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1.　2017（平成29）年度事業成果と総括 

代表理事　白木福次郎 

　2017年度の活動の何よりも大きな成果は、事業所の移転です。従来の青葉区中央から一番町の

より中心商店街の真ん中に位置し、地元商店街でも最も集客力の高いと言われるぶらんどーむ一

番町への移転を果たすことができました。 

　これは仙台市国家戦略特別区域一般社団法人等支援保証融資制度を活用し実現することができ

ました。従来の２倍の約100坪の事業所をライブスペース、ギャラリースペースの大きく２つに分

け、中央のスペースに事務局を配置し、各空間がアートの活動に柔軟に対応できる設計となって

おります。 

　3月に開催した新事業所のお披露目会では、山形県寒河江市のさくらんぼ共生園さん、仙台市太

白区のわらしべ舎さんとともに障がいのある方のアートの活動について夢を語り合うことができ

ました。 

　また商店街との連携事業を行ってきた、長町商店街、本町商店街に続いて一番町一番街との連

携はAiの活動をより幅の広い、一般市民との交流を活発にするインクルージョンのコンセプトを

確実に広げるものとなりました。 

　新しい事業所で様々なパフォーマンス活動や創作活動に集中し、新しいパートナーやスタッフ

も迎えてより良い商品創りや販売チャネルの開拓など、経済的にもより大きな報酬を得るべく具

体的な成果も出てきて居ます。 

　しかしながらまだまだ課題も多く、スタッフを支えるパートナーの体制が未だ不十分であるこ

とは今後最も重点的に取り組まなければならないと考えております。 

　これからは障がいのある利用者（スタッフ）が新しい事業所のより広い空間で自分の才能を存

分に発揮し、それがさらにスタッフの可能性を広げていくものと信じております。 

　2018年度はさらに充実した活動をスタッフ、パートナー一体となって取り組んで行く所存です。

　今後ともアート・インクルージョンの活動に皆様の沢山のご支援とご協力をお願い申し上げま

す。 
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2.　アートプロジェクト 

　アート・インクルージョンは、実行委員会形式で始まった2010（平成22）年から、「アート」

を通じ、インクルーシブ社会を実現するため、地域と連携したアート・プロジェクトを展開して

きた。ここでいう「アート」とは、一定のルールの中で行われるすでに価値基準の定まったいわ

ゆる大文字の芸術というよりは、どうしても表現せざるを得ない内発的な欲求が意識的・無意識

的に既存の価値観をゆるがし、それらに影響をおよぼしていく不断の運動としての創造・表現活

動を指している。 

　それは数値に換算することもできず、社会に対するインパクトもそうそう起こることではない。

しかし実行委員会から一般財団法人、一般社団法人と組織形態を変えながらも一貫して行われて

きた取り組みは８年目に入り、外部からの評価も高まっている。ひとつのエピソードとして、イ

ンドネシア・アチェから訪れたパンリマ 氏の言葉を紹介したい。氏はアチェで史上はじめてアー

トプロジェクトを開催するため、現地主催団体代表としてアートインクルージョンの取り組みを

視察した。ファクトリーを訪れる前、障がい者について「かわいそうな人たちですね」と口にす

る場面があったが、訪れた直後、「ごめんなさい。私の認識が間違っていました。彼らは全くか

わいそうな人たちではありませんでした。あんなに自分であることに正直でいられる人たちを私

は今まで見たことがありません。かわいそうなのはむしろ私の方かもしれないと感じました」と

語り、既存の価値観に基づく思い込みとそれを大きく変えることができる「アート」の力、それ

を実践しているアートインクルージョンの取り組みに大きな共感をもって帰国し、アートプロジェ

クトを成功へ導いた。 

⑴長町地域でのコミュニティアートプロジェクト 

①アート・インクルージョン2017 

【会期】2017年9月30日（土）を中心に9～10月の約１ヶ月間（各会場で異なる） 

　※Ai本祭：9/30、ララガーデン長町：9/30～10/1、仙台クラシックフェスティバル2017：9/29～

10/1、長町商店街での展示企画は９～10月を中心に会場により異なる 

【会場】長町駅西口広場、JR長町駅、ララガーデン長町、長町遊楽庵びすた～り、太白区文化セ

ンター、café JhoJho、菓子工房セレブレ、駄菓子屋ハトヤ、びすた～りフードマーケット、文

具ステージ赤井沢、自然食なごみ長町店、おいしいパン屋さん 

【テーマ】長町ストーリー～それぞれの復興物語～ 

【実施概要】 

　2010年からバリアフリーと地域をテーマに開催されているアート・プロジェクトであり、今回

で８回目の実施となった。 
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　今回の大きな特徴としては、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本から200万円の助成金

という予算的裏付けがあっての実施、そして認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・宮城

およびNPO法人ふうどばんくAGAINとの連携企画ということがあげられる。認定NPO法人スペシャ

ルオリンピックス日本・宮城は太白区文化センター体育館で『ヤングアスリートプログラム』を

実施。NPO法人ふうどばんくAGAINは太白区中央市民センター大会議室でセミナー『障がいと生

活困窮』を開催した。また、仙台市中部郵便局長会からのボランティアの申し出があり、郵便局

長多数に本企画へ参加いただいた。 

　9月30日に「Ai本祭」として、長町駅前西口広場、ララガーデン長町、長町遊楽庵びすた～りの

計3会場にて音楽やパフォーマンスなどのライブステージを実施。長町駅前西口広場ではライブの

ほか福祉サービス事業所を中心とした出店とアートワークショップを実施。またララガーデン長

町では9月30日～10月1日の2日間にわたりアートワークショップを開催した。また太白区文化セン

ター楽楽楽ホールホワイエでは「仙台クラシックフェスティバル」との３年目となるコラボレー

ション企画として「かぶれる音符」「入れる鍵盤」「のばせる管楽器」「着られる弦楽器」など

音をテーマにしながら音を出さない体験型のアート作品を展示した。ライブ出演者は合計27組、

出店参加団体は福祉サービス事業所が9組、一般が2組だった。太白区長と仙台中部郵便局長会会

長が来賓として挨拶に立った。 

　2013年より「Ai本祭」を含む約一か月間に渡り、商店街各所で行ってきた展示を中心としたアー

ト企画「Ai Month」に関しては、本年度は行わず、年間を通して商店街と企画を行っていく方針

で臨んだ。会期中の展示会場は８会場だった。仙台市市民協働推進課がまとめた冊子「協働まち

づくりの実践」では菓子工房セレブレとの協働が紹介されるなど各協力店とのコアな関係性を構

築することができた一方、一体感をもった企画としてのプレゼンスには欠けていた。次年度、改

めて会期を設けた企画として再構成し、例えば２～３年おきに開催していくなどの善後策を考え

たい。 

（写真左から）長町駅前広場、長町遊楽庵びすた～り、ララガーデン長町会場のようす 
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②あすと長町こども食堂・おしるこカフェ 

【開催】毎月１回開催 

【会場】仙台市あすと長町復興住宅集会所 

【主な内容・成果・課題】 

　あすと長町復興住宅自治会「ひまわり会」と協働し、食を通じてコミュニティを再構築してい

く取り組みであり、日本型コミュニティアートとして位置付け、コミュニティアート・ふなばし、

MMIX Lab、東北大ボランティアサークル、地球対話ラボ、アチェ・コミュニティアート・コンソー

シアム、美術家などと協力しながら運営を行なった。 

　前年度に比べ、自治会役員をはじめ復興住宅住民による積極的な参加が見られ、おしるこだけ

にとどまらず、「芋煮」「仙台雑煮」など季節ごとのメニューを考えたり、実際の調理をしたり

といった場面では住民が中心となり、真の意味での住民の交流の場になっている。ちなみに自治

会が主催する同様の企画は年に１度の夏祭りだけだといい、コミュニティづくりに寄与している

との評価を得ている。 

　また、外部からの視察者や協力者にとっては復興住宅のようすをじかに体験できるだけでなく、

少子高齢化時代を迎え、コミュニティの希薄化が叫ばれる中、日本共通の課題解決のひとつの実

践としても評価されつつある。仙台市市民協働推進課の冊子「協働まちづくりの実践」で取り上

げられたほか、2018年にはトヨタ財団による協働実践の場として、財団職員や助成先の研究者、

NPOなど15名が参加。高い評価を得た。 

　さらに被災地間交流として、2004年のスマトラ島沖地震を経験したインドネシア・アチェの人々

がコミュニティアートの実践の場として2017年8月と2018年3月に視察。いっしょにアチェの料理

をつくった。また、アチェでは2017年12月、「アチェ＝ジャパン・コミュニティアート・プロジェ

クト」でアチェで手に入る材料だけで「仙台雑煮」をつくり、地域住民や被災地ツアーで訪れた

世界の人々へとふるまった。 

（写真左から）料理に奮闘する復興住宅住民のみなさんとコミュニティアート・ふなばしの下山

浩一理事長、インドネシア・アチェ人いっしょにつくったアチェの伝統食「ミー・アチェ」、料

理を楽しむ住民のみなさん 
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⑵本町商店街とのアート事業  

【会期】2017年10月13日（金）～12月末 

　2017年10月13日（金）・14日（土）　本町ムーンライトマルシェ2017 

　2017年12月　ほっとタウン本町小さな小さな展覧会 

【会場】仙台市青葉区本町商店街15店舗 

【内容・成果・課題】 

　仙台市中心部にありながら閑静で文化の香るまち本町商店街15店舗でプリント額絵をはじめと

するアートグッズの展示・販売やオリジナルミュージックビデオの公開などを10/13～12月末まで

展開した。また「本町ムーンライトマルシェ」のオープニングを飾るステージを行った。 

　本町商店街は仙台市中心部にありながら、アーケード街から離れている等の理由から比較的地

価が抑えられ、若者が店を出すなど、近年「仙台の代官山」などと呼ばれるユニークなスポット

になっている。かつて「家具の街」としてのアイデンティティをもっていた商店街も、あいつぐ家

具店の減少と上記の事態を受け止め、ソフト事業に重きを置いた「文化によるまちづくり」に乗

り出している。アート・インクルージョンは商店街振興組合からの依頼を受け、2013年より10月

の「本町ムーンライトマルシェ」、12月の「ほっとタウン本町小さな小さな展覧会」のアートの

企画・制作を行っている。当初は商店街がすでに進めていた企画にアイデアを出したり、ディレク

ションを行う等の参画だったが、前年度は企画段階から参画し、地下鉄を使った本町へのルート

マップのデザイン作成や、地下鉄沿線でのパフォーマンスなどの新事業を実施した。 

　本年度の新たな企画としては本町をテーマとしたミュージックビデオの制作があげられる。2016

年に山田祥子氏を中心にアートインクルージョンの表現者たちによって制作されたオリジナルソ

ング「本町スマイル」に、本町で全編ロケを行った映像をのせ、本町とアートインクルージョン

の表現者が繰り広げるコミュニティとアートをテーマとした世界観を視覚・聴覚的に紹介。

YouTubeで公開するとともに、会期中は４店舗の店頭で上映した。 

　課題としては長町での「アートインクルージョン」と時期が重なりることがあげられる。時期

をずらすことで準備期間を確保し、企画をさらに内容の濃いものにしていけると思われる。 

（写真左から）ミュージックビデオ「本町スマイル」、本町スクエアでのパフォーマンスのようす、

本町まちあるきのようす。 
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⑶アートによる国際交流 

　本年度より2004年にスマトラ島沖地震の震源に最も近いエリアとして最大規模の犠牲者を出し

たインドネシア・アチェとアートによる被災地間国際交流を開始した。 

　東日本大震災で甚大な被害のあった東松島市宮戸島の宮戸小学校（2015年閉校）とアチェとを

スカイプで結ぶ「地球対話」を2013年から行っていた東京都大田区のNPO法人地球対話ラボが、

当法人理事の門脇篤に2016年、アチェと東北とを結ぶアート事業を依頼。１年間の準備期間を経

て2017年12月より2019年12月のスマトラ島沖地震15周年まで、毎年アチェで「アチェ＝ジャパン・

コミュニティアート・プロジェクト」が開催されるはこびとなった。アチェでは震災遺構の活用

や被災ツアーの整備が進み、震災からの復興がなしとげられ、経済成長にわく一方、美術館やギャ

ラリーは皆無で、美術教育もほぼ行われていないという状況にある。 

　アートインクルージョンの取り組みとしてアートプロジェクトの実施やアートインクルージョ

ンファクトリーの運営、おしるこカフェの開催などを紹介したところ、ぜひ視察したいというこ

とになり、2017年8月に４人、2018年３月に３人のアチェ人が訪れ、視察を行った。 

　2017年8月にはアチェの若者たちがアチェについてのプレゼンを行う一方、身体表現をいっしょ

に体験。2018年3月にはアチェを代表するアーティストルストゥ氏らが訪れ、１日を過ごしながら

いっしょに絵を描いたり、「Ai Gallery」にアチェ＝ジャパン・コミュニティアート・プロジェク

トの報告展示を設営したりした。 

　本報告４ページに報告したパンリマ 氏の変化をはじめ、アートインクルージョンの取り組みを

体験することで非常に多くのことが得られたという。今後、アチェでのプロジェクトに生かされ

ていくと予想される。一方でアートインクルージョンにおいても、2018年1月に行われた太白区文

化センターでの「楽楽楽文化祭」においてアチェの映像が上映され、アチェでのアート作品に使

われた毛糸がワークショップに活用され、びすた～りでアチェの９歳の少女の写真展を企画する

など、じょじょにその交流の中生まれたものが活用される例が見られる。同じ震災を経験した者

どうしが言葉や文化を超えてお互いから学び合う機会として、今後も継続して交流を行いたい。 

（写真左から）2017年8月アチェから訪れた４人とゆかたでポーズ、2018年3月アチェから訪れた

美術家レストゥ 氏 
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3.　就労継続支援B 型事業所の運営 

⑴成果・総括 

　利用者数は本年度末26名。スタッフのニーズに対応できるようにと本人、家族、関係機関、地

域との情報交換をしながらスタッフの希望・体調状況を細かく把握し自ら納得して活動できるよ

うに支援につとめた。特にスタッフとのコミュニケーションを密にすること、スタッフがリード

する活動の機会を多くすることを重視した。 

⑵アート・インクルージョンファクトリーの運営 

【主な活動内容】  

朝の会、終わりの会、パートナーや外部からの講師によるワークショップを取り入れた週カリキュ

ラムの他、Aiの定期行事、地域の行事等に参加 

・週カリキュラムは朝の会・終わりの会、創作活動、アートグループワーク､身体表現、音楽､手

話、コミュニケーション､外部講師によるワークショップで構成 

・Aiの定期行事として、どんどこ市､サンキューアート、Ai本祭、アートインクルージョン2017、

随時活動として参加の行事は、本町ちい展、本町ムーンライトマルシェ 

・アート作品の制作・販売・展示：仙台市長町および本町の計約10店舗での常設展示のほか、2018

年2月には山形県寒河江市の「アートツリーやまがた2018」に依頼を受け出展。寒河江市美術

館のほか、ギャラリー＆カフェ「あるあーる」で約１ヶ月間にわたり平面や立体、映像、音響

などさまざまなジャンルの表現を展示した。これにより山形県内で先駆的なアート活動を行う

寒河江市のキーパーソンたちとのネットワークを構築することができた。 

【主な成果の概要】 

・朝の会、終わりの会、ワークショップの挨拶のリード役の参加の増加。 

・スタッフ同士が気持ちよく歌ったり描いたりする目標達成の喜びを共有する機会が多くなり成

果を表現出来る能力の向上。 

・お互いの障がいを認め、寄り添うことができる能力の向上。 

・ステージ発表や販売から得たコミュニケーション能力の向上。 

・自分の気持ちを伝える能力の向上 

・就労達成 

⑶各種のアートワークショッププログラム 

【成果・総括】 

　障害者福祉サービス事業所での専門家を招聘してのさまざまなアートワークショップは、全国

的に見ても非常に稀有な取り組みであり、国や地方公共団体がかかげるインクルーシブ社会に向
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けた取り組みにとってもモデルとなる先進的な事業である。また、内容的にも、単に技術的な向

上やサンプルを上手にまねるようなタイプの「ワークショップ」ではなく、同じ時間や場所を共

有しながらそれぞれの興味や得意なことを見つけていく場は、福祉分野にとどまらず、アートや

教育分野などにおいても先進的な取り組みと言える。 

【主な内容】 

①身体表現 

　講師：川熊美貴。全46回開催。身体の自由な動きを引き出すワークショップ。「アートインク

ルージョン2017」や「とっておきの音楽祭」でのパフォーマンスなどステージ企画の折にはそ

の内容をワークショップ形式で企画・制作した。 

②カラー講座 

　講師：千葉ひろみ。全12回開催。色をテーマにしたワークショップを月１回開催した。 

③絵画 

　講師：今野光一。全13回開催。平面や立体物へ絵画作品を制作するワークショップを月１回実

施した。 

③クレイ粘土 

　講師：松並京子。全12回開催。クレイ粘土から自由に発想したかたちを制作した。 

④音楽 

　講師：山田祥子、加藤真紀、菊地隆平。全約16回開催。コーラスを中心とした表現やオリジナ

ルソング制作を週１回行った。 

⑤ウクレレ 

　講師：小関佳宏。全3回開催。みんなで選曲し練習。カリキュラム内で披露。 

⑥ステンドガラス 

　講師：鷲北英代。全2回開催。自由な色使いでキャンドルボックスや押し花ミラーを制作した。 

⑦商品開発 

　講師：佐々木桂。全4回開催。商品開発の為のミーティングや実際に商品を作り販売を行った。 

⑧手話 

　講師：穀田千賀子、鴇雪子。全約16回開催。手話による表現を週１回行った。 

⑨コミュニケーション 

　講師：佐藤勝利。全約50回開催。それぞれが好きな動画や歌などを紹介しあうことによりコミュ

ニケーションの可能性を探った。 

⑩クリニカルアート 

　講師：小野寺良枝。全12回開催。アートセラピストによるワークショップを実施。 

⑪アップサイクル 
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　講師：蔦谷ちょう子。全12回開催。アップサイクルやソーイングのワークショップを実施。 

⑫アート 

　講師：門脇篤。全約100回。ジャンルやテーマなどいっさい自由にそれぞれの表現活動をワーク

ショップ形式で実施した。ここで生まれた表現はバリアフリーなアイドルプロジェクト「アイ

ドルインクルージョン」やYouTube番組「チャンネルインクルージョン」などのソフトコンテ

ンツのかたちで発信されるとともにプリント額絵などのグッズ・コンテンツとして販売された。

また、2018年2月には山形県寒河江市で毎年行われている「アートツリーやまがた」への出展

依頼があり、寒河江市美術館のほか、ギャラリー＆カフェ「あるあーる」で約１ヶ月間にわた

り平面や立体、映像、音響などさまざまなジャンルの表現を展示した。 

（写真左から）身体表現、アートプログラム、あるあーるでの展示風景 

4.　コンテンツ開発および販路開拓事業 

　コンテンツ開発ではこれまで森美術館ミュージアムショップで企画・実務を担当して　きた佐々

木桂氏を新たにパートナーに迎え、アップサイクルをはじめとしたグッズ開発に取り組んでもら

うとともに、参議院議員で厚生労働委員会の委員も務める桜井充氏の協力を得、鳴子温泉のかつ

ての温泉宿を改修したギャラリーカフェ「大正浪漫」などへ新規販路を獲得することができた。 

⑴コンテンツ開発および販路の開拓 

【成果・課題】 

　プリント額絵、雄勝石アクセサリーなど各種アクセサリー、オリジナルノート、オリジナルTシャ

ツ、オリジナルしおり、月刊アートインクルージョン、音楽コンテンツ、ステージパフォーマンス

など様々なコンテンツ開発を行った。中でも国分町のフラッグを用いた「まちのカードケース」、

古布とインスタレーションの端材から開発した「ハッピーアームカバー」、同じく古布を素材に
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したシャギーマットなど寄付で頂く素材をさらに良いものに作り替える「アップサイクルシリー

ズ」の商品開発が大きく進んだ。また、協力店舗やネットショップ、イベントでの販売を行うと

ともに、日本グループホーム学会in仙台や本町商店街との連携事業では謝金をもらってのステージ

制作と出演、太白区文化センター主催の「楽楽楽文化祭」では共催にてワークショップの受託業

務を請け負った。 

　仙台商工会議所と株式会社フェリシモが共催する「商品企画アカデミー」を受講し商品企画の

ノウハウやブランディングについて学ぶことができた。 

　新たな販路として鳴子のカフェギャラリー「大正浪漫」にて恒常で商品取り扱いを開始、聖路

加病院でのイベント販売会では雄勝石アクセサリーが好評を集めた。 

　コンテンツ販売の結果は、原画及びプリント額絵の平面絵画作品の売り上げが約296万円、ノー

トや缶バッジ、アクセサリーなどのグッズ関連が約15万円、ステージ出演や書籍、デザイン費な

どのいわゆるソフトコンテンツが合計約62万円(ステージ出演やワークショップ、デザイン費が約

13万円、書籍・CDが約10万円)、ハンカチ折りの受託業務が約103万円、合計で5,527,752円となり、

うち材料費や委託先支払いなど1,988,070円を差し引いた純利益は3,539,682円となった。（うちＪ

Ｒ総連記念品制作の純益が1,722,324円（純益全体の44％）、ハンカチ折りの純益は455,560円（純

益全体の11％）そのほかの純益合計は1,661,798円）16年度の純利益が1,591,254円であることか

ら、実に前年比241％の高い伸びを記録した。純益の44％を占めるJR総連の記念品制作は継続して

得られる利益ではないが、広告・宣伝効果も高く今後のアート作品販売事業にとっていい影響を

期待できるものとなった。 

　今後の課題としては以下があげられる。 

　プリント額絵や雄勝石アクセサリーなど単価の高い商品は聖路加病院でのイベントや鳴子の「大

正浪漫」（購入者は他県の旅行者）での動きが顕著であったことを考慮し、県外の顧客創出のた

めに福祉関係以外も含む多数イベントへの出店や、県外へ販路の開拓をすると同時に今まで以上

に定期的な展示替えや、店主や客とのコミュニケーションなど一層の販促活動が必要である。 

　原材料や在庫などのコストを抑えられるアップサイクル商品、作品をデザインに起用した低価

格帯のグッズを日ごろから生産していき、急なイベントや販路拡大に耐えうる体力を身に着け、

様々な場所で販売することでリアルでの口コミを広げながら、他県への販路拡大を目指すこと。

楽曲やプロモーションビデオの制作・ステージなどのソフトコンテンツではインターネットでの

発信を続け、出演へ結び付けていく方策が必要である。 

　インターネットとリアルの両面からアート・インクルージョンのノウハウや実績を正しく発信

し知名度を高めて、より広域に顧客を獲得していくことが必要である。 
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（写真左から）オリジナルTシャツ（3500円）、ハッピーアームカバー（800円）、オリジナルし

おり（100円） 

⑵Ai どんどこ市 

【会期】2017 年6 月24日・25 日 

【会場】仙台市青葉区勾当台公園 

【内容・成果・課題】 

　「Aiどんどこ市」は、福祉サービス事業所が日ごろの活動の成果を発表、参加者同士や来場者

と交流することでさまざまなスキルアップをはかる場として2013年に始まり、今年で開催5年目を

数えた。福祉サービス事業所を中心に16団体による出店、18組のステージ、アートワークショッ

プを開催。「仙台放送祭り」と同時開催ということもあって、たくさんの人出でにぎわった。多

くの福祉サービス事業所と仙台放送祭りを結ぶコーディネーターとしての実績と信頼とを積み上

げてきている一方、ここで培った貴重なネットワークをどう活用していくかが引き続き今後の課

題と言える。 

（写真左から）ステージ、出店、アートワークショップのようす 

⑶太白区文化センター・楽楽楽文化祭 

【会期】2018 年1 月21日（日） 

【会場】仙台市太白区文化センター全館 

【内容・成果・課題】 
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　宮城野区文化センターで独自の文化事業を行ない、太白区文化センターへと異動になった佐藤

事務長から、「太白区文化センターでも独自の企画を始めたいので協力してほしい」との依頼が

あり、2017年春から企画を進め、アートワークショップの企画運営を行なった。「鑑賞型のもの

ではなく体験型の企画を」とのことで、展示ホールを中心に、スタジオなど広範囲にわたって、

「仙台四郎とダンボールのまちづくり」「なんでもバッジにしちゃおう」「楽楽楽ソングをつく

ろう」「ガンガンフィッシング」など多数の体験型の企画を用意した。また、ステージ出演のほ

か、販売も行なった。 

　当日は多くの来場者でにぎわい、障がいのある表現者たちとともにクリエイティブな時間を過

ごした。「ねらい通りの企画となった。次年度もぜひお願いしたい」と太白区文化センターから

も高い評価を得た。 

　これをひとつの実績として、ワークショップの企画運営をソフトコンテンツの中核のひとつに

育てていきたい。 

（写真左から）ステージのようす、展示

ホールでのアートワークショップのよ

うす 

5.　一番町への移転とAi GALLERYの開設・運営 

　2017年12月、「仙台の顔」とも言えるアーケード「ぶらんどーむ一番町」にあるスズキアバン

ティビル３階への移転を実現した。新たな拠点は約100坪とこれまでに比べ面積が倍増。多くのス

タッフを受け入れる環境が整ったと言える。また、一等地にある場所の優位性や広い場所をいか

し、ギャラリーやライブをはじめとしたさまざまなイベントに活用できる交流スペースの運営を

行なっていくことで、アートによるインクルーシブ社会実現という当法人の目的実現に大きく近

づくことができるだろう。 
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　2018年3月18日、オープンイベントを開催。当日はアートインクルージョンの表現者たちによる

ステージが行われたほか、作品の展示や販売、山形県寒河江市のさくらんぼ共生園木村園長、仙

台市太白区わらしべ舎中村理事長、当法人白木代表理事によるトークセッションなどを行なった。

多くの来場者でにぎわった。 

　デジタルアーツ仙台校と連携し、「MUSIC ART」と題したライブステージを実施した。スタッ

フは会場運営などの仕事を行なった。 

　ギャラリースペースはスタッフで壁に漆喰を塗るなどしてDIYで制作。は3月1日より山形県寒河

江市の寒河江市美術館やギャラリー＆カフェあるあーるで行なったアートインクルージョンの企

画展出展作を中心とした作品を展示。3月26日からはインドネシア・アチェでの「アチェ＝ジャパ

ン・コミュニティアート・プロジェクト2017」の報告展を開催した。 

（写真左から）ギャラリーづくり、オープニングでのトークセッション、アチェでのプロジェク

ト報告展の展示設営作業
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