
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／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、大府市、株式会社大増コンサル
　　 タンツ、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、
　　　木村建設株式会社、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、田原市、豊田市、トヨタホーム株式会社、豊橋建設工業株式会社、
　　　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、日本空調システム株式
　　　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、株式会社まつおか、ヤハギ道路株式会社

2022年2月16日(水)ー3月9日(水)
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

まちなかギャラリー
御来場の際は、
マスクの着用を
お願いします。

体調が優れない方は、
御来場を

お控えください。

手指消毒など、
御来場先の
感染防止対策に
御協力ください。

感 染 防 止 対 策 の 注 意 事 項

右記の音声コードは
専用装置やスマホアプリで
読み取ることが出来ます。

あいちアール・ブリュット×     アティックアート連携作品展



愛知芸術文化センター（名古屋市東区東桜1丁目13 ー 2）

日時

場所

2022年3月15日(火)ー3月21日(月祝)

「あいちアール・ブリュット展」で優秀作品に入選された作品を中心とした特別展示を行います。
また、今年度制作されたノベルティグッズとその原画となった作品（レプリカ）も、一堂に展示します。

内容

あいちアール・ブリュット優秀作品特別展あいちアール・ブリュット優秀作品特別展

あいちアール・ブリュットとは
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。

県内の障がいのある方から作品を公募し、その全てを展示する「あいちアール・ブリュット展」を中心に、様々な展示や企画を行っています。

まちなかギャラリーとは
アティックアート会員企業や協力団体の社屋等にて、特別支援学校の生徒や、あいちアール・ブリュット展出展作家の作品と、それを

原画として製作されたノベルティグッズを中心に展示する取組です。

この取組を通して、障がいのある方のアート活動を応援する企業や団体が、私たちの身近にあるということを多くの方に知っていただく

とともに、作品から溢れる個性や魅力を感じていただくことで、障がいへの理解の深まり、ひいては障がいのある方の社会参加の促進に

繋げていくことを目的としています。

一般社団法人アティックアートとは
障がいのある方が創作した、独自の世界観と絶妙な色彩で彩られた絵画・版画などの作品を世間に公開することにより、埋もれていた

才能のある方が社会参加できるよう支援することを目的に、2011年に設立。現金封筒へのデザインを皮切りに、障がいのある方の作品を

原画とし、企業のノベルティグッズのデザインとして世に送り出す活動を行っています。

田原市田原市豊田市豊田市

大府市大府市 愛知県愛知県愛知県愛知県



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。
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 詳細一覧まちなかギャラリー 詳細一覧

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16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～17:30

愛知県図書館 名古屋市中区三の丸1丁目9ｰ3 1階エントランスYotteko 2月16日～3月1日
火曜日～日曜日
10:00～20:00(平日)
10:00～18:00(土日祝)

愛知県信用保証協会

一般社団法人アティックアート

本店

大府市自然体験学習施設 ニツ池セレトナ

名古屋市中村区椿町7番9号 1階ロビー 2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～17:00 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。

大府市 大府市横根町名高山88番地の1 1階 展示スペース 2月16日～3月9日 火曜日～日曜日
9:00～17:00

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16日～3月9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。

本社 名古屋市中川区小本二丁目14番5号 1階～3階階段、リフレッシュルーム

本店営業部 岡崎市菅生町字元菅41番地
月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～11:30
12:30～15:00
(11:30～12:30は休業時間)

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ｰ67

田原支店 田原市田原町新清谷77番地

大府支店 大府市桃山町1ｰ185

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16日～3月9日 月曜日～金曜日
9:00～17:00 2階総務部で見学受付をお願いします。

本社 刈谷市泉田町古和井1番地 1階 エントランス
月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～16:00

刈谷商工会議所 刈谷市新栄町3ｰ26 1階ロビー

刈谷市公共施設連絡バス 刈谷市西境線バス
刈谷市東刈谷・逢妻線バス バスの側面に絵画をペイント 運行時

運行時

運行時

刈谷市西境線「刈谷ハイウェイオアシス～刈谷市役所」
毎日4往復
刈谷市東刈谷・逢妻線「東刈谷駅北口～逢妻駅南口」
毎日5往復

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

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

かりや愛知中央生活協同組合 食品スーパー　ハローフレンズ 刈谷市銀座3丁目34番1 店舗内 常設展示 10:00～20:00

木村建設株式会社 碧南市明石公園 碧南市明石町6ｰ11 管理棟1階ロビー 常設展示

株式会社近藤組

ショールームヒトイエ

刈谷市公共施設連絡バス

社員送迎バス

知立市池端3ｰ11

刈谷市一里山伐払123番地

刈谷市運動公園・東刈谷線バス
刈谷市東境線バス

知立駅・近藤工業㈱知立工場
（知立市牛田町）間

1階ショールーム

1階エントランス

バスの側面に絵画をペイント

バスの側面に絵画をペイント

2月16日～3月9日

2月16日～3月9日

月・木・金・土・日曜日
10:00～18:00

月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～17:00本社

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16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～16:00

岡崎信用金庫 1階ロビー 2月16日～3月9日

角文株式会社

2月16日～3月9日
(上記期間中を含む常設展示)

2月16日～3月9日
(上記期間中を含む常設展示)

神野建設株式会社

サーラE&L名古屋㈱西尾営業所 事務所棟改築工事 西尾市米津町入船2ｰ58

岩西小学校北・中校舎長寿命化改良工事 豊橋市西口町地内

㈱トーエネック豊橋営業所 倉庫建替工事 豊橋市大村町字山所70

海岸高潮対策工事(防災安全)(5号工)(環境整備) 豊橋市杉山町字中藻1ｰ25

用地造成事業 護岸工(JW1R3-1) 豊橋市神野西町1丁目6ｰ6

三河港明海地区公有水面埋立工事(3.4工区) 豊橋市明海町37ｰ1

貯留施設設置工事 豊橋市三ツ相町56

雨水幹線改良工事(その2) 豊橋市牟呂町地内

常時可2月16日～3月9日
(上記期間中を含む常設展示)工事用仮囲い

2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
8:30～17:30 お越しの際は、2階受付に見学の旨をお伝えください。

月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～11:30
12:30～15:00
(11:30～12:30は休業時間)

愛知県

株式会社
大増コンサルタンツ

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16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～17:00

豊田市土橋町4丁目67番地 須藤事務所ビル1階 正面玄関 2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～17:00

企業名 店舗名 所在地 展示場所 展示期間 見学可能時間 備　　考

火曜日～日曜日
(月曜日が祝日の時は翌日を除く)
期間中の休園日 12/29～1/1
9:00～17:00(3月1日～10月31日)
9:00～16:00(11月1日～2月28日)
9:00～18:00(夏休み期間中)

企業名 店舗名 所在地 展示場所 展示期間 見学可能時間 備　　考

本社 豊田市東梅坪町10ｰ3ｰ3 1階受付・T-room・応接室・4階 月曜日～金曜日
9:00～17:00

ストロベリーパークみふね 豊田市御船町東山畑34ｰ2 店舗内
月曜定休日(祝日の場合は翌日)
平日 10:00～16:00
土日祝 9:00～16:00

LIXILリフォームショップ太啓建設 豊田市東梅坪町2ｰ1ｰ17 店舗1階

2月16日～3月9日
月曜日～金曜日
9:00～17:00

㈱豊田興産ハウスドゥ豊田梅坪店 豊田市東梅坪町8ｰ7ｰ9 店舗内
木曜日～日曜日
(水曜定休日)
10:00～18:00

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16日～3月9日
(上記期間中を含む常設展示)

2月16日～3月9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)

田原市 北庁舎 田原市田原町南番場30番地1 1階ロビー 2月16日～3月9日 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

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。

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 本店営業部 豊橋市前田町一丁目9番4 1階ロビー 2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～15:00

豊橋建設工業株式会社 本社 豊橋市大国町98 2階打合せコーナー 2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～16:00

中日本ハイウェイ・
メンテナンス名古屋株式会社 本社 名古屋市中区錦1丁目18ｰ22

名古屋ATビル９階 玄関ホール 2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

日本空調システム株式会社 本社 名古屋市東区白壁1ｰ9 2階受付入口前スペース 2月16日～3月9日 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～16:00

お越しの際は、2階受付電話にて見学の旨をお申し出ください。
お車でお越しの際は、事前にご連絡（TEL:052-961-2661）を
頂きましたら、駐車場を確保をさせて頂きます。
エレベーターが設置されておりませんので、ご了承願います。

プラザ鳴海 名古屋市緑区浦里3丁目100番地 

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

西尾店 西尾市新渡場町大西15番地の1

一色店 西尾市一色町味浜上長割30番地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

プラザ豊田 豊田市細谷町7丁目18番地

プラザ長久手 長久手市卯塚1ｰ401

プラザ浄水 豊田市浄水町伊保原654ｰ157

プラザ三好 みよし市莇生町原１５ｰ1

プラザ日進中央 日進市本郷町法念寺630ｰ4

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

名古屋支店 名古屋市熱田区三本松町8ｰ13
社屋1階 西側ガラス面／
1階受付エントランス

愛知県営鷲塚住宅 建設現場 碧南市鷲塚町六丁目
8番1，51番1，103番 工事仮囲い 常時可 工事現場の敷地を囲う塀を敷地外から見学いただけます。

サルビア支店 安城市大東町17番11号 2階(ローンプラザ安城) 月・火・木・金曜日(祝日を除く)
9:00～15:00

月曜日～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)
9:00～11:30
12:30～15:00
(11:30～12:30は休業時間)

御園支店 名古屋市中区栄1丁目11番15号 祇園支店4階ギャラリー

本社 名古屋市中区大須二丁目23ｰ38号 4階社員休憩室 月曜日～金曜日(祝日を除く)
14:00～16:00

事前予約必要
観覧ご希望の場合は 090-1565-8114 村瀬までご連絡ください

店舗ショールーム内ラウンジ

株式会社花田工務店

碧海信用金庫

太啓ホールディングス
グループ

株式会社まつおか

ネッツトヨタ愛知株式会社

店舗ショールーム内
入庫客待合コーナー

2月16日～3月9日
(上記期間中を含む常設展示)

2月16日～3月9日

本社 豊田市小坂本町1ｰ5ｰ10 1階エントランス 月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～17:00ヤハギ道路株式会社 2月16日～3月9日

休業日以外は見学可
10:00～17:00

2月16日～3月9日
(上記期間中を含む常設展示)

2月16日～3月9日

2月16日～3月9日

お越しの際は、1階の受付電話にて見学の旨をお申し出下さい。
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ｰ53ｰ2161)を頂きましたら、
駐車場を確保させて頂きます。

月曜日～金曜日(祝日を除く)
9:00～16:00

定休日は月曜日
(月曜日が祝日の場合、翌火曜日がお休みの場合あり)

(期間中の休業日)
2月21日(月)、2月28日(月)、3月7日(月)

休業日以外は見学可
平日・土曜日
9:30～19:00
日曜日・祝日
10:00～19:00
(高辻店のみ9:30～18:00)

定休日は月曜日
(月曜日が祝日の場合、翌火曜日がお休みの場合あり)

(期間中の休業日)
2月21日(月)、2月28日(月)、3月7日(月)

ネッツトヨタ中部株式会社

2月中旬は会場付近の河津桜が見頃となります。作品とあわせて
お楽しみください。アンケートに回答いただくと数量限定で
ノベルティグッズ(ボックスティッシュ)をプレゼントします。
受付にお寄りください。

あいちアール・ブリュット ×     アティックアート連携作品展

常設展示



愛知県には、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ます。
まちなかに広がる小さなギャラリーを、ぜひご覧ください。

愛知県障害者芸術活動参加促進事業実行委員会事務局
住 所

TEL

HP

Facebook

〒460ｰ8501
052ｰ954ｰ6697 FAX 052ｰ954ｰ6920 Mail powerofart@pref.aichi.lg.jp

名古屋市中区三の丸3 1ーー 2（愛知県福祉局福祉部障害福祉課内）

http://www.aichi-artbrut.jp/
powerofart16 Twitter @aichiPowerOfArt

お問い合わせ

愛知県信用保証協会愛知県信用保証協会 (一社)愛知県測量設計業協会(一社)愛知県測量設計業協会(一社)愛知県測量設計業協会

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱トヨタホーム㈱トヨタホーム㈱ 小原建設㈱小原建設㈱ ㈱須藤事務所㈱須藤事務所

太啓ホールディングスグループ太啓ホールディングスグループ ネッツトヨタ中部㈱ネッツトヨタ中部㈱

ヤハギ道路㈱ヤハギ道路㈱

かりや愛知中央生活協同組合かりや愛知中央生活協同組合角文㈱角文㈱ 木村建設㈱木村建設㈱

㈱近藤組㈱近藤組 関興業㈱関興業㈱ 碧海信用金庫碧海信用金庫

豊橋建設工業㈱豊橋建設工業㈱豊橋建設工業㈱

㈱花田工務店㈱花田工務店

神野建設㈱神野建設㈱

㈱まつおか㈱まつおか

㈱大増コンサルタンツ㈱大増コンサルタンツ

日本空調システム㈱日本空調システム㈱

ネッツトヨタ愛知㈱ネッツトヨタ愛知㈱

まちなかギャラリー M A P

(一社)アティックアート(一社)アティックアート 岡崎信用金庫岡崎信用金庫


