
応募させていただいたのは、アーティストの
方々の作品に、言葉では言い表すことのでき
ないような感動を覚え、視覚を越え、彼らの
作品が私の心の琴線に触れたからでした。
面接ののち、アトリエ内を見学させて頂き
ましたが、作品には、やはり言い表せないよ

天才アートミュージアム展
の間、たくさんのご来場者の
方々と作品に共に向き合い
会話を交わしました。様々な
工夫を凝らして展示された
作品を前に、あらためて心温
まり、この季報の紙面で天才
アートミュージアム展のこ
とを可能な限りお伝えした
いという思いをこめて当号
を編集いたしました。これか
らも、より多くの方に作品を
目にしていただけますよう
にと願っています。
画像処理 高橋ちさと（ウエ
ブデザイナー）／編集・構成
植村美樹（ボランティア）

〈編集後記〉

075-802-1360

したいと考えています。大学の講義の中で、

また、作品を例えば、Ｔシャツやバッグなどに商品デザイン化するアイデア

吉村建設工業（株）

障碍者心理を学んでおり、実際に障碍を持っ

を編集制作して、作家・作品を社会の皆様に広く紹介することを目指します。

うな、人を惹きつけるパワーを感じ、その作

季報掲載広告主 募集中

季報天才アートは、「天才アートミュー

ジアム」の活動報告をはじめ、所属作家の

作品紹介、アール・ブリュットに関するコ

ラムなどを掲載します。発行部数は三千部

で、会員・協賛団体、関係行政機関、各地

の美術館と、京都市内の主なギャラリー、

カフェ、芸術系大学、総合大学などに配布・

配架をしています。天才アートミュージア

ムの活動にご賛同くださる企業様のご協力
を、ぜひともよろしくお願いします。

お問合わせはＥメールにてお願いします。

株式会社 呉 竹
http://www.kuretake.co.jp/

■ 年４回発行 毎号 3 千部予定
■ １枠 10,000 円～年間 4 回掲載
■ 最終ページ（後ろ表紙）にロゴを掲載
お問合せ・お申込みは info@tensai-art.com へ

た方と関わりたい、また関わっている方々の

した作品をアーカイブ＝記録・保存し、作家別にポートフォリオ＝「作品集」

大和大路に面した入口

アーティストと作品

お話が聞きたい、机の上では学べないことを
実際に現場に立ち学びたいと思い、福祉に関
するボランティアを探していました。
そんな時に、偶然、天才アートミュージア

私たちは、多くのボランティアさんの力を必要としています。

ムのホームページを見つけ、すぐに応募し、

障碍のある人のアートを推進するために、作品を創る環境をととのえ、完成

品を描くアーティストの方々は真剣な眼差
しで、時には微笑みながら作品に取り組んで
おり、とても輝いて見えました。その素晴ら
しい作品と、個性と魅力にあふれるアーティ
ストの姿を、この季報を手に取られた方、ま

日吉美希
天才アートミュージアム展の受付で

た少しでも興味を持たれた方に、ぜひ一度見
ていただきたいです。

京都文教大学

髙田美貴
「おばけ」
の衣装
(部分)

面接をしていただきました。

≪四条新道アトリエのボランティア募集中≫

