
［　主　催　］ 

［お問合わせ先］ 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課　〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220　　https://shougaisya-fes.jp
TEL.0857-26-7678　    FAX.0857-26-8136

文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク、
障害者の文化芸術国際交流事業実行委員会、日本博を契機とした障がい者の文化芸術フェスティバル中国・四国ブロック実行委員会（事務局：鳥取県）、鳥取県

［　共　催　］ 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動推進知事連盟
［　連　携　］ 厚生労働省、障害者芸術文化活動普及支援事業 中国・四国ブロック広域センター Artbrut Support Center passerelle

「手話通訳」「文字情報の表示」「音声ガイド」を行います。

手話通訳 音声ガイド文字情報の表示 動画配信

LIVE

福祉タクシー

●石見神楽公演 演目「大蛇」
　 （いわみ福祉会芸能クラブ（島根県））

●障がい者によるステージ発表

※内容・時間は変更となる場合があります。　※写真はイメージです。

●オープニングセレモニー
●打吹童子ばやし×琴の浦高等特別支援学校ダンス部
　コラボステージ ほか
●じゆう劇場公演 『「マクベス」からさまよい出たもの2020』
●ダンディ坂野 ゲストパフォーマンス
●鳥取中央育英高等学校 書道パフォーマンス
●障がい者によるステージ発表

衝撃の
車椅子ダンス
パフォー
マンス！

鳥取から
元気を
ゲッツ！

倉吉市駄経寺町212-5

9 5令和
２年 月 日 10:00～17:00

両日

倉吉未来中心土 6日日
※「アール・ブリュット展」は10日（木）まで開催（７日（月）は休館)

●来場（アール・ブリュット展）前に、厚生労働省開発の新型コロナ
ウイルス接触確認アプリ(COCOA※)を各自のスマートフォン等に
インストールし、ご利用ください。 ●当日、体調が悪い方は来場を
控え、WEBでイベントをお楽しみください。 ●当日、マスクの着用
をお願いします。 ●小ホール入口で検温を実施し、37.5度以上の
熱がある方は、入場できません。 ●入場時に来場者カードを記入・
提出していただきます。 ●会場内での身体的距離の確保のため、
入場制限を行う場合があります。

App Storeは
コチラから▲

Google Playは
コチラから▲

※COVID-19 Contact
　Confirming Application
　アプリのインストールはこちらから

目の不自由な方の
ための音声コード

小ホール

アール・ブリュット ―日本人と自然―

人が持つ揺るぎのない表現欲求に気付かせてくれるアール・ブリュット(※)。多彩な方法により生み出される作品には、この世界を構成する万物の
色、音、風景などが凝縮した形となって溢れています。本展はアール・ブリュットの視点を通じて、「日本人と自然」を紹介する展覧会です。

小ホールホワイエ

あいサポートコーナー

今年で11年目をむかえる あいサポート運動関連の展示コーナー。

JR倉吉駅
南口

倉吉未来中心

駐車場

県道205号

バス停

［お問合わせ先］ 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220　TEL.0857-26-7678    FAX.0857-26-8136　https://shougaisya-fes . jp

無料UDタクシーのご案内

会場への移動時にご利用ください

ハートフル駐車場

●運行時間 9：00～17：30
イベント当日、身体が不自由な方や妊婦の方のため
に「ＪＲ倉吉駅」と「倉吉未来中心」を結ぶ無料UD
タクシーを運行します。

お年寄り、身体の不自由な方のための
ハートフル駐車場を倉吉未来中心駐車
場にご用意しております。ご利用の方は
駐車場入口でスタッフにお知らせくだ
さい。

JR倉吉駅（南口） 倉吉未来中心（正面入口）
※台数に限りがあります。

※画像の作品が展示されない可能性もあります。

※内容・時間は変更となる場合があります。

森脇 高弘（鳥取県）
「無題」

戸舎 清志（島根県）
「街と車のある風景」 

飛田 司郎（香川県）
「優しいきのしたかずこ」

目の不自由な方の
ための音声コード

ステージイベントでは、手話通訳・文字情報の表示・音声ガ
イドを行います。公式ホームページでは、ステージイベントの
一部を生放送します。JR倉吉駅から会場の倉吉未来中心ま
で、無料のUDタクシーを運行します。 
９月５日（土）・６日（日） 9：00～17：30  ※予約不要

田湯 加那子（北海道）／冬澤 千鶴（北海道）／坂本 三次郎（岩手県）

佐藤 純二郎（秋田県）／五井 雅人（新潟県）／美濃部 責夫（三重県）

木村 佑介（滋賀県）／松本 孝夫（滋賀県）／西川 智之（滋賀県）

吉田 格也（兵庫県）／Takeuchi Tomoaki（岡山県）

後藤 春枝（大分県）／与那覇 俊（沖縄県）

障がい者の文 化 芸 術 フェスティバル i n  中国・四国ブロック

日本博を契機とした ART BRUT NIPPON in TOTTORICREATION

※伝統や流行・教育などに左右されず、自身の内側からわきあがる衝動のままに表現した作品

※９月５日（土）～10日（木）（７日（月）は休館）

その他の作品出展者

令和２年度日本博主催・共催型プロジェクト

入場可能なプログラムは、「アール・ブリュット－日本人と自然ー」（倉吉
未来中心小ホール）のみとなりました。
その他のプログラムは、ＷＥＢでの映像配信（ステージイベント）または、
中止（あいサポートマルシェ等）となります。

●かんばらけんた ダンス＆トークショー
●フィナーレステージ

会場
開催

9 5 ステージイベント月 日 土映像配信

「アール・ブリュットー日本人と自然－」

詳しくは、後面をご覧ください。

9 6 ステージイベント月 日 日映像配信

会場開催 10:00～17:00 （７日（月）は休館)9月5日（土）～10日（木）

障がい者の文化芸術フェスティバル
i n  中国・四国ブロック

日本 博を契 機とした

ART BRUT NIPPON in TOTTORICREATION

詳しくは、ホームページ（https://shougaisya-fes.jp/）
をご確認ください。

藤井 将吾（広島県）
「描きたいもの」 

徳原　望（山口県）
「富士山が見る電車たち」

澤　泰地（徳島県）
「イメージ⑧」 

石村 嘉成（愛媛県）
「海の中のお話１」 

中山 正仁（高知県）
「石」



大ホール 

アトリウム アトリウム

目の不自由な方の
ための音声コード

目の不自由な方の
ための音声コード

9 5令和
２年 月 日 土 ステージイベント

●10：00／オープニングセレモニー

大ホール

ダンディ坂野
ゲストパフォーマンス

●10：30／じゆう劇場公演 演目『「マクベス」からさまよい出たもの2020』
打吹童子ばやし×琴の浦高等特別支援学校ダンス部
コラボステージほか

「日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバル」とは

障がいのある人、ない人がいっしょになって、シェイクスピアの名作から大まじめにはみ出します。
2019年に創作した作品を新たな出演者も加わり2020年版として上演します。

●13：00／石見神楽公演（いわみ福祉会芸能クラブ（島根県））　演目「大蛇」
社会福祉法人いわみ福祉会では、障がいのある人と職員が島根県西部地域に伝わる郷土芸能「石見神楽」の上演活動を行っています。上演する「大蛇」は、ヤマタノオロチ退治を
題材にした、石見神楽を代表する迫力満点の演目です。

みんな大好き「ゲッツ！」でおな
じみダンディ坂野が盛り上げ
ます！

かんばらけんた
ダンス＆トークショー

リオパラリンピック閉会式で世界
中を魅了したアクロバティックな車
椅子ダンス＆トークショーを開催。

チアダンス RA INBOW鳥取も
参加！

私たちは島根県の高次脳機能障がい当事者・家
族の会です。当事者を主人公とするいろんな活
動にとりくんでいます。

【島根県】
高次脳機能障害
友の会・らぶ

リヴよどえ音楽部では自分たちで作った楽曲や
演奏・合唱の練習を行い、県内外のステージで
披露しています。

【鳥取県】
リヴよどえ
音楽部

マリンバの素敵な音色をお楽しみ下さい。元気
に楽しく演奏します。

【山口県】
髙木 智弘

「淀江さんこ節（銭太鼓）」では地元の伝統芸能
を継承し、県内外の様々な舞台でその成果を披
露しています。

【鳥取県】
リヴよどえ
郷土芸能部　

今年で６つ目の芝居です。古典落語「道具屋」を
はーとぴあ流にアレンジし、おもしろおかしく仕
上げました。

【鳥取県】
はーとぴあ創造

琴の浦高等特別支援学校ダンス部の生徒とOB
のチームです。ダンスの好きな仲間と楽しく踊っ
ています。

【鳥取県】
琴の浦高等特別
支援学校ダンス部
＆E－KDT　

米子から参加します。銭太鼓と朗読に取り組ん
でいます。ぜひ、見に来てください。

【鳥取県】
地域活動
支援センター
ひまわり

オカリーナ奏者大沢聡認定講師の大
西保江先生のオカリナ教室受講生の
有志の皆様と視覚障がいの受講生と
一緒にオカリナを演奏します。

【鳥取県】
打吹
オカリナ
合奏団

毎朝歌の練習をしています。歌を歌うことで一日
元気よく仕事をすることができます。

【鳥取県】
ワットソニア

私達は岩美かたつむり工房の音楽グループ「スマイ
ル・フラワー」です。メンバー、職員とも手話、オカリ
ナ、トーンチャイムの練習を重ねて来ました。

【鳥取県】
スマイル・フラワー

平成25年結成。「できることで一緒に参加して
楽しむ」をコンセプトに郷土芸能などに取り組ん
でいます。

【鳥取県】
やらいや

今年は新型コロナウイルスの影響で鳥取しゃん
しゃん祭りは中止になりましたが、全国の皆さん
が元気に一日でも早く日常生活を送れるように
願って踊ります。

【鳥取県】
傘踊り「福安」

●13：40～17:00／障がい者によるステージ発表　※順不同、発表順はホームページでお知らせします。

踊り好きなでけでけ隊、音楽好きな平成バンド
とＷＡＬＫＳ。この３チームのパフォーマンスを
お届けします。

【香川県】
でけでけ隊・
平成バンド・
ＷＡＬＫＳ合同チーム

よさこい祭りに、障がいのある人もない人も誰もが一
緒に踊れるチーム「てんてこ舞」として参加し、真の
ノーマライゼーション、バリアフリーを目指しています。

【高知県】
こうちよさこい
バリアフリー実行委員会・
てんてこ舞

開所以来21年間、利用者さんが共通に楽し
める活動として音楽活動に取り組んでおり、
地域のイベント等で演奏しています。

【広島県】
あんずの家

就労支援B型作業所の利用者、支援
員合同で一人一人が主役のパフォー
マンス。作業の合間に頑張りました。

【鳥取県】
NPO法人
一歩の会
佐治ふれあい
作業所

倉吉養護学校出身の4人組。鳥取・
倉吉で働きながら、毎週ダンスの練
習をしています。

【鳥取県】
ダンス
ユニット
SAN

去年はURUKIとして独りで挑戦しま
したが、今年はあめふり みろとのユ
ニットでよろしくお願いします。

【鳥取県】
Lovers’
soul
（ラヴァー
 ソウル）

脳性麻痺があり、生活全般に介護が
必要ですが、比較的動かせる左足で
筆を持ち、書道活動をしています。

【鳥取県】
楽筆会　

障がいのある人もない人も共に地域で楽しく暮
らすことを目標にしている市民団体です。

【鳥取県】
エコー・とっとり

米子出身の二人組。それぞれ障がいと難病を抱
える。心から出る音と言葉が二人の表現方法。
全ては自分次第。

【鳥取県】
MSLF
（マイセルフ）

2007年発足、年齢、性別、障がいも様々なメ
ンバーが一緒にダンスを楽しんでいる、鳥取
市のグループです。

【鳥取県】
インクルーシブ
ダンスグループ・
星のいり口

佐伯素晴20歳。車椅子シンガーとしてオリジナ
ル制作にもチャレンジしながら等身大のメッ
セージを届けています。

【愛媛県】
LIFE

体を動かすことが好きな高校生から30歳の男
女8人で編成。2007年の発足以来、県内外でス
テージに立ち、ダンスを楽しんでいます。

【岡山県】
ダックスターズ
ダウン症児親の会
あひるの会

徳島市の小中学校、特別支援学校に通う児
童・生徒や卒業生らでつくる阿波おどり連で
す。結成20周年です。

【徳島県】
さくら連

●10：00～13:00・14:00～15:00／障がい者によるステージ発表●13：00

鳥取中央育英高等学校
書道パフォーマンス　

9 6令和
２年 月 日 日 ステージイベント

●15：00

フィナーレ
ステージ

●16：00

【構成団体】
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク(事務局: （一社）全国手をつなぐ育成会連合会) 
1.(社福)日本身体障害者団体連合会、2.（社福）日本視覚障害者団体連合、3.（一財） 全日本ろうあ連盟、4.（一社） 全国肢体不自由児者父母の会連合会、5.（社福） 全国重症心身障害児（者）を守る会、6.（一社）全国手をつなぐ育成会連合会、7.（公財） 日本知的障害者福祉協会、8.（特非） 全国地域生活支援ネットワーク、9.（公社） 全国精神保健福祉会連合会、
10.（一社） 日本精神科看護協会、11.（一社） 日本自閉症協会、12.（一社） 日本発達障害ネットワーク、13.全国社会就労センター協議会、14.（特非） DPI日本会議、15.全国社会福祉法人経営者協議会、16.全国身体障害者施設協議会、17.（特非） 日本相談支援専門員協会、18.（一社）日本精神保健福祉事業連合、19.（一社） 全国児童発達支援協議会、
20.（一社） 全国知的障害児者生活サポ－ト協会、21.（公財） 日本ダウン症協会、22.（特非） バリアフリー映画研究会、23.（社福） 全国盲ろう者協会、24.（社福） 日本肢体不自由児協会、25.（特非） 手話ダンス YOU＆I、26. （一社） HAND STAMP ART PROJECT、 27. （公社）日本発達障害連盟、28.ジェネシス・オブ・エンターテインメント
障害者の文化芸術国際交流事業実行委員会(事務局:(社福)グロー[GLOW]) 
 (1)2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障害者の文化芸術活動を推進する全国ネットワーク、(2)(一財)KODAMA国際教育財団、 (3)(社福)愛成会、 (4)(社福)明日へ向かって 、(5)(社福)いわみ福祉会、(6)(社福)グロー(GLOW)、(7)(社福)昴、 (8)(社福)清心会 、(9)(社福)南高愛隣会 、(10)(社福)はる、(11)(社福)フラット、 (12)(社福)みんなでいきる 、
(13)(社福)八ヶ岳名水会 、(14)(社福)ゆうかり、(15)(社福)ゆうゆう 、(16)(一社)日本精神科看護協会 、(17)(特非)DPI日本会議、 (18)(特非)鳥の劇場、(19)(特非)脳損傷友の会高知 青い空、 (20)(特非)バリアフリー映画研究会、 (21)(特非)楽笑、(22)湖南ダンスワークショップ実行委員会、 (23)滋賀県、 (24)島根県、 (25)鳥取県、 (26)長崎県

日本博を契機とした障がい者の文化芸術フェスティバル中国・四国ブロック実行委員会（事務局：鳥取県）
徳島県知的障害者福祉協会 徳島県知的障害児者生活サポート協会、(社福)いわみ福祉会、(特非)鳥の劇場、(特非)脳損傷友の会高知 青い空、(公社)鳥取県聴覚障害者協会、ＣＩＬ星空、(一社)鳥取県手をつなぐ育成会、(特非）アートピアとっとり、(社福)全国重症心身障害児（者）を守る会、(一財)全日本ろうあ連盟、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

「日本人と自然」を障害者の視点を通じて国内外に発信する、文化芸術フェスティバルです。障害者の芸術表現、障害者が自身の特性とともに生きる様には、日本人が縄文時代から持つ、四季折々の天然の色彩、音の風情を慈しむ心が強く滲み出ています。
本フェスティバルは全国の50万人の関係者および厚生労働省と連携し、今回開催いたします「日本博を契機とした障がい者の文化芸術フェスティバル in 中国・四国ブロック」を皮切りに、全国7つのブロックで開催予定です。（障害者の文化芸術国際交流事業実行委員会）

※順不同、発表順はホームページで
　お知らせします。

映像配信 映像配信

映像配信映像配信


