
2020年2月12日(水)～3月5日(木)

主催／愛知県障害者芸術活動参加促進事業実行委員会、一般社団法人アティックアート

協力／

まちなかギャラリー

まちなかギャラリーMAP

あいちアール・ブリュット　×　アティックアート　連携作品展

アティックアートプロジェクトは、障がいがありながらも
自立を目指す才能あるアーティストを応援しています

障がいのある方の作品を展示し自立を応援する、各企業の小さなギャラリーをご紹介します

【お問い合わせ】

愛知県障害者芸術活動参加促進事業実行委員会事務局
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2(愛知県福祉局福祉部障害福祉課内)
052-954-6697　　　　052-954-6920　　　　powerofart@pref.aichi.lg.jp
　　 powerofart16　　　　　　　@aichiPowerOfArt
http://www.aichi-artbrut.jp/

詳細は中面の詳細一覧をご覧ください

愛知のまちなかには、障がいのある方の作品を展示する企業等がたくさんあり、小さいギャラリーがたくさん
あるかのようです。各企業の取組をご紹介します。

愛知県信用保証協会、一般社団法人愛知県測量設計業協会、岡崎信用金庫、小原建設株式会社、角文株式
会社、かりや愛知中央生活協同組合、株式会社近藤組、神野建設株式会社、株式会社須藤事務所、関興業
株式会社、太啓建設株式会社、豊田市、トヨタホーム株式会社、豊橋商工信用組合、中日本ハイウェイ・メンテ
ナンス名古屋株式会社、ネッツトヨタ愛知株式会社、ネッツトヨタ中部株式会社、株式会社花田工務店、碧海
信用金庫

住 所
TEL FAX Mail
Facebook Twitter
HP

東浦エリア
ネッツトヨタ愛知㈱ 東浦店●

碧南エリア
ネッツトヨタ愛知㈱ 碧南店●

安城エリア
角文㈱ エルグランデ安城駅南
碧海信用金庫 サルビア支店

●

●

愛知県信用保証協会 西三河支店
岡崎信用金庫 本店営業部
小原建設㈱ 本社
ネッツトヨタ愛知㈱ 岡崎東店
ネッツトヨタ愛知㈱ 岡崎西店
ネッツトヨタ愛知㈱ プラザ岡崎
ネッツトヨタ愛知㈱ プラザ岡崎南

岡崎エリア
●

●

●

●

●

●

●

豊川エリア
神野建設㈱  豊川保健所工事現場
神野建設㈱
サーラプラザ豊川新店舗工事現場
豊橋商工信用組合 豊川支店

●

●

●

障がい者の方が描かれた個性的で素晴らしい

感性の、絵画やその才能を発掘して世に送り出

し、より大きな才能となるように育てる、そんな

活動をしているのが「一般社団法人アティック

アート」です。活動を通じて出会った作品は、会

員企業や団体・協力企業の方たちが、作品の持

つ感性を生かしたまま原画を加工し、グッズ化

して世に送り出してくれています。

「アール・ブリュット」とは、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芸術を示します。障がいの

ある方・子ども・素人芸術家らの作品を指し、

1947年ごろから用いられています。『あいち

アール・ブリュット』は、愛知県内の障がいのあ

る方の芸術・文化活動を通じて、障がいのある

方の社会参加と理解が深まり、障がいの有無を

こえた交流が広がることを目指す活動です。

一般社団法人アティックアートとは

あいちアール・ブリュットとは

2020年2月26日（水）～3月1日（日）
10：00～17：00

岡崎信用金庫 名古屋支店6階
（名古屋市中区栄1丁目11番22）

「あいちアール・ブリュット展」をきっかけに、
「絵を描くこと」が仕事になった皆さんの作
品などを展示する他、一般社団法人アティッ
クアートとの連携により「あいちアール・ブ
リュット展」の展示作品をデザインして制作
された16社の企業ノベルティとその原画を
展示します。

日 時

場 所

内 容

2020年3月10日（火）～
2020年3月15日（日）

愛知芸術文化センター
（名古屋市東区東桜一丁目13番2号）
アートスペースG、H

「あいちアール・ブリュット展」展示作品の中
から選ばれた優秀作品30点の展示を中心と
した特別展示を開催します。

日 時

場 所

内 容

2020年2月29日（土）
14：00～15：00
※日時は変更となる場合もございます。

岡崎信用金庫 名古屋支店7階
（名古屋市中区栄1丁目11番22）

日 時

場 所

あいちアール・ブリュット ×
アティックアート 採用作品展

あいちアール・ブリュット
優秀作品特別展

ノベルティグッズ
採用作者への贈呈式

名古屋エリア
愛知県 本庁舎・西庁舎
愛知県信用保証協会 本店
岡崎信用金庫 名古屋支店
トヨタホーム㈱ 本社
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱ 本社
ネッツトヨタ愛知㈱ 高辻店
ネッツトヨタ愛知㈱ 天白店
ネッツトヨタ愛知㈱ プラザ鳴海
ネッツトヨタ愛知㈱ プラザ緑
㈱花田工務店 名古屋支店
㈱花田工務店 愛知県営西春住宅PFI方式整備等事業
碧海信用金庫 御園支店

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

愛知県 東三河総合庁舎
岡崎信用金庫 花田支店
神野建設㈱ 神野新田町 三郷地区整備工事現場
神野建設㈱ 神野新田町 揚水機場 工事現場
神野建設㈱ 明海町 埋立工事現場
神野建設㈱ 明海町 橋梁補修工事現場
神野建設㈱ 三弥町 地区整地工事現場
豊橋商工信用組合 本店営業部
ネッツトヨタ愛知㈱ プラザ豊橋
㈱花田工務店 豊橋本店 

豊橋エリア
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

岡崎信用金庫 知立支店
角文㈱ 本社
角文㈱ 刈谷商工会議所
角文㈱ エクセルグランデ刈谷銀座タワー
角文㈱ 刈谷市公共施設連絡バス
かりや愛知中央生活協同組合 本部事務所
㈱近藤組 本社
㈱近藤組 ショールームヒトイエ
㈱近藤組 刈谷市公共施設連絡バス
㈱近藤組 社員送迎バス
関興業㈱ 本社

知立・刈谷エリア
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

長久手・日進エリア
ネッツトヨタ中部㈱ プラザ長久手
ネッツトヨタ中部㈱ プラザ日進中央

●

●

豊田・みよしエリア
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

岡崎信用金庫 豊田南支店
㈱須藤事務所
豊田市 東庁舎
ネッツトヨタ中部㈱ プラザ豊田
ネッツトヨタ中部㈱ プラザ浄水
ネッツトヨタ中部㈱ プラザ三好
碧海信用金庫 豊田寿町支店

太啓建設㈱ 本社
太啓建設㈱ LIXILリフォームショップ太啓建設
太啓ホールディングスグループ
ステーキワン 豊田元町店
太啓ホールディングスグループ ㈱豊田興産
太啓ホールディングスグループ ㈱豊田興産
ハウスドゥ豊田北店
太啓ホールディングスグループ ㈱豊田興産
ハウスドゥ豊田梅坪店



愛知県と一般社団法人アティックアートの連携により、県内の企業では、障がいのある方の作品をデザイン化して、ノベルティグッズを制作し、
原画を社屋等に展示することで、多くの方にご覧いただいています。まちなかに広がる小さな「ギャラリー」をご紹介します。まちなかギャラリー ※事前お申込みは不要です

企業名 店舗名 所在地 展示場所 展示期間 見学時間 備　　考

愛知県
本庁舎・西庁舎 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 地下通路 2月17日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）

9：00～17：30

東三河総合庁舎 豊橋市八町通5丁目4 1階 ロビー 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～17：30

愛知県信用保証協会
本店 名古屋市中村区椿町7番9号 1階 情報・ 

交流ステーション椿 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～17：00

展示場所がセミナーなどで使用中の場合は、見学できません。展
示場所使用状況のお問い合わせは、当日の予定のみご回答します

（連絡先 総務課052-454-0500）。お越しの際は、１階総合受付
に見学の旨をお伝えください。

西三河支店 岡崎市上明大寺町２丁目13番地 4階 会議室 2月25日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～17：00

お越しの際は、1階期中事務課に見学の旨をお伝えください。展示
場所までご案内します。

一般社団法人
愛知県測量設計業協会

名古屋市中区丸の内3丁目19番30号 
愛知県住宅供給公社ビル3階

愛知県住宅供給公社ビ
ル3階 廊下（一部） 2月12日～3月15日 月曜日～金曜日（祝日を除く）

9：15～16：30 廊下の為、通行の妨げとならないように配慮の程お願い致します。

岡崎信用金庫

本店営業部 岡崎市菅生町字元菅41番地

1階 ロビー 2月12日～3月5日

月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～15：00

名古屋支店 名古屋市中区栄1丁目11番22 常時可
8：00～19：00

豊田南支店 豊田市山之手6-67
月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～15：00花田支店 豊橋市花田町字中ノ坪14

知立支店 知立市西町西14-1

小原建設株式会社 本社 岡崎市明大寺町字西郷中37 1階～3階 階段、
3階 廊下、食堂 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）

9：00～17：00 2階総務部で見学受付をお願いします。

角文株式会社

本社 刈谷市泉田町古和井1番地 1階 エントランス 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日除く）
9：00～16：00

刈谷商工会議所 刈谷市新栄町3-26 1階 ロビー

2月12～3月5日
(上記期間中を含む
常設展⽰)

月曜日～金曜日（祝日除く）
9：00～16：00

刈谷市公共施設連絡
バス

刈谷市西境線バス
刈谷市小垣江・依佐美線バス

バスの側面に
絵画をペイント 運行時

刈谷市西境線「刈谷市北部洲原公園～福祉センターひまわり」毎
日4往復
刈谷市依佐美線「東刈谷駅北口（JR）～小垣江駅西口（名鉄）」毎日
5往復

エクセルグランデ刈谷
銀座タワー（建設中） 刈谷市銀座4丁目10番1他

工事用仮囲い
常時可

工事現場外部からのみ見学できます。
エルグランデ安城駅南

（建設中）
安城南明治土地区画整理事業
第28街区 常時可

かりや愛知中央
生活協同組合 本部事務所 刈谷市東陽町1-11 1階 エントランス 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日

9：00～17：00

株式会社近藤組

本社 刈谷市一里山町伐払123番地 1階 エントランス 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日除く）
9：00～16：00

ショールームヒトイエ 知立市池端3-11 1階 ショールーム 2月12日～3月5日 月･木･金･土･日
10：00～18：00

刈谷市公共施設連絡
バス

刈谷市運動公園・東刈谷線バス
刈谷市東境線バス

バスの側面に
絵画をペイント

2月12日～3月5日
（上記期間中を含む
常設展⽰）

運行時
刈谷市運動公園・東刈谷線〔刈谷市半城土町大原～刈谷市総合運
動公園〕毎日4往復
刈谷市東境線〔刈谷市洲原温水プール～刈谷市役所〕毎日4往復

社員送迎バス 知立駅･近藤工業㈱知立工場（知立市
牛田町）間

バスの側面に
絵画をペイント

2月12日～3月5日
（上記期間中を含む
常設展⽰）

運行時 知立駅・社宅（知立市逢妻町）・近藤工業㈱知立工場（知立市牛田
町）平日4往復

株式会社須藤事務所 本社 豊田市土橋町4丁目67番地 須藤事務所ビル
5階 ホール 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日除く）

9：00～17：00

神野建設株式会社

豊川保健所改修工事 豊川市諏訪三丁目237

工事用仮囲い
2月12日~3月5日
(上記期間中を含む
常設展⽰)

常時可

サーラプラザ豊川
新店舗新築工事 豊川市豊川町78-1、78-3

経営体育成基盤整備
事業 三郷地区
揚水機場その1工事

豊橋市神野新田町字ソノ割60-1

三河港明海地区
公有面埋立工事 豊橋市明海町37番地

橋梁補修工事（防災･
安全交付金P48） 豊橋市明海町地内

神野新田地区揚水機
場その2工事 豊橋市神野新田町字イノ割

用地造成事業 豊橋三
弥地区整地工事 豊橋市三弥町地内

企業名 店舗名 所在地 展示場所 展示期間 見学時間 備　　考

関興業株式会社 本社 刈谷市司町7丁目38番地 1階 エントランス 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～16：00

太啓ホールディングス
グループ

太啓建設㈱ 豊田市東梅坪町10-3-3 1階 受付・T-room・
応接室・4階

2月12日～3月5日

月曜日～金曜日
9：00～17：00

LIXILリフォームショッ
プ太啓建設 豊田市東梅坪町2-1-17 店舗 1階 月曜日～金曜日

9：00～17：00
ステーキワン
豊田元町店 豊田市東新町5-43-1 店舗内 月曜日～日曜日

11：00～22：00 お食事をされる方に限ります。

㈱豊田興産 豊田市御幸本町1-179
豊田TKビルディング4階

1階
エレベーターホール

月曜日～金曜日
9：00～17：00

㈱豊田興産ハウスドゥ
豊田北店 豊田市高橋町4-138 店舗内 木曜日～月曜日（火・水定休

日）9：00～18：00
㈱豊田興産ハウスドゥ
豊田梅坪店 豊田市東梅坪町8-7-9 店舗内 木曜日～月曜日（火・水定休

日）9：00～18：00

豊田市 東庁舎 豊田市西町3丁目60番地 1階 北側廊下
2月12日～3月5日
(上記期間中を含む
常設展⽰)

月曜日～金曜日（祝日を除く）
8：30～17：15（開庁時間） 廊下の為、通行の妨げとならないように配慮してください。

トヨタホーム株式会社 本社 名古屋市東区泉1丁目23番22号 1階 ショールーム:
お客様の待合スペース

2月12日～3月5日
（上記期間中を含
む常設展⽰）

常時可
10：00～18：00 1階受付にて見学の旨をお申し出ください。

豊橋商工信用組合
豊川支店 豊川市上野一丁目1番地 1階 ロビー

2月12日～3月5日

月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～15：00

本店営業部 豊橋市前田町一丁目9番4 1階 ロビー 月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～15：00

中日本ハイウェイ・
メンテナンス名古屋 

株式会社
本社 名古屋市中区栄2-3-31

CK22 キリン広小路ビル6階 3階 会議室 2月12日～3月5日 月曜日～金曜日（祝日を除く）
10：00～17：00 6階の受付で見学希望とお申し出ください。係員がご案内します。

ネッツトヨタ愛知
株式会社

プラザ鳴海 名古屋市緑区浦里3丁目100番地 

店舗ショールーム内 2月12日～3月5日
(上記期間中を含む
常設展⽰)

定休日（月曜日）以外は見学可
10：00～18：00

月曜日が祝日の場合、翌火曜日がお休みの場合があります。
（期間中の休業日）
2月10日（月）、2月17日（月）、2月25日（火）、3月2日（月）

高辻店 名古屋市昭和区高辻町6番8号
プラザ緑 名古屋市緑区白土501番地 
天白店 名古屋市天白区植田南1丁目105番地
碧南店 碧南市踏分町1丁目32番1
プラザ岡崎 岡崎市井田新町2番地8
プラザ岡崎南 岡崎市戸崎町字沢田41番地 
岡崎東店 岡崎市欠町広見西通19番地1
岡崎西店 岡崎市宇頭町字井ノ上21番地1
東浦店 知多郡東浦町大字緒川字旭23番地3
プラザ豊橋 豊橋市新栄町字南小向78番地の1

ネッツトヨタ中部
株式会社

プラザ豊田 豊田市細谷町7丁目18番地

店舗ショールーム内
入庫客待合コーナー

2月12日～3月5日
（上記期間中を含
む常設展⽰）

定休日（月曜日）以外は見学可
10：00～17：00

月曜日が祝日の場合、翌火曜日がお休みの場合があります。
（期間中の休業日）
2月10日（月）、2月17日（月）、2月18日（火）、2月25日（火）、3月2
日（月）

プラザ長久手 長久手市卯塚1-401
プラザ浄水 豊田市浄水町伊保原654-157
プラザ三好 みよし市莇生町原15-1
プラザ日進中央 日進市本郷町法念寺630-4

株式会社
花田工務店

豊橋本店 豊橋市中世古町121 社屋1階 南側ガラス面
/1階 受付エントランス

2月12日～3月5日

月曜日～金曜日（祝日除く）
9：00～17：00

お越しの際は、1階の受付電話にてご連絡ください。担当者がご
案内いたします。お車でお越しの際は、事前にご連絡（TEL:0532-
53-2161）を頂きましたら、駐車場を確保をさせて頂きます。名古屋支店 名古屋市熱田区三本松町8-13 社屋1階 西側ガラス面

/1階 受付エントランス
愛知県営西春住宅
PFI方式整備等事業 北名古屋市鍜治ケ一色地内 工事用仮囲い 常時可

碧海信用金庫　
サルビア支店 安城市大東町17番11号 サルビア支店2階

（ローンプラザ安城）
2月12日～3月5日

月・火・木・金曜日（祝日を除く）　
9：00～15：00

豊田寿町支店 豊田市寿町3丁目5番地1 店内ロビー 月曜日～金曜日（祝日を除く）
9：00～15：00御園支店 名古屋市中区栄1丁目11番15号 御園支店4階 ギャラリー


