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といあわ  ぶん か げいじゅつ きょうせいしゃかい じっ こう い いんかい   じ   む きょく

こ げいじゅつぶんか ざいだん ち  いきそうぞう ぶ

　滋賀県では、令和2年3月に「滋賀県障害者文化芸術活動推進計画」をつくりました。
　障害のある人やない人、年齢のちがう人、話す言葉がちがう人など、さまざまな人が支えあ
うことで、だれもが自分らしく活躍できる滋賀県をつくるため、障害者やお年寄り、小さな子
どものいる人、外国につながる人たちなど、だれでも参加でき、楽しめる、文化芸術の活動を
広めていきたいと考えています。「文化芸術×共生社会プロジェクト」では、県内の文化団体、
福祉団体、NPO法人、県・市や町などの団体が協力し、「文化芸術による共生社会づくり」に
取り組んでいます。
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滋賀県の「文化振興基本方針（第3次）」では、「場をつくる」「人を
育む」「地域や社会に活かす」の3つを施策の柱とし、「つながる」
という視点で施策を展開することとしています。
県では、「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会の事務局
として、また（公財）びわ湖芸術文化財団と共催する「滋賀で人と
社会と文化芸術をつなぐプロジェクト”SANPOh”」事業におい
て、つながりづくりを進めるため、県内で実施されている、文化芸
術による共生社会づくりに関する取組の情報を収集しています。
日ごろの活動状況や課題と感じていることなど、皆様の活動の
情報をshiga.kyousei2021@gmail.comまでお寄せください。

バリアフリー演劇「ヘレン・ケラー
～ひびき合うものたち」

障害のある方と共に創る
演劇ワークショップ

湖北のアール・ブリュット2020

劇場体験プログラム
「みんなともだちコンサート」

ねんどでフロッタージュ
－まち、公園、学校を写しとろう！－

「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会事務局
◎滋賀県 文化スポーツ部 文化芸術振興課 TEL.077-528-3344
◎（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部 TEL.077-523-7146  FAX.077-523-7147
　〒520-0806 滋賀県大津市打出浜15-1  c-souzou@biwako-arts.or.jp

S o c i e t y  a n d  A r t s  N e t w o r k i n g  P r o j e c t  i n  O h m i

滋賀で人と社会と文化芸術を
つなぐプロジェクト”SANPOh”
　 さ　ん　ぽ　う

“SANPOh”では、社会と文化芸術の「つなぎ手」とな
る方々をサポートする取組や、市町の文化施設と住民
がつながるためのモデルとなる事業を行っています。
ぜひ皆様もご参加ください。
◎トークカフェ／焚き火ミーティング
　様々なゲストをお迎えし、オンライン上で対話を行います。
◎アートと社会の相談室
　文化芸術による共生社会づくりの取組に関する相談を受
け付けています。
◎誰もが参加し楽しめる文化芸術プログラムの開催
　市町の文化施設で多様な方々が参加できるイベントを開
催しています。



①湖北のアール・ブリュット2021
　─地域と共に育ち、生きる─
会期：令和3年9月15日（水）～10月11日（月）
会場：十里街道生活工芸館テオリア 2階ギャラリー
2011年から毎年開催し、今年で
11年目となるこの展覧会は、
湖北・湖西地域の障害者の作品
を中心に展示しています。
問十里街道生活工芸館テオリア 
　TEL.0749-65-7341

 
②アール・ブリュット創作工房2021
時期：令和3年11月～12月（計6回）
会場：十里街道生活工芸館テオリア 工作室

③和菓子で共創！！
　アート体験
時期：令和3年11月28日（日）
会場：ながはま文化福祉プラザ 
 　さざなみタウン 調理室・和室
内容：学齢期の障害者を対象に、和菓子の材料
 「ねりきり」を利用した食べられる
 作品づくりに初挑戦します。
実施団体：湖北アール・ブリュット展推進会議

リラックスパフォーマンス
シエナ・ウインド・オーケストラ・コンサート
……………………………………………………………………………………………
（フェスティバル記念公演）
鑑賞マナーを緩和し、完全な静寂でなくても楽しめるコンサート！ 
曲目：宝島／アニメ・メドレー ～久石譲作品集～／ティコ・ティコ ほか
令和3年10月10日（日）15時開演
会場：県立文化産業交流会館 イベントホール
指揮：井村誠貴　司会：山下まみ
入場料：一般2,000円、青少年（25歳未満）1,000円、
 障害者手帳をお持ちの方1,000円、介助者（1名）1,000円
※3歳以下入場不可（税込・全席指定）
問県立文化産業交流会館 
　TEL.0749-52-5111
　（月曜休、祝日の場合は翌日）

ぶんさん0歳児からの
コンサート
………………………………………………………………………
赤ちゃんからお年を召した方まで全世代に贈るコンサート！
曲目： アイネ・クライネ・ナハトムジーク／
 ドラえもんメドレー／オペラ『魔笛』ハイライト ほか
令和3年11月23日（火・祝）14時開演
会場：県立文化産業交流会館 イベントホール
出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー、
 大阪交響楽団による特別アンサンブル
入場料：一般2,000円、青少年（25歳未満）1,000円
※3歳以下のお子様の膝上鑑賞無料（税込・全席指定）
問県立文化産業交流会館 TEL.0749-52-5111
　（月曜休、祝日の場合は翌日）

みんなでともそう
─ねんどコラージュ・ランタン
………………………………………………………………………………
粘土に様々なものを写しとり、そのピースからランタンを
つくりました。光を燈すことで、
個と集合の美を広く共有し、
感動を分かち合います。
【ワークショップ参加校】
　愛荘町立愛知中学校
　近江八幡市立八幡西中学校
　東近江市立湖東中学校
　甲賀市立信楽小学校
　甲賀市立土山小学校

朗読劇「かもめ」
…………………………………………………………………………………………………………………………
ロシア演劇の名作 チェーホフ作『かもめ』を朗読劇形式で映像とともにお贈りします。
オーディションで選ばれた、障がいの有無や演技経験の異なる様々なキャストが出演。
字幕や手話通訳を活用し、バリアフリーな公演をつくりあげます。
令和4年2月13日（日）14時開演
会 場：県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール
演出・上演台本：松本修（近畿大学文芸学部教授、MODE主宰）
入場料：一般1,000円、子ども（4歳～中学生）500円（税込・全席指定）
問県立芸術劇場びわ湖ホールチケットセンター TEL.077-523-7136
　（火曜休、祝日の場合は翌日、12/28～1/4休館）

人間の才能  生みだすことと生きること
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
時流にとらわれず、つくりたいからつくるという真摯な欲求に基づき、独自の方法論で生み出された作品、それがアール・ブリュット
です。本展には、すでに国内外で知られる澤田真一、古久保憲満、井村ももか、藤岡祐機に加えて、鵜飼結一朗など近年注目を
集める作家が出品。多様な作品を楽しめるだけでなく「なぜ人はつくるのか」という根源的な問いを考える場となります。
令和4年1月22日（土）～3月27日（日）
会 場：県立美術館

私の表現！フェスティバル
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
障害のある人やない人など、多様な人が一緒になって取り組んでいる表現活動を紹介します。

①劇団 まちプロ一座公演 「紫の夜が明けるとき」
令和4年1月29日（土）14時開演  会場：草津アミカホール 入場無料・要申込
 いんえいらい   さ ん

②「陰影来SUNダンス」 佐久間新＆鈴木潤＆たんぽぽの家 身体表現ワークショップ
令和4年2月26日（土）13時～  会場：草津市立市民総合交流センターキラリエ草津 参加無料・要申込
問（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部 TEL.077-523-7146（火曜休、祝日の場合は翌日、12/28～1/4休館）

令和3年10月16日（土）～24日（日）※10月18日休館
会場：県立陶芸の森 創作研修館 ギャラリー（甲賀市）

令和3年11月20日（土）～23日（火・祝）
会場：たいさんじ風花の丘（高島市）

乳幼児可
（0歳～）

筆談可
（受付時）

手話通訳
（アナウンス・トーク）

手話通訳
（上演中）

字 幕
（日本語）

ヒアリング
ループ席

車いす可
（車いす席あり）

車いす可
（席が選べます） 補助犬可 入場料割引

（障害者・介助者） 託児ありアイコンの説明

大阪交響楽団メンバーによる特別アンサンブル

湖北のアール・ブリュット2021

和菓子

ねんどコラージュ・ランタン

澤田真一 《お面》 2014年
滋賀県立美術館蔵

Ⓒkenji Shimizu

シエナ・ウインド・オーケストラ

問県立美術館 TEL.077-543-2111（月曜休、祝日の場合は翌日）

花鈴人

（仮称）フェスティバル・クロージングイベント
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
県立美術館企画展に合わせて、保坂健二朗ディレクター（館長）、他2名の有識者から、これからの文化芸術×共生社会の
展望を滋賀県で考えるトークイベントと、「花鈴人」によるハンドベル演奏を開催します。
ゲスト： 上田假奈代（NPO法人「こえとことばとこころの部屋（ココルーム）」代表理事）
（予定） 森 司（アーツカウンシル東京事業推進室事業調整課長）

か りん と

令和4年2月5日（土）14時～　　
会 場：県立美術館 木のホール 入場無料・要申込
問（公財）びわ湖芸術文化財団 地域創造部 TEL.077-523-7146
　（火曜休、祝日の場合は翌日、12/28～1/4休館） 保坂健二朗森 司上田假奈代

問世界にひとつの宝物づくり実行委員会
　TEL.0748-83-0968
　（月曜休、祝日の場合は翌日）

（トークのみ）（映画のみ）


