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1.　2018（平成30）年度事業成果と総括 

代表理事　白木福次郎 

　2017年12月に事業所を青葉区中央から一番町という中心商店街の真ん中に移転してからまる１

年が過ぎました。2010年に長町から始まったアート・インクルージョン（Ai）は仙台駅前、そし

て一番町へと活動の拠点を移してきました。 

　この１年、Aiの拠点移転やなかなか定着しないパートナー体制により、スタッフの皆様やご家

族、パートナーの方々には様々なご負担をおかけしたのではないかと心配しておりました。そこ

で移転した事業所に関しておよびAiのあり方について保護者の皆様に３回に分けてご意見をお聞

きしました。概ね好意的かつ発展的な意見やご提案が多くパートナー一同心強く感じました。 

　2019年1月からは新たなサービス管理責任者として、Ai立ち上げからの同志であり、人生のベテ

ランでもある深野せつ子氏に就いていただくことで、パートナーそれぞれが十二分に能力を発揮

できる風通しのいい環境づくりに努めております。さらに、スタッフの増員や各種イベント、そ

れぞれの興味分野に対応すべく、新しいパートナー２名をパートで採用、スタッフが落ち着いて

通所でき、それぞれの自己実現を実感できる体制づくりをこれまで以上に充実すべく努めていま

す。これらが功を奏し、見学や体験を希望する方が増え、すでに30名を超す方々との契約が整っ

ております。 

　仙台の文化発信・交流拠点としてのAi GALLERYの整備も進み、スタッフの個展としては阿部貴

志さんがトップバッターの名乗りをあげ、来場者や売上のみならず、ご自身の活動に確かな手応

えを感じていただけるという大きな成果を上げることができました。 

　長町エリアとの協働事業のほか、門脇理事が中心となって進めたインドネシア・アチェとの

アートによる被災地間国際交流事業はAi、アチェ双方において大きな成果を得ることができまし

た。あらゆる違いをアートの力で超えていくAiの理念を具現するものであり、Aiの活動を大きく広

げるものとなりました。 

　4月からは更に新しいスタッフを迎えることが決まっています。財政的にも確実に安定化の方向

に動いており、Aiに集うひとりひとりがアートを仕事に生き生きと輝ける環境をより細やかかつ

大胆に行なっていく方策をスタッフ、パートナー全員で相談しながら取り組んでいく所存です。 

　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.　アートによる自己表現＝創造事業（就労継続支援B 型事業所の運営事業） 

⑴総括 

　スタッフ（利用者）数は本年度末で37名。スタッフ個々のニーズに対応できるよう本人・家

族・関係機関・地域と情報を共有、密に連携を取りながら、スタッフ本人の希望や体調を細かく

把握しつつ、自ら納得して活動ができるよう支援につとめた。特に重視したのはスタッフとのコ

ミュニケーションを密にすること、スタッフが提案・企画し、主体となって参加する活動の機会

を増やしていくことである。 

　月別の平均利用者数は4月17.9人、5月17.3人、6月17.3人、7月16.2人、8月18.2人、9月20.1人、

10月19.8人、11月17.7人、12月19.8人、1月18.2人、2月16.8人、3月19.9人だった。 

⑵活動内容と成果 

【主な活動内容】 

　朝の会、帰りの会、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カリキュ

ラムの他、Aiの定期行事、地域の行事等に参加した。 

＜カリキュラム＞ 

・朝の会、帰りの会 

・制作タイム 

・アート・プログラム 

・コミュニケーション 

・就労に向けてのグループワーク 

・接客やアロマテラピーのワークショップ 

・身体表現 

・音楽 

・手話 

・外部講師によるワークショップ 

＜Aiの定期行事＞ 

・ウェルカムパーティ 

・Aiどんどこ市 

・アート・インクルージョン2018 

＜随時活動＞ 
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・Aiハートまつり 

・とっておきの音楽祭 

・Music Art@Ai 

・瑞鳳太鼓チャリティコンサート 

・楽楽楽文化祭 

＜アート作品の制作・販売・展示＞ 

　仙台市長町および本町の約10店舗での常設展示のほか、2018年11月には山形県寒河江市の

「ギャラリー&カフェあるあ～る」で開催された『へのへのもじもじ展』にて文字をテーマにした

平面作品数点を出展。山形県内で先駆的アート活動を行う、寒河江市のキーパーソン達との交流

を深める事ができた。 

【主な成果の概要】 

・互いの障害を認め、尊重し合える能力の向上。 

・自分の気持ちを伝える能力の向上。 

・ステージ出演やワークショップ、出店への積極的参加の増加。 

・スタッフミーティングへの積極的参加による、提案、発言の増加。また自分と違った意見でも

否定せずに受け止め、歩み寄れる能力の向上。 

・限られた備品を平等に使えるように相談し合って使う順番を決められる能力の向上。 

・スタッフ企画による課外活動の実行。 

・スタッフによる個展企画の実現。 

・A型事業所への就労達成。 

（3）実施プログラム詳細 

【成果・総括】 

　障害者福祉サービス事業所にて専門家をお招きしての様々なカリキュラムを実施している。こ

の取り組みは全国的に見ても非常に希有な取り組みであり、国や地方公共団体が掲げるインク

ルーシブ社会に向けた取り組みにとってもモデルになる先進的な事業である。また、単にお手本

を真似るような技術向上を目標とした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事を見つけていく時間は福祉分野にとどまらす芸術や教育分野において

先進的な取り組みと言える。 

【主な内容】 
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①クリニカル・アート 

講師：小野寺良枝　全12回 

　アートセラピストによるワークショップを実施。クレヨンや絵の具などの様々な素材を使用

し、ワークショップ内で作品を制作した。 

②カラー講座 

講師：千葉ひろみ　全12回 

　色をテーマにしたワークショップを月一回実施した。 

③身体表現 

講師：川熊美貴　全41回 

　身体の自由な動きを引き出すワークショップ。「どんどこ市」や「とっておきの音楽祭」でパ

フォーマンスを行う際には内容をワークショップ形式で企画・制作した。 

④アート・プログラム 

講師：門脇篤　全68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ートプロジェクト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事業のかたちで発信されるとともにプリント額絵やその他

の商品のデザインに使用しグッズ・コンテンツとして販売を行った。 

⑤コミュニケーション 

講師：佐藤勝利　全87回 

　それぞれが好きな動画や歌を紹介し合うことによりコミュニケーションの可能性を探った。 

⑥手話 

講師：穀田千賀子　全13回 

　手話による会話表現を学びながら、他にもステージに向けてサインボーカルで表現方法を探っ

た。 

⑦アート・ワークショップ（絵画） 

講師：今野光一　全12回 

　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一回実施した。 
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⑧音楽 

講師：及川久美子、加藤真紀　全17回 

　音楽を楽しむリズム体操を中心に、コーラスやパフォーマンスの可能性を探った。 

⑨商品作り 

講師：佐々木桂　全16回 

　商品開発のためのミーティングや実際に商品の制作活動を行い、販売を行った。 

⑩クレイ粘土 

講師：松並京子　全12回 

　クレイ粘土から自由に発想したかたちを制作した。 

⑪アップサイクル 

講師：蔦屋晁子　全12回 

　古布を使用した商品制作や、ソーイングのワークショップを実施した。 

⑫アロマテラピー 

講師：青山香月　全3回 

　アロマを使用し、香り袋やレターなどを制作した。 

⑬接客ワークショップ 

講師：菊地桃佳　全3回 

　販売での環境を予想し、実際にお客さんやお店の人の役を体験するロールプレイングを実施し

た。 

⑭ダンス・ワークショップ 

講師：半田知花子　全4回 

　身体を動かし、音楽を楽しむワークショップを実施した。 

⑮就労に向けて 

講師：深野せつ子　全5回 

　就労を考えている方や興味がある方を対象にお仕事について悩みを話す時間を実施した。 
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3.　アートによる交流・協働事業 

⑴アート発信交流拠点整備事業 

①Ai GALLERY 

　「Ai GALLERY」は2018年の３月から稼働を開始。壁面の仕上げなどをスタッフ自らが行ったほ

か、展示企画を行いつつ、思い思いに過ごしたり、制作したり、お昼ご飯を食べたりするなど、

「アートインクルージョンらしい」場づくりを目指しつつ、その発信・活動・交流拠点としての

可能性をさぐってきた。スタッフの制作や居場所として、展示発信空間として、また交流の場とし

て、その使い方はいまだ模索中であるが、仙台市中心部一番町という場所ともあいまって、無限

の可能性を秘めている。 

【2018年度の主な展示企画】 

❶「アチェ＝ジャパン・コミュニティアート・プロジェクト2017」 

会期：3月26日（月）～4月27日（金）10～16時、土日祝休み 

　2017年12月、インドネシア・アチェで行われた 「アチェ＝ジャパン・コミュニティアート・プ

ロジェクト2017」 そのようすを伝える報告展示を、東京・新宿にひきつづき開催。展示設営作業

はアートインクルージョンスタッフとトヨタ財団およびその助成対象者が協働して行った。 

❷「タイトルが毎日かわる展覧会」 

会期：2018年5月2日～31日10:00～16:00（土日祝日休み、ただし5/26・27は営業） 

　なんでも好きなものを持ってきて展示し、この３月にオープンしたばかりのAi GALLERYの使い

方の可能性を考える展覧会を実施。展示前にはそれぞれの好きなもののプレゼンも行った。「作

品以上にその人がわかる」との声もあがった。表現者のバックボーンを知る上でも非常に重要な

企画となった。タイトルをスタッフ全員で話し合ったところ、ひとつにしぼることができず、そ

れならいっそ毎日変えてはどうかということになり、このタイトルになった。当初タイトルを毎

日変えるという意味でこのタイトルになったわけだが、実際には一度も変わることがなかった

（名付けられることがなかった）。 

❸「石川法然パワースポット展」 

会期：2018年7月11日～8月17日10:00～16:00（土日祝日休み、お盆休みあり） 

　「タイトルが毎日かわる展覧会」で、自分の好きなものとして仏像などを持参した石川法然氏

が、その後仏像をまつる小さなお堂をつくり、やがてそれが日々増築されていき、ついにはひと
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が入れる社務所を擁するほどの構造物となった。そこでこれを日々構築されていくインスタレー

ションとして提示してはどうかという意図で展覧会形式の企画となった。その後彼のお堂は「楽

楽楽文化祭」へ出展されるなどして現在に至っている。 

❹「阿部貴志個展　色彩の輝き」 

会期：2019年2月1日（金）～28日（木）11:00～17:00（土日祝休み、ただし2/2、2/3、2/11、2/

23、2/24は開廊） 

　スタッフ阿部貴志氏の初個展。アクリル画のシリーズを中心に３点の100号をこえる油彩など合

計14点を展示。本人作成のポストカードは大変好評で作品も５点売れた。後半からは缶バッジも

投入した。本人と母からは「1か月休まずにどこかへ通うことが自分にもできたという達成感があ

る。3月からも大丈夫だと思えた」との感想を得た。 

　これらの企画のほか、常設展としてアートインクルージョンスタッフによる展示が行われた。 

②Ai STUDIO 

　就労継続B型事業の活動時間外の土日を中心に多目的スペースとして、事務所エリアよりも商店

街よりのスペースの貸し出しを開始した。アートインクルージョンスタッフによる個性的な空間

やコンセプトに共感した方たちを中心に利用された。仙台市中心部にある一番町で広いスペース

という文化資源を活用し、Ai GALLERYとともに当団体がめざす文化交流発信拠点として、また工

賃アップにつなげる販売の機会としても整備していきたい。 

【2018年の主な利用実績】 

❶仙台の専門学校デジタルアーツ仙台とのライブ企画Music Art@Ai（5回） 

❷サークル活動「ドレミ音楽教室」による発表会活動（毎月） 

❸せんだいメディアテーク主催・村上理事が代表を務めるMMIX Lab企画による「カフェトーク」

（2018年2月） 

❹MMIX Lab主催による「ゆるパブ」（2018年2月） 

❺だれでもクリエーターVol.1（2018年3月） 
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⑵アートによる交流・協働事業 

　アート・インクルージョンは、「アート」を通じてインクルーシブ社会を実現していくため、

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。それは数値に換算したり、見栄えのいい楽し

げなイメージを提供したりといったわかりやすい価値とはなじまない地道な取り組みである。こ

れまでの８年間の着実な足取りと、アール・ブリュットの「流行」やオリンピックパラリンピッ

クによる文化プログラムの啓発など社会的な変化にも支えられ、着実にその取り組みは実を結び

つつある。 

①ぶらんどーむ一番町での事業：Aiどんどこ市2018 

【会期】2018 年5 月26日・27 日 

【会場】仙台市ぶらんどーむ一番町 

【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６年目

を迎えた。 

　これまでは「仙台放送祭り」と共催というかたちで勾当台公園を中心に行ってきたが、一番町

に移転したことを機に、地域とのつながりの中で新たな「Aiどんどこ市」のかたちを模索してい

くことになった。アートインクルージョンもその一員となった商店街振興組合とは一から関係構

築を行う必要があり、組合事務所側のスタンス（基本、商店街とバッティングする販売は避けた

い。食品はアーケードでは販売しないでほしい。アーケードに視界をさえぎるような展示は避け

てほしい）と、アートインクルージョンの目指すもの（福祉サービス事業所の日頃の成果をたく

さんの市民に知ってほしい。アートインクルージョンらしい斬新な発想と自由度の高い企画を行

いたい。そうしたインクルーシブ社会への取り組みは商店街にとっても長期的には差別化の要と

なっていくはず）との間にある大きな違いを確認し、すりあわせ、合意形成をしていく営みでも

あった。 

　結果的にはコーディネートに中心となってあたったパートナー佐々木桂氏の努力で、両日でス

テージ26組の出演、マルシェ17組の出店と美術家パルコキノシタ氏によるアートワークショップ

を実施。多くの来場者に恵まれ、大好評のうちに幕を下ろした。 
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　なにごともやってみないとわからないのがアートであり、商店街振興組合側の理解を得なが

ら、この仙台の中心部からアートの力でインクルーシブ社会を目指す取り組みを広げていきた

い。 

②長町での事業：おしるこカフェとアートインクルージョン2018 

❶アート・インクルージョン2018 

【テーマ】うみのむこうのあなたとともに～アートによる被災地間国際交流 

【会期】2018年9月29日（土）～10月31日（各会場で異なる） 

　＜おしるこカフェ＞9月29日（土）11:00～15:00　あすと長町復興住宅集会所 

　＜Ai Month＞9/29～10/31　長町商店街、ララガーデン長町、太白区文化センターほか 

　＜せんくら連携企画＞9/28～9/30 太白区文化センター楽楽楽ホール 

　＜Ai本祭＞9月30日（日）11:00～21:00 長町駅前広場、長町遊楽庵びすた～り 

【会場】あすと長町復興住宅集会所、長町駅前広場、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、豊

年まんじゅう、食堂びーわん 

【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９回目の実施となった。2017年から交流をつづけている2004年のスマトラ沖地震の最大被災地

インドネシア・アチェとのアートによる被災地間国際交流をテーマに、ステージや商店街等での

展示を行った。また、前年度よりボランティアの申し出をいただいている仙台市中部郵便局長会

からはひきつづき、多大なご支援をいただいた。 

　9月28日に始まった「仙台クラシックフェスティバル」では、太白区のメイン会場である太白区

文化センター楽楽楽ホールホワイエに今年も音をテーマに音を出さない体験型展示を行った。

「入れる鍵盤」「のばせる管楽器」などがそれで、インドネシア・アチェとの交流企画として、

これまでも人気を博してきた「かぶれる音符」にヒジャブ（イスラム教徒の女性が髪を隠すのに

使う布）バージョンを導入。帽子型のかぶれる音符もこれまでの黒に加え、せんくらカラー４色

を用意。「せんくら」事務局からは「一般のお客さまはもちろん、ステージに参加される演奏家

のみなさまも毎回楽しみにされている。ホームページでもかぶれる音符を使わせていただいた」

と高い満足度を得ている。 

　9月29日、あすと長町復興住宅集会所での「おしるこカフェ」では、インドネシア・アチェから

訪れた若者３人がインドネシアの郷土料理である「サテ」をつくり、復興住宅の住民を中心とし

た「おしるこガールズ」は宮城の郷土料理「ずんだ」でもてなした。当初はお互いが入り乱れる
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料理交流を予定していたが、調理方法が双方独特な上、あえてそうしている面もあるが事前準備

などがいっさいなかったためにそれぞれがそれぞれの料理を作るというスタイルとなった。ま

た、食事の後、交流タイムを開いたが、アチェの若者から「津波の話を聞きたい」という発言に

「そういうことは聞くもんじゃない」といった反応となり、若干の緊張が走る一面があった。発

言したアチェの若者自身も８歳のころにスマトラ沖地震の震源地にもっとも近い街で被災した経

験をもっており、決して興味本位の発言ではない。例えば、日本では生き残った人が「自分だけ

が生き残ってしまって申し訳ない」という反応がある一方、アチェでは多くの人が「津波は神の

されたことであり、人知を超えたことだ。我々はこの試練をのりこえていく義務がある」と語

る。むろん、それは建前かもしれないが、そうした反応や受け取り方の違いが浮き彫りになるの

は文化的背景を異にする人が出会うからこその出来事であり、そうした機会を大切にし、そこか

ら何を学び取っていけるか、何を表現していけるかにはアートの力が試されるのではないだろう

か。 

　9月30日の「Ai本祭」はあいにくの雨で、長町駅前広場会場は中止し、びすた～り会場のみの開

催となった。このため長町駅前広場で出店を予定していた16店舗とステージ出演者７組のステー

ジは中止となってしまった。一方、びすた～り会場では予定通り12ステージが行われ、来賓あい

さつとして太白区区長のあいさつも実施された。交流企画の一環として、開会に際してはインド

ネシア・アチェから訪れた若者３人のひとりトミアグスティス氏がコーランの詠唱を行い、ス

テージではティティ・タルサニア氏が日本との交流の中で作り上げた歌を披露した。３人は前日

にアートインクルージョンファクトリーで１日を過ごし、アートインクルージョンに集う表現者

たちとアチェの紹介やステージ練習、ヒジャブ体験などを行った。 

　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アート企画「Ai 

Month」は、毎年の開催がマンパワー的に難しい面もあり、前年度は行わなかった。このため、

今回事前リサーチとして８月にまち歩きを行ったおり、店主たちから「昨年は行われなかったの

でもうやらないのかと心配していた」など事業への期待があることを再確認した。今年度の企画

としては、アチェと日本のことわざをテーマにした展示（食堂びーわん）や、アチェでのアート

プロジェクトを紹介するビデオ作品（ララガーデン長町）など、アチェとの被災地間国際交流を

テーマにした企画を中心に、菓子工房セレブレでの清水敬太による展示や赤井沢でのしゅんすけ

による展示など、15会場で展示を実施した。10月の会期中に作品をめぐるまち歩きを行い、「会

期にかかわらず自由に店内の展示空間を使ってほしい」など好意的な反応も受け取った。「Ai  

Month」の開催についてはインターバルをおいた方がいいのか、毎年開催を行うべきか、結果を

ふまえて考えていきたい。 
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❷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、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、美術家パルコキノシタ氏などと協

力しながら運営を行なった。 

　前年度から自治会役員をはじめ復興住宅住民ら７～８名の平均70～80代の女性が中心となって

厨房を切り盛りするようになり、いつしか彼女たちは「おしるこガールズ」と呼ばれるように

なっている。毎回メニューを考案したり、下準備が必要な場合には前日から集会所を借りて行う

など、非常い積極的に参加していただいており、すでに住民自治による活動と言っていい状態に

入っている。 

　その一方、では住民だけでの開催が可能かと言えばそれはいまだ難しいと思う。外から来る

我々よそものの存在によって住民たる彼ら彼女らが生き生きとやりがいをもって会を運営してい

るというのが現在の状況である。 

　それが負担になっていないかと心配し、年度末３月の回に「おしるこガールズ」にそのあたり

についてざっくばらんに聞く機会をもった。その結果、「非常にやりがいをもってやっている」

「毎回楽しみに来ている人がおり、住民交流の機会になっている。自治会は年に１度の夏祭りが

精一杯。毎月開催のおしるこカフェは本当にありがたい」「厨房に参加することで知らなかった

調理の知識を得ることができてとても楽しい。つらいということはない」との回答を得た。もち

ろん、無理をしている場面も多々あるであろうし、厨房で作る人と食べる（だけの）人に分かれ

ている今の状態はコミュニティアートとしても「理想の状態」とは言えない。義務感からではな

く、ある程度の流動性をもって役割をシェアできる創造的な仕掛けが必要だろう。そこにアート

の創造性の役割があると考える。 

③インドネシア・アチェとの事業 

❶アチェからの視察受け入れ 

　昨年度より、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行っている。今年度は９月にア

チェの若者３人を受け入れ、アートインクルージョンファクトリーで１日活動をともにしたほ

か、あすと長町復興住宅でのおしるこカフェにも料理交流で参加、長町でのアートインクルー

ジョン本祭ではオープニングやステージに出演してもらった。 
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　帰国した３人のうち、ヌル氏は次に述べる「アチェ＝ジャパン・コミュニティアート・プロジェ

クト2018」への出展企画として、バンダアチェの孤児院でアートワークショップを行い、最後に

おしるこを食べて夢を語り合うというプロジェクトを行った。これはアートインクルージョンの

取り組みにふれることで生まれた非常にダイレクトでわかりやすい例だが、これ以外にも実現に

は至っていないが、「アチェの障がい者が置かれた現状をもっと知りたい。できればそこでアー

トインクルージョンのようなアート活動をしたり、作品を売って彼らの自立をサポートしたい」

という希望が語られるなど、将来へ向けたインパクトを確実に与えたと考えている。あたかも昭

和の日本を思わせる経済成長にわくインドネシアだが、経済発展がおきざりにしてきたさまざま

な問題など、日本がたどった経験を共有したり、インドネシアがもつ先が見えない将来が期待で

あるような機運を日本側が共有したりすることで、この交流をより実りあるものにしていけると

思う。 

❷アチェ津波博物館での展示企画 

　12月16～26日の会期でインドネシア・アチェにある国立の博物館施設「アチェ津波博物館」に

「アートインクルージョン展アチェ」と題し、約20名のアートインクルージョンの表現者および

わらしべ舎の表現者の作品展示を行った。NPO地球対話ラボとアチェ・コミュニティアート・コ

ンソーシアムが主催する「アチェ＝ジャパン・コミュニティアート・プロジェクト2018」の企画

への参加というかたちで、オープニングにはアチェ州知事夫人が訪れ、日本におけるアートによ

るインクルーシブ社会への取り組みとして大きな関心をよせた。作品はデータ出力による平面作

品のほか、映像作品、CDによる音楽作品という形態で２室を使い、12月26日のスマトラ沖地震14

周年が近いということもあり、連日多くの入場者が訪れた。また、会場運営にあたったアチェの

若者たち約50名にとってもアートインクルージョンの取り組みは新鮮にうつったようだ。実際の

活動の場にいあわせられればずっと大きな学びを得られたと思うが、作品の一端や映像にうつる

アートインクルージョンのパフォーマンスのようすは、「かわいそうな障がい者」というステレ

オタイプにはまったくおさまらない活動として彼らの目に刻まれたと考えている。 

④その他の交流・協働事業 

❶とっておきの音楽祭出演 

【実施日】2018年6月3日 

【実施場所】仙台市ぶらんどーむ一番町 

　「とっておきの音楽祭」に参加。「Aiどんどこ市2018」と同じ場所で、内容的にもほぼ同じと

あって練度の高いパフォーマンスを行うことができた。独自に別ステージにも出演するスタッフ

も多数見られた。 
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❷ほっぷの森との連携 

　仙台市内で就労移行支援、就労継続A型・B型を運営する特定非営利活動法人ほっぷの森と連携

し、出演や展示の機会を得ている。 

【通年展示企画】長町遊楽庵びすた～り、cafe Jho Jho、びすた～りフードマーケット 

　びすた～りでは展示企画のない期間、ほかの２箇所については通年でアートインクルージョン

の展示企画を行なっている。 

❸山形県寒河江市あるあーるとの交流 

【実施日】2018年11月3日 

【交流先】社会福祉法人さくらんぼ共生園 

【内容・成果・課題】 

　2018年２月に企画展「アート・インクルージョン展」を企画・運営していただいた山形県寒河

江市の社会福祉法人さくらんぼ共生園「ギャラリー＆カフェ　あるあーる」での企画展「へのへ

のもじもじ展」にアートインクルージョンから４名が依頼され出展。会期中、パートナー、ス

タッフで展覧会を訪問した。さくらんぼ共生園は毎年、寒河江市美術館と「アートツリーやまが

た」を企画・運営しており、山形におけるアール・ブリュットの先進的取り組みを行っている福

祉サービス事業所である。 

　アートインクルージョンの一番町での事業所移転オープンに際してのお披露目会にもパネリス

トとしてご参加いただいた木村園長は「コンテスト形式はナンセンス」「やりたいことを募った

らカフェになった」などアートインクルージョンの理念や実践と非常に近いところで展開されて

おり、互いの活動を参照しつつ、連携していくネットワークづくりを今後もつづけていきたいと

考えている。現地に足を運んだふたりのスタッフを中心に、具体的な関わりの方法を模索してい

きたい。 
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4.　アートによる仕事づくり事業 

　コンテンツ開発事業では前年に引き続きパートナーの佐々木桂を中心に、スタッフが制作した

作品をデザイン化するグッズ開発に取り組んだ。 

　主催事業である「Aiどんどこ市2018」は新たに移転した仙台市中心部のアーケードぶらんどー

む一番町で開催。大きな成果をあげることができた。また、東京・聖路加病院でのイベントや仙

台市太白区文化センター「楽楽楽文化祭2019」、「宮城県音楽コンクールヴァイオリン部門」の

ノベルティ作成等、これまで開拓してきた販路や委託事業をひきつづき受託するとともに、量的

質的な拡充が実現した。 

　2018年4月に特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパンに所属する清水敬太氏がＢ型事業

所Aiファクトリーへ入所したことをきっかけにエイブル・アートとの関係も強化され、「仙台ク

ラシックフェスティバル」や「きいて、みて、知って、見本市」などでの新たな販売や研修・意見

交換会への参加の機会が増えた。 

⑴コンテンツ開発および販路の開拓 

【事業内容および成果】 

　プリント額絵、オリジナルノート、オリジナルコースター、あぶらとり紙、缶バッジ、サキオ

リコースター、サキオリマット、富士山キャンドル、音楽コンテンツ、ステージパフォーマンス、

フライヤーデザイン、ウェブデザイン、楽楽楽文化祭でのワークショップ企画運営など様々なコ

ンテンツ開発・販売を行い、主催事業をはじめ各種のイベント、約10店舗にのぼる協力店舗、ネッ

トショップ「Aiマーケット」で販売を行った。 

　オリジナルコースター、オリジナルノート、あぶらとり紙など、アートインクルージョンの表

現者たちの作品を起用したグッズの商品開発は大きく進んだ。中でも定番商品のオリジナルノー

トのB６サイズを発売。女性のカバンにもすっぽり入るサイズ感とページ数が多いコストパフォー

マンス好評を集め、従来のB５サイズを超える人気商品となった。  

　前年から開発を続けている、寄付で頂いた素材をさらに良いものへと作り替える「アップサイ

クルシリーズ」では、古布を裂いて編み、渦巻き状に縫い付けた敷物サキオリマット（ミニマッ

ト）（鍋敷き）を新たに開発。多くの利用者が制作にかかわれる作業工程と温かみを感じるデザ

インを両立させたもので、イベント・販売会ではいつも完売するレギュラー商品となった。 

　仙台市とエイブル・アート・ジャパンが主催する「Shiro Lab.48時間デザインマラソン」に参加

した。B型事業所利用者と仙台市で活躍するプロのデザイナーとが協働して楽天ゴールデンイーグ

ルスのグッズをデザイン。アートインクルージョンからの参加者作品はキーホルダーが採択さ

れ、販売へと至った。プロと協働する経験を得たことで、デザイン化の時短のコツやプレゼン

テーション方法などを学ぶことが出来た。 
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【今後の課題】 

　当団体の主催事業以外のイベントへの出店で、ノートを中心とした低価格帯商品を販売、顧客

の反応や市場調査を行った。その中で、在庫力強化・人員の確保・商品の価格帯について再検討

が必要であると感じた。原材料や在庫コストの抑えられるアップサイクル商品や低価格帯のオリ

ジナルデザイングッズを日ごろから制作しておき、急なイベントなど突発的な注文や販路拡大に

耐えうる体制づくりを進めていくことが必要である。 

　イベントへの出店によって浮かび上がったもう一つ課題が、低価格帯商品の販売方法である。B

型事業所の運営に必要な人員を守りながら、より多くの商品を制作・販売していくには、販売の

ための人員を必要としないネットショップや小売店への卸売の販路を拡大し、開拓していくこと

が必要であり、そのためには価格帯についての再検討が必要である。特にオリジナルノート、オ

リジナルミニノートは人気コンテンツであるにもかかわらず、現行の価格帯設定（１冊200円）で

は送料の方が高くついてしまうため、ネット販売を行なっていない。広域での販売を実現するた

めには、コンテンツそのもののクオリティを上げて高価格帯商品を目指すか、数冊を１セットに

し、商品の多面的な魅力もしくは物語性をアピールしていくシリーズ商品にするなど、マージン

や送料負担に堪えうる戦略を立てていくことが必要である。 

　ソフトコンテンツ事業では、出演依頼へと結びつけていくため、楽曲やプロモーションビデオ

の制作とインターネット等での発信をさらに工夫していく必要がある。 

　新たに始まったB型事業所運営時間外のスペースレンタル事業では、料金形態を早急に整備し、

利用を促すための営業用リーフレットを作成することが急務である。 
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（写真左上から）オリジナルミニノート（200円）、あぶらとり紙（300円）、富士山キャンドル（300円）、サキオリ

コースター（200円）、サキオリマット　鍋敷き（500円）、サキオリマット　ミニマット（1000円） 

⑵パフォーマンス出演 

❶びすた～り10周年出演 

【実施日】2018年7月8日 

【実施場所】長町遊楽庵びすた～り 

　びすた～り10周年を記念するイベントがあり、アートインクルージョンではフライヤーの制作

とステージ出演を依頼された。ミニアルバムをリリースしたyuka*や石油ファンヒーターの歌をリ

リースした松根くん、小野統也などの新人を、アイドルインクルージョンのベテランが支えるか

たちでステージ出演を行った。 

❷楽楽楽文化祭2019ステージ出演 

　次項とまとめて報告。 

(3)ワークショップWや体験型展示作品の企画制作・運営 

❶楽楽楽文化祭2019 

【会期】2019 年1 月27日（日） 
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【会場】仙台市太白区文化センター全館 

【内容・成果・課題】 

　昨年、太白区文化センター主催、アートインクルージョン企画運営の第一回として開催し、非

常に高い評価を得た企画の第二回。展示ホールとスタジオ、楽楽楽ホールホワイエでのアート

ワークショップ、販売、広報物制作をアートインクルージョンが担当し、ステージ企画としては

ほっぷの森の菊田理事が入った。 

　「鑑賞型ではなく参加型の企画を」というセンター側からの要望に即し、誰もが参加して思い

思いに創作活動ができる「巨大ピタゴラ装置」や「福をあつめよう！かざり熊手ワークショッ

プ」「ガチャガチャおみくじサーキット」「アートシェルターの旅」、東北大とアートインクルー

ジョンの共同制作による「バーチャルミュージアム」、「せんくら」との協働企画で制作した「か

ぶれる音符で記念撮影」、長町をテーマにした映像でアートインクルージョンやコミュニティ

アートの取り組みを知ることができる「楽楽楽映像祭」、昨年も好評だった「インドネシアへ行っ

て来た白い毛糸」など、圧倒的多数の体験型企画を用意した。また、楽楽楽ホールでのステージ

出演やホワイエでの販売も行なった。ステージでは元パートナーの山田祥子氏が出演者のひとり

ということもあり、アートインクルージョンによるパフォーマンスの持ち味をうまく引き出すス

テージを作り上げてくれた。ホワイエではアートインクルージョンがコーディネートし、他の福

祉サービス事業所の販売の場を創出した。 

　当日は未就学児～小学校低学年の親子連れを中心に、年配の方まで多くの来場者でにぎわい、

来場者は約1100名にのぼった。太白区文化センターからは「センター主催の鑑賞型事業は高齢の

方の参加が多い傾向にあるが、楽楽楽文化祭は若い方の参加率が高く、センターだけでは出せな

いアイデアが満載でセンター職員も非常に勉強になる」と昨年度に引き続き高い評価をいただい

た。 

　センターからのアンケートをいくつか抜粋する。 

「バリアフリーとても良かったです。入場制限なしでしたが不快さがなく悪くなかったです。子

供の声も悪くなかった。成功したのでは？良かったです!!プログラムの３倍+α楽しめました。と

てもいやされました。ありがとうございました。アンコールありがとう！」（40代女性） 

「少子高齢化の時代　子どもや高齢者及び障がい者にもっとやさしい自治や福祉を望む今。こう

したイベントは高齢者からすれば孫達と一緒に参加出来るのでとても適切で良いと思います。本

日はどうも有難うございました。今後とも続けられるよう希望します。」（60代以上男性） 

「作ってあそべるのがとってもおもしろく大人も子どもも夢中であそべました。」（年齢性別無

回答） 

「人間ってすばらしい。涙です。コンサートありがとう。」（60代以上女性） 
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　同センターからは昨年も同様にアンケート結果をいただいているが、企画を行う場合のフィー

ドバックとして参考になるほか、第三者による事業評価としての価値も高い。アートインクルー

ジョンの自主事業でも今後こうしたアンケートをとっていく必要があるだろう。また、ソフトコ

ンテンツ事業として楽楽楽文化祭で行なったようなワークショップの企画運営を他からも受託し

ていくための方法を模索していく必要があるだろう。 

❷仙台クラシックフェスティバル2018 

【会期】2018 年9 月28日（金）～30日（日） 

【会場】仙台市太白区文化センター楽楽楽ホールホワイエ 

【内容・成果・課題】 

　クラシック音楽を身近にと仙台市内５会場で毎年行われている「仙台クラシックフェスティバ

ル」から委託を受け、太白区のメイン会場である太白区文化センター楽楽楽ホールホワイエに今

年も音をテーマに音を出さない体験型展示を行った。「入れる鍵盤」「のばせる管楽器」などが

それで、インドネシア・アチェとの交流企画として、これまでも人気を博してきた「かぶれる音

符」にヒジャブ（イスラム教徒の女性が髪を隠すのに使う布）バージョンを導入。帽子型のかぶ

れる音符もこれまでの黒に加え、せんくらカラー４色を用意。「せんくら」事務局からは「一般

のお客さまはもちろん、ステージに参加される演奏家のみなさまも毎回楽しみにされている。

ホームページでもかぶれる音符を使わせていただいた」と高い満足度を得た。 

 20



決 算 報 告 書

（第 5 期）

自　平成30年 4月 1日

至　平成31年 3月31日

一般社団法人アート・インクルージョン

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目
８番１４号

電話：022 - 797 - 3672



一般社団法人アート・インクルージョン （単位：円）

当年度 前年度 増減
Ⅰ　資産の部
　　１．流動資産
　　　　　　現金・預金 1,392,973 593,725 799,248
　　　　　　給付費未収入金 5,218,382 3,796,371 1,422,011
　　　　　　利用者負担未収入金 7,270 0 7,270
　　　　　　商品 212,051 185,815 26,236
　　　　　　前払金 1,892,007 2,055,719 △ 163,712
　　　　　　立替金 0 2,715 △ 2,715

　　　　　　　　　　流動資産合計 8,722,683 6,634,345 2,088,338

　　２．固定資産
　　　（１）その他固定資産 0
　　　　　　建物 12,724,126 12,724,126 0
　　　　　　建物付属設備 7,795,874 7,795,874 0
　　　　　　工具器具備品 106,920 0 106,920
　　　　　　減価償却累計額 △ 1,658,573 △ 474,711 △ 1,183,862

　　　　　　　　その他固定資産合計 18,968,347 20,045,289 △ 1,076,942

　　　（２）投資その他の資産
　　　　　　敷金 1,000,000 1,000,000 0

　　　　　　　　投資その他の資産合計 1,000,000 1,000,000 0
　　　　　　　　　　固定資産合計 19,968,347 21,045,289 △ 1,076,942
　　　　　　　　　　　　資産合計 28,691,030 27,679,634 1,011,396

Ⅱ　負債の部
　　１．流動負債
　　　　　　短期借入金 0 7,500,000 △ 7,500,000
　　　　　　未払金 514,987 0 514,987
　　　　　　預り金 15,880 8,400 7,480

　　　　　　　　　　流動負債合計 530,867 7,508,400 △ 6,977,533

　　２．固定負債
　　　　　　長期借入金 26,110,000 31,270,000 △ 5,160,000
　　　　　　役員借入金 10,000,000 0 10,000,000

　　　　　　　　　　固定負債合計 36,110,000 31,270,000 4,840,000
　　　　　　　　　　　　負債合計 36,640,867 38,778,400 △ 2,137,533

Ⅲ　正味財産の部
　　１．基金 260,000 260,000 0
　　２．一般正味財産 △ 8,209,837 △ 11,358,766 3,148,929

　　　　　　　　　　　　正味財産合計 △ 7,949,837 △ 11,098,766 3,148,929
　　　　　　　　　　　　負債及び正味財産合計 28,691,030 27,679,634 1,011,396

科目
金額

貸借対照表
平成31年3月31日現在



（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

　　(1)  経常収益

　　

　　

２．経常外増減の部

　(1)  経常外収益

　(2)  経常外費用

　雑損失

　固定資産除却損

Ⅱ　基金増減の部

基金受入額

基金返還額

　当期基金増減額

　基金期首残高

　基金期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

0

0

0

266,749

3,148,929

0

0

0

0

18,247,633

△ 266,749

129,548 △ 129,548

0

4,326,727

正味財産増減計算書（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

一般社団法人アート・インクルージョン

　イベント経費 0 670,770 △ 670,770

　支払報酬

　　経常費用計 27,854,450

153,135

1,605,266

△ 7,949,837 △ 11,098,766

　法定福利費

　水道光熱費 428,768

3,148,929

6,000 △ 838

　正味財産期末残高

0

△ 7,949,837 △ 11,098,766 3,148,929

　接待交際費 △ 30,650

12,176,875

109,500 115,000

903,419

788,165

3,148,929 △ 1,444,547

70,635

0 266,749

260,000 260,000 0

0

0

△ 1,177,798

7,200,000

0 75,985

△ 11,098,766 △ 9,654,219 △ 1,444,547

4,593,476

△ 266,749

9,606,817

△ 1,789,363

　アーティスト報酬 380,013

0 230,800 △ 230,800

0 1,789,363

　家賃 7,200,000 0

381,753 1,740

　アーティスト工賃

△ 2,190,000

0

△ 48

受取助成金等

受取利息

雑収入

10,000

0

　その他収益

　福利厚生費

　工賃

　　経常収益計

　(3)  経常費用

合　　計

50,000

10,000

科 目

給付費収入

　受取会費

前年度

19,387

29,101,431

010,000

　事業収益

7,120,057

19,387

21,981,374

増　減

30,680,699

当年度

27,985,261 2,695,438

0 0 0

260,000 260,000 0

3,753,20730,381,30534,134,512

230,1162,084,396 1,854,280

△ 17,895

1,029,345

　期末商品棚卸高 212,051 185,815 26,236

289,654

77,603 △ 765,927

△ 739,691

843,530

△ 721,796

当期経常増減額

　経常外収益

当期経常外増減額

　　経常外収益計

　　経常外費用計

差　　引

　商品仕入高

50,000 0

498,208 2,743,928

△ 1,706,111

利用者負担金収入

10,000

0

0 2,190,000

0

9,952

　(2)  就労支援事業販売原価

　期首商品棚卸高 185,815

37 85

0

203,710

103,839 825,635

　事業委託収入 191,640 1,897,751

10,037 85

　補助金収入

　受取寄付金 3,242,136

423,000 △ 68,000

　福利厚生費 59,000 0 59,000

　講師謝礼

△ 1,885,0791,893,303

　　就労支援事業販売原価計 3,131,133 13,311,470 △ 10,180,337

　家賃

　諸会費 38,000

11,273,456

2,393,431

　教材費 133,308 270,270

223,770

　給料手当

　賞与

△ 136,962

　通信費 420,599 492,314 △ 71,715

0 137,201 △ 137,201

0

480,440 △ 51,672

　旅費交通費 1,210,806 246,082 964,724

　備品消耗品費 158,557 343,693 △ 185,136

　広告宣伝費 121,085 25,685 95,400

60,480 91,130

　損害保険料 127,740 96,236 31,504

　新聞図書費 5,162

　車両燃料費 0 2,057 △ 2,057

△ 5,500

　租税公課 41,105 84,313 △ 43,208

　リース料 339,811 953,755 △ 613,944

　諸会費

　支払手数料 429,682 111,708 317,974

　減価償却費 1,183,862 474,711 709,151

　支払利息 447,847 314,655 133,192

　イベント経費 75,985

(給付費請求差額) 0 △ 5,819 5,819

マルチプル販売収入 0

売上収入 1,559,881 0 1,559,881

931,891 △ 931,891

原画販売収入 0 2,887,815 △ 2,887,815

35,500 △ 10,500

　修繕費 17,226 716,200 △ 698,974

　事務用消耗品費 397,880 356,027 41,853

8,224　外注費

　教材費 122,241 0 122,241

0 5,604,684 △ 5,604,684

355,000

0 46,000

38,000

　通信費 4,916 0 4,916

　研修会費 25,000

　外注費 9,971 0 9,971

　講師謝礼 20,000 0 20,000

　その他謝礼 46,000



（単位：円）
科目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現預金
現金 21,710
普通預金（七十七銀行） 1,371,263

給付費未収入金
H31.2月分 2,487,881
H31.3月分 2,730,501

利用者負担未収入金
H31.2月分 3,029
H31.3月分 4,241

棚卸資産
商品 212,051

前払金
前払家賃（H31.4月分） 600,000
前払保証料（七十七銀行） 1,292,007

流動資産合計 8,722,683
２．固定資産

有形固定資産
建物

新事務所内装工事 12,724,126
建物附属設備

新事務所給排水設備 1,093,026
新事務所空調設備 3,168,135
新事務所換気設備 738,336
新事務所電気設備 2,796,377

工具器具備品
パソコン 106,920

-1,658,573
有形固定資産計 18,968,347
投資その他の資産

1,000,000
投資その他の資産計 1,000,000

固定資産合計 19,968,347
資産合計 28,691,030

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金
514,987

預り金
6,980
8,900

流動負債合計 530,867
２．固定負債

長期借入金
日本政策金融公庫(1,000万円) 3,990,000
七十七銀行(2,000万円) 17,888,000
七十七銀行(500万円) 4,232,000

短期借入金
白木福次郎 5,250,000

3,250,000
1,000,000

500,000
固定負債合計 36,110,000

負債合計 36,640,867
正味財産 -7,949,837

金額

平成30年度　財産目録
平成31年　3月31日現在

（１）

（３）

一般社団法人　アート・インクルージョン

深野せつ子
村上タカシ
地主雅信

源泉所得税（従業員3月分）

社会保険料（2～3月分）

減価償却累計額

敷金（事務所）

県市民税（従業員3月分）



一般社団法人アート・インクルージョン 
 

 

財務諸表に対する注記 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 
（１）計算書類等の作成基準 
    一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 
 
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
    最終仕入原価法によっています。 
 
（３）固定資産の減価償却の方法 
    建物及び建物付属設備…定額法によっています。 
    その他有形固定資産…定率法によっています。 
 
（４）収益及び費用の計上基準 
    発生主義により計上しております。 
 
（５）消費税等の会計処理 
    消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 
 
 
２．貸借対照表に関する注記 
 
（１）資産に係る減価償却累計額 1,658,573 円 
 
（２）理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務 
    白木福次郎  短期借入金 5,250,000 円 
    深野せつ子  短期借入金 3,250,000 円 
    村上タカシ  短期借入金 1,000,000 円 
    地主雅信   短期借入金  500,000 円 
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