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インクルー ジョンフェステイバル2021

アート作品募集のこ案内

2020年度は、 11空港で実施。13か国、 42支援学校（団体）の、 424点
の障害児童生徒の作品を展示しました。

2020年（主な参加校・参加団体）

•北海道札幌伏見支援学校 ・愛知県立安城特別支援学校
•北海道鷹栖養護学校 ・愛知県立豊川特別支援学校本宮校舎
•北海道七飯養護学校おしま学園分校 •岡山大学教育学部附属特別支援学校
•北海道美深高等養護学校 ・高知県立山田特別支援学校
・千葉県立特別支援学校市川大野高等学園 ・広島県立福山北特別支援学校
・千葉県立特別支援学校流山高等学校 ・広島県立尾道特別支援学校
・千葉県立矢切特別支援学校 ・広島県立広島北特別支援学校
•富山大学人間発達学部附属特別支援学校 ・」SPACC（ロサンゼルス手をつなぐ親の会）
•富山県立しらとり支援学校 ·D曲n Syndrome Training and Support Service Ltd. （英国）
•富山県立高岡支援学校 •SARIHATI SCHOOL （インドネシア）
・ニューヨ ーク日本人学校（アップル学級） ・ベルリン日本人国際学校
・モスクワ日本人学校 ・コロンボ日本人学校
•在マレーシア日本国大使館附属クアラルンプール日本人会日本人学校
•その他、障害者事業所、放課後等デイサービス事業所等



2021年度アート作品募集のご案内
インクルージョン実行委員会

委員長 南北ちとせ

拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

わたしども、インクルージョン実行委員会は、わが国のさらなる共生社会を実現するため、「インクルージョンフ
ェスティバル2021」を下記のとおり、開催いたします。

つきましては、障害者の活躍創出ならびに障害児童生徒の文化芸術活動の推進となるよう、全国の空港に

展示させていただくアート作品を募集致しております。

魅力ある障害者アーティストの育成を図るべく、一人でも多くの個性豊かで創造性あふれる作品のご応募を

頂きたく、ご案内申し上げます。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

1. 日程

(1)会期：2021年4月 17日（土）～2021年11月 14日（日）

(2) 会場：全国28空港※別紙にて記載

敬具

(3) 主な内容：講演会、セレモニー (4国際空港のみ）、世界の子供たちのアート展（※オンラインでも配信します）

2.主催
インクルージョン実行委員会

3.後援

厚生労働省、国士交通省、北海道、岩手県、宮城県、千薬県、愛知県、富山県、石川県、福井県、大阪府、

兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、島根県、高知県、愛媛県、徳島県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島

県、沖縄県、（社福）日本身体障害者団体連合会、（社福）日本視覚障害者団体連合、（一社）全国手をつなぐ

育成会連合会、（公社）全国精神保健福祉会連合会、（財）全日本ろうあ連盟、（公財）日本ダウン症協会等

■ 概要
展示期間
展示場所
形式サイズ
費用
出展数

■送付方法

4.募集について

2021年4月 17日（土） ～ 2021年11月 14日（日）
国内28空港内（待合室などに展示、 全国の空港で展示します。）
自由（モザイクア ー トなども可）
出展喪用は無料です。送料はご負担ください。
各事業所 各10作品まで

郵送またはメ ールでお送りください。
（新コロナウィルス感染拡大防止のため、 デー カで送って頂くことも可能です。

届いたデー タをもとにパネルにして空港に展示いたします。）

■ア ー ト出展期日／申込日について
申込·作品出展期限 2021年8月 20日（金）まで

(-Google フォ ー ムからも申込み可能です）

■作品送付先 〒 158-0086 東京都世田谷区尾山台3-24-4-203 インクルー ジョン実行委員会宛
（デー タ送付の場合） ・ lusi mclus10n.rjapan@gmail.com 

■ その他 個人名での展示は致しておりません。学校、 団体、 事業所名での出展となります。
作品の返却を希望される場合は：申込書にご記載ください。

5.お問合先

インクルージョン実行委員会 担当：南北ちとせ（ナンボクチトセ）直通 080-5508-6242

Email:inclusion.r jap an@gmail.com https:/ /inclusion-inclusion.net/ 



【別紙】 ア ー ト展開催 一 覧表（予定）

都道府県 空港名 日 程 所 在 地 電話番号 担当者

北海道 新千歳空港
北海道千歳市美々新千歳空港内 国内

0123-46-5321 吉田 梓史
8/1~8/14 線旅客ターミナル3F

北海道 旭川空港 上川郡東神楽町東2線16号98番地 0166-83-393S 寺崎由依菜

北海道 帯広空港 7/1~7/14 帯広市泉町西9線中8番地41 0155-64-5671 佐藤 祐介

北海道 稚内空港 7/16~7/29 稚内市大字声問村字声問6744番地 0162-27-211] 清水 祥子

宮城県 仙台空港 宮城県名取市下増田南原 022-383-620: 杉本奈央貴
8/20~8/30 

0198-26-501] 岩手県 いわて花巻空港 岩手県花巻市東宮野目第2地割53番地 山口 路子

東京都 羽田空港
東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客

03-5757-82K 中林 正徳4月25日
ターミナル4F私書箱95

千葉県 成田国際空港 11/1~11/14 成田市成田国際空港内 NAAビル 04 76-34-4 76, 山田 浩介

愛知県 中部国際空港
愛知県常滑市セントレアー 丁目1番地

0569-38-7221 杉山 拓大
第1セントレアビル5F

富山県 富山きときと空港
9/1~9/14 

富山県富山市秋ケ島30番地 076-495-3101 中林 康則

石川県 のと里山空港 石川県輪島市三井町洲衛10部11番1 0768-26-230: 谷内 博規

福井県 福井空港 9/16~9/29 福井県坂井市春江町江留中50-1-2 0776-51-406( 仲橋 欣哉

大阪府 関西国際空港 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 072-455-290� 東 恵利

大阪府 伊丹空港 大阪府豊中市螢池西町 3丁目 5 5 5 072-455-290� 東 恵利
※秋に延期

兵庫県 神戸空港 兵庫県神戸市中央区神戸空港 072-455-290� 東 恵利

和歌山県 南紀白浜空港 和歌山県西牟婁郡白浜町才野1622-125 0739-43-009� 森重 良太

広島県 広島空港 広島県三原市本郷町善入寺64-31 0848-86-8151 山中 愛

岡山県 岡山桃太郎空港 9/16~9/29 岡山市北区日応寺1277 086-294-529� 諏訪 善一

島根県 出雲縁結び空港 島根県出雲市斐川町沖洲2633-1 0853-72-750( 吉川 裕幸

高知県 高知龍馬空港 高知県南国氏久枝乙58 088-864-152� 久武 慎也

徳島県 徳島阿波おどり空港 4/17~4/30 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野16-2 088-699-283] 濱 奈穂実

愛媛県 松山空港 愛媛県松山市南吉田町2731番地 089-973-522! 笹井 信也

福岡県 福岡空港 10/10~10/30 福岡市博多区大字下臼井78四番地1 092-623-052L 大塚 由美

宮崎県 宮崎空港 6/5~7/11 宮崎県宮崎市赤江 0985-51-5111 大田宗 一郎

大分県 大分空港 10/10~10/30 大分県国東市安岐町下原13 0978-67-117ヽ： 藤本 顕太

鹿児島県 鹿児島空港 日程調整中 鹿児島県霧島市溝辺町麓822 0995-73-363f 徳永 修治

沖縄県 那覇空港 沖縄県那覇市字鏡水150番地 098-840-117( 手嶋 千春
※秋に延期

沖縄県 新石垣空港 沖縄県石垣市字白保1960-104-1 0980-87 -003i 黒島 真子

※緊急事態宣言発令地域での実施は、 順延または中止となります。 最新の実施状況はHPをご覧ください。






