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障がいのある方の芸術活動を応援します！

平成30年度 佐賀県障害者芸術文化活動普及支援事業

障がいのある方の芸術活動を支援するために、
「アトリエ・サンク」を開設しました。
「アトリエ・

参加者
募集

サンク」では、誰もが気軽に立ち寄れることができるよう、芸術活動を行うことができるアトリエ
スペースや作品の展示スペースを設けています。また、障がいのある方やその家族、福祉事業所、

障が いのある方 の

芸術関係者、一般の方からの相談窓口を設け、作者の権利の保護や支援のノウハウについて
のアドバイス、情報交換などを行いながら、障がいのある方の芸術活動に関わる方たちとの
ネットワークを築いていきます。

芸術活動を支えるための

例えば、
こんな相談

スキルアップ プ ログラム

○ 自分の作品を発表したいのですが、
どこか良い場所はありますか？
○ 事業所の中でできた作品は、事業所のものになりますか？
○ アート活動を行っている事業所を教えてください。
○ アート活動を施設で始めたいのですが、何から始めたらいいですか？

SANC(Saga Art Brut Network Center)では、芸術活動に取り組んでいる

○ 作者の絵画作品の一部を拡大して、事業所のパンフレットなどに

障 が い のある方 、支 援をしている方 、関 心 のある方を対 象として、
「人材育成

使用することはできますか？

研修」
「展示会」
「相談対応」
「ネットワーク作り」などを実施し、佐賀県において

ゆっつらアートDay

障がいのある方たちの芸術活動の輪が広がっていくことを目指しています。

毎月1回開催、
アトリエ・サンクのフリーオープン日

障がいのある方もない方も、気軽に来てアート活動に取り組めます。
○ 見学・付き添い／無料
○ 画材持込／200円

○ お茶・ご歓談で利用／200円
○ SANCの画材を使用／500円

※要事前予約。 ※車椅子の方もご利用できます。
※介助や支援が必要な方は、付き添いの方と一緒にお越しください。
※団体利用をご希望の方は、団体料金を別途ご案内致しますのでご連絡ください。
※開催日についてはサンクWEBをご確認ください。
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対 象

パチンコ

○ 芸術活動に関心のある障がいのある方

神野公園通り

○ 障がいのある方の芸術活動を支援している方

ATELIER

SANC
佐賀駅

○ 障がいのある方の芸術活動の支援を始めようとしている方
絵：岩永真美「かみさまのおやつ」

○ 障がいのある方の芸術作品や活動に関心のある方

SANC（サンク）は障が いのある方たちの
アート活動を支援します。

障がいのある方のアート活動ってどうやって始めればいいの？ 展覧会や作品発表ってどうすればいいの？ 権利の保護
や支援のノウハウって？ そんな「？」にお応えできるようにする “SANC（サンク）”。アート活動に関する相談に乗り、
取り組みや疑問・悩みを共有するほか、研修会の開催や展示会等を通して、障害のある方のアート活動を支援します。
アート活 動 に 取り組む障が いのある方を中 心 に、そのご家 族・支 援 者・福 祉・学 校・行 政・病 院・企 業 …
人と人が “つながって” 障がいのある方のアート活動の支援の輪を一緒にひろげていきませんか。

平成 30 年度 〈 障がいのある方の芸術活動を支えるためのスキルアッププログラム 〉 スケジュール
参加型展示会（全３回 +

ベーシックセミナー

ていけばよいでしょうか。
様々な立場で、障がいのある方の表現に向き合って

実行委員会 ＃１

実行委員会 ＃2

実行委員会 ＃2

テーマ・コンセプト

作品選定／作品実見

展示方法／展示仕様

日時 10月25日
（木）18:00~20:00

日時 11月29日
（木）18:00~20:00

日時 平成31年1月10日
（木）18:00~20:00

会場 アバンセ（美術工芸室）

会場 アバンセ（美術工芸室）

会場 アバンセ（美術工芸室）

講師 柳 健司氏 美術家/佐賀大学芸術地域デザイン学部教授

「障がいのある方の表現とは？」

会場 メートプラザ 佐賀（大会議室）

講師 樋口 龍二氏 特定非営利活動法人まる

【トークセッション】14:00~16:00

「表現とは。皆さんの身近にあるもの」
（障害福祉サービス事業所B型）
医療法人 清明会「PICFA
（ピクファ）
」

小松原 修氏

日時 平成31年2月予定

キュレーター/佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授

キーワード #初心者向け #自慢したい作品がある ＃自慢したい作家がいる ＃展示方法 ＃思いを伝える ＃支援者

作るために必要なこと
売るために必要なこと

創作活動にまつわる権利擁護
「所有権・著作権」

（コンセプト作り〜マーケティング・ブランディング）

（ガイドラインに沿って作品規定を作ろう）

「芸術活動に取り組むにあたって」

キュレーター/佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授

〜まだ名前のついていないもの（仮）〜

会場 佐賀市内の商業施設やパブリックスペース

#学生

での展示を予定しています。お楽しみに！

障がいのある方の“創作物”をどう活かすのか？ アート活動の意義を深めながら、
グッズ化に必要なことを学び、具体化していきます。

【講演】13:00~14:00

花田 伸一氏

アール・ブリュット展

グッズ化に必要なことを学びながら作りたいものを具体化するセミナー（全３回）

日時 9月16日
（日）13:00~16:00

講師 原田 啓之氏

花田 伸一氏

対象 障がいのある方のアート活動に関心のある方

を考えるセミナー

「障がいのある方の作品展」という枠を超えて、より広く
作品を届けたい。そんな思いを形にしましょう！

間近で接した時、彼らの行動をどのように汲み取っ

かしていくヒントを探してみましょう。

参加型展示会

展示会）

現場の支援員だからこそ発信できる！ 障がいのある方の作品や表現を展示する
「アール・ブリュット展」を協働して作り上げていきます。

描く、歌う、発する、動く・・・障害のある方の表現に

きた４名の講師と共に、私たちが表現に向き合い、活

最新の情報はWebサイトでご確認ください。

具体化するワークショップ
単発
受講可

日時 10月12日
（金）18:00~20:00

日時 11月7日
（水）18:00~20:00

会場 シアターシエマ

会場 アバンセ（第４研修室）

日時 12月18日
（火）18:00~20:00
会場 アバンセ（第２研修室Ａ）

（障害福祉サービス事業所B型）
講師 原田 啓之氏 医療法人 清明会「PICFA（ピクファ）」

講師 安永恵子氏 安永法律事務所

（障害福祉サービス事業所B型）
講師 原田 啓之氏 医療法人 清明会「PICFA（ピクファ）」

対象 障がいのある方のアート活動に取り組んでいる事業所・個人

キーワード ＃取り組んでいる方向け #発信力を高めたい #グッズ化したい ＃異業種コラボレーション ＃著作権

平成 29 年 9月開催「つーつらアート展」より

ドラマディレクター/うれしの特別支援学校

パフォーマンス

パフォーマンス

歌いたい！奏でたい！踊りたい！演じたい！障がいのあるなしを問わない、パフォーマーと観客が一体となって表現を楽しむステージです。

個性・創造性・元気を兼ね備えたパフォーマーは

対象 障がいのある方のアート活動に関心のある方
福祉事業所、教員、本人、家族・保護者、デザイナー、
クリエイター、一般の方など

キー #初心者向け ＃これからアートを始めたい
ワード ＃取り組んでいる方向け #支援方法

「第2回 スター発掘プロジェクト in 佐賀」の
CMを作ろう！
日時 9月16日
（日）10:30~12:00
会場 メートプラザ 佐賀（大会議室）
対象 イベントの宣伝に協力してくださる方、CM 作りって面白そう！！って思ってもら
える方。障がいのある方、ない方どなたでも。みんな一緒に楽しみましょう！

©Akari Ezoe

協力

Collaboration

緊張と向き合うワークショップ

同日
開催

日時 11月11日
（日）12:00~13:00
会場 バルーンミュージアム
キーワード

〜雑多な音楽の祭典〜

パフォーマンス・ステージ
第2回

日時 11月11日
（日）13:00~16:00

日時 平成31年1月頃予定

対象 障がいのある方もない方も、家族、福祉事業所等職員、病院職員、芸術関係者、学生 など

#心から湧き上がる表現 ＃自慢の一芸 ＃自選多選問わず ＃人前でパフォーマンスしたい ＃支援者も表現者

講師 小松原 修氏 うれしの特別支援学校/ドラマディレクター

S A N Cは、佐 賀さいこう
アートプロジェクトと協 力しながら、

佐賀さいこうアートプロジェクト2018

佐 賀 県の障がいのある方の

佐賀県では、アートを通して、佐賀を“再興”し、人々に楽しさや感動を与える

芸 術 活 動を進めていきます。

“最高”の佐賀を目指して「佐賀さいこうアートプロジェクト」を展開しています。

スタ☆タン ※ 出場！

スター発掘プロジェクト in 佐賀

会場 静岡県浜松市
※ 障がいのある方に開かれたパフォーマンスの本場。

入門的な内容です
レベル：初級

アイコン説明

佐 賀さいこうフェス
｜と

き｜平成30年10月20日
（土）
・21日
（日）

｜ところ｜佐賀城本丸歴史館、
佐賀県立博物館、美術館周辺

取り組んでいる方向け
レベル：中級

県出身アーティストによる音楽イベントやアートを体験できるコーナーなど、誰もが文化芸術を
楽しむことができるイベントです。また、佐賀の“さいこうの食”を味わえるコーナーも展開します。
その他、アートのワークショップ、県民参加プロジェクトなども実施します。
詳しくは▶

佐賀さいこうフェス 2 0 18

検索

www.sagatv.co.jp/nx/art-project/

