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第14回 全国障がい者
芸術・文化祭とっとり大会SUPPORTER

会期 土 月・祝
かい　  き へい　  せい　　　　　　　ねん　　　　 がつ　　　　　　 にち　　ど　　　　　　　　　　がつ　　　　にち　 げつ  しゅく

だい　　　　かい　　ぜん  こく  しょう　　　　　　しゃ

げい じゅつ　  ぶん　か　  さい　　　　　　　　　  たい  かい

●●●●●●●●●●●●●●●鳥取県のマスコットキャラクター
とっ とり けん

子ども子ども子ども

パレットくん

　「パレットくん」は、キャンバスから飛び出てきたので形がギザギザ。

あいサポート・アートとっとりフェスタの大会のキャラクターとして活動しているよ。

いろいろなところにお出かけして、大会をPRしたり、得意の似顔絵を披露したりするよ！

仲良くしてね！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　 で　　　　　　　　　　　かたち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ どう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　　　　　　　　　　　　たい かい　　　　　　　　　　　　　　　とく  い　　　 に  がお  え　　　 ひ  ろう

なか  よ

しょうちゅうがく  せい    む　                とっ  とり  けん　       とり   くみ        しょうかい　           

こ けん
せい

小中学生向けに鳥取県の取組を紹介しています。

検 索全国障がい者芸術・文化祭  とっとりhttp://www.14geibunsai.jp/

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220　TEL：0857-26-7157  FAX：0857-26-8136
第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会実行委員会事務局お問合せ先

障がいのある人もない人も一緒になって楽しめる「アートの祭典」開催!!

日本初！
アール・ブリュット展
県内巡回展

9月6日（土）～28日（日）と　き

米子市美術館ところ

10月9日（木）～19日（日）と　き

倉吉博物館ところ

と　き

県立博物館ところ

10月25日（土）～11月3日（月・祝）

アール・ブリュット展

全国的に有名な長崎の
知的障がい者によるプ
ロの和太鼓集団「瑞宝
太鼓」パフォーマンス

8月9日（土）と　き

倉吉未来中心ところ

瑞宝太鼓 ～幸せの太鼓を響かせて～

県内の特別支援学校の児
童生徒が集まり、合唱や
演奏、ダンスなどを発表
する合同文化祭を開催

特別支援学校合同文化祭
9月20日（土）と　き

倉吉体育文化会館ところ

あいサポートコンサート

“あいサポート”の精神のもとに県内外
から集まったアーチストたちによるコン
サートを開催

10月4日（土）と　き

米子市公会堂ところ

障がい者アートの国際美
術展「パラアート」の選り
すぐりの作品などを展示

9月5日（金）～21日（日）と　き

やまびこ館ところ

「2014パラアート」とっとり展

アーチストリンク作品展

障がい者とアーチストが相対し、
お互いの感性や創造性を大切に
しながら共同作品を制作し、プロ
セスと成果を発表・展示

10月16日（木）～11月3日（月・祝）と　き

とりぎん文化会館ところ

ラスト３日間は、プロのアーチストや公募
団体によるステージ発表など参加者・出
演者みんなで盛り上げるイベント満載!
スイーツのコンテストも開催

11月1日（土）～3日（月・祝）と　き

とりぎん文化会館ところ

クライマックスイベントSUPPORTER

海外や全国から募集した
美術作品を一堂に展示

10月25日（土）
～11月3日（月・祝）

と　き

県立博物館ところ

国際障がい者アート展

鳥の劇場が行っている鳥の演劇祭に
おいて、障がいのある方とない方が
一緒につくる劇を上演

9月13日（土）、14日（日）と　き

鳥取市鹿野往来交流館
童里夢

ところ

鳥の演劇祭７
とり　　　　 えん  げき  さい

（みやざき◎まあるい劇場）
げきじょう

オープニングセレモニーSUPPORTER

大会の幕開けを飾る盛大なオープ
ニングセレモニーと障がい者のグ
ループなどによる舞台発表

7月12日（土）と　き

とりぎん文化会館ところ

障がい者がつづった詩と、
「ハート」をモチーフにし
た著名人のアート作品を
組み合わせた展覧会です。

NHKハート展
8月13日（水）～22日（金）と　き

とりぎん文化会館ところ

アール・ブリュットシンポジウム

アール・ブリュット有識者や福祉のプ
ロフェッショナルが参集。話題のアー
ル・ブリュットについて熱く語る！

9月6日（土）と　き

米子市立図書館ところ

　「全国障がい者芸術・文化祭」が７月から11月まで鳥取県で開催されるよ。

　愛称は「あいサポート・アートとっとりフェスタ」っていうんだ。

　期間中は、音楽・演劇・ダンスなどの舞台発表や、美術・文芸作品の展示

などのイベントが、県内各地で行われるんだよ。

　この大会は、障がいのあるなしにかかわらず、誰でも参加できて、楽しんで、

感動を共有できる鳥取県らしい心温まる大会をめざしているんだよ。

　みんなも家族や友達と一緒に参加してね。

7月12日（土）
とりぎん文化会館

　米子養護学校の生徒
と日野高校の生徒が共
に演じる「荒神神楽」と
いう神秘的な舞台や、

世紀小学校の児童によるマーチングバンド
演奏、小さき花園幼稚園の園児による手話
合唱などが行われるよ。

10月16日（木）～
11月3日（月・祝）
とりぎん文化会館

9月20日（土）
倉吉体育文化会館

特別支援学校

合同文化祭
アーチストリンク

作品展
オープニング
イベント

　鳥取盲学校や
米子養護学校の
生徒とプロのアー
チストが共同制作
した作品などを展
示するよ。

　県内の障が
いのある児童・
生徒が集まり、
合唱や演奏、
ダンスなどを
発表するよ。

１）青い空が　あるかぎり　私の心も　澄みきって
　　明るい声が　あるかぎり　私の心も　歌いだす
　　空に向かって　大きな声で　一緒に歩いて　ゆきましょう
　　そんな歌を　歌いたい　あなたと一緒に　歌いたい

２）私にあなたが　いるかぎり　私は強く　生きられる
　　明るい笑顔が　あるかぎり　私の心も　夢を見る
　　空に向かって　悲しまないで　明日を信じて　ゆきましょう
　　そんな歌を　歌いたい　あなたと一緒に　歌いたい

　　空に向かって　元気な声で　今日も楽しく　ゆきましょう
　　そんな歌を　歌いたい　あなたと一緒に　歌いたい

第14回 全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会
SUPPORTER

大会テーマソング 「あなたと一緒に歌いたい」

　平成２６年７月１２日から１１月３日まで、とりぎん文化会館等を会場
に、あいサポート・アートとっとりフェスタが開催されます。県内特別
支援学校の子どもたちも参加し、大会を盛り上げていきます。
　この度、大会テーマソングとして「あなたと一緒に歌いたい」という
曲が選ばれました。
　この曲は、昭和６２年に白兎養護学校児童の保護者が、「子どもを思
う気持ちを形として残せたら」という思いで書かれた歌詞に、プロの作
曲者によって曲が付けられました。そして、白兎養護学校で子どもの
「元気の源」「応援歌」として、毎年入学式で歌われています。
　昨年のプレ大会において、この曲を特別支援学校高等部生徒１６０人
による大合唱を行いました。生徒たちの仲間と歌う楽しさや喜びととも
に、曲に込められた熱い思いが多くの方に届きました。
　９月２０日の特別支援学校合同文化祭当日は、鳥取県出身の女性
デュオ「Paix２（ぺぺ）」とコラボで、手話つきで一緒に合唱します。今
後この曲を手話普及のために活用することも予定されています。また、
１１月１日のクライマックスイベントにおいて、特別支援学校高等部生徒
３００人で合同合唱の一曲として披露します。
　「障がいを知り、共に生きる」をテーマに開催される本大会を盛り上
げていただきますよう、多くの皆様のご来場をお待ちしています。
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