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宮城県仙台市青葉区一番町3丁目8-14
スズキアバンティビル 3 階
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名取市
亘理町

柴田町
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宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前 325-2

2 にこまーる
宮城県登米市中田町上沼西桜場 32-1
2021年6月以降は
宮城県登米市登米町寺池桜小路 96-3
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富谷市

ア ー ト スペー ス マップ

障 害のあ る 人 が 参 加 で き る

文化施設

&

気仙沼市

＜ご注意＞
各施設・アートスペースを見学する際は、
開館時間やイベント内容をウェブサイトでご確認いただくか、
直接、運営団体にお問い合わせください（公共施設をのぞく）
。
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宮城野区

若林区

イラスト：本多遼（表紙）
／黒川美怜（裏表紙、
中面）

ス ウプ と は

SOUP（スウプ）は、障害者芸術活動支援センター＠宮城の愛称です。宮城県内における芸術文化活動を志す障害のある人へ
の支援体制の裾野を更に広げ、優れた才能の更なる成長・発展を促すことで、県内の障害者芸術文化活動の振興を図ること
を目的として、特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン（東京／宮城）がこの活動を推進しています。
「じょうほうスウプ」の名前は、障害者芸術活動支援センター @ 宮城の愛称であるSOUP（スウプ）から名づけました。

お問 合 せ 先

特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン東北事務局

〒980-0804 仙台市青葉区大町 2 丁目 3-22 第五菊水ビル 3 階

TEL: 070-5328-4208

FAX: 022-774-1576

E-MAIL: soup@ableart.org http://soup.ableart.org

企画・編集・発行 特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン （発行 2020 年 1月10 日／改訂 2021年 3 月31日）

○この冊子は、
「令和 2 年度宮城県障害者芸術文化活動支援業務」及び「2020 年度仙台市文化プログラム」
（仙台市・公益財団法人仙台市市民文化事業団との共催）の一環で制作・

発行しています。

○仙台市内の情報の一部は、
『季刊まちりょく』vol.37（発行

公益財団法人仙台市市民文化事業団）から転載しています。

﹇ じょう ほ う ス ウプ ﹈

ア ー トで
こころと
からだ を
ときほ ぐ そう︒

8つのイラストは 何 を 描いているでしょう? 答えは中面のどこかにあります ！
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Art to You!
第 6 回東北障がい者芸術全国公募展
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2020 年 11月5日〜 8 日

公益社団法人東北障がい者芸術支援機構

「障がいのある人のアートに対する理解がなかなか広まらない・深まらない
現状」に対して、
「東北地方の障がいのある人の社会参加や企業との連携、
自己表現・自己実現のサポートをするとともに、社会の側からも障がいの
ある人たちやそのアートに対する理解の促進を図りたい」
（第1回開催概
要より）という思いで 2015 年に始まった公募展。東北 6 県の福祉施設の
スタッフなどで構成する実行委員会が企画・運営を行っています。第 6 回
公募展は 41 都道府県から 662 点の応募があり、125 作品が入選。新型
コロナウイルス感染予防対策として、HP に作品を掲載し、審査員の講評も
動画で配信したほか、会場展示も空間を広く使って開催。安心してゆっくり
観賞できたと好評を得ました。第 7 回（2021年）の作品募集は 5/1〜7/2
です。詳細は HP をご覧ください。

全国公募展と実行委員企画「ニッポンの表現欲求
〜行為としての作品〜」展の展示風景（会場：せん
だいメディアテーク）※主催者提供

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 1 丁目 7-18
［TEL］022-266-8533 ［FAX］022-224-3429 ［E-MAIL］info@art2you.org
［WEB］https://www.art2you.org

特集
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宮城県美術館の創作室
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宮城県美術館は、県立の美術館として、常設展（コレクション展示）
、企画
展のほか、美術に関する教育普及活動などを行っています。なかでも、県民
のための創作の場「創作室」は、
「絵が下手」
「不器用だから」より「好き
だから」という思いを大切にして欲しいと、どなたでも作品制作のために
利用することができます。材料は持参し、場所と道具を使うことができる
場所です。週末には、表現の幅を広げるさまざまなワークショップも行って
います。常駐のスタッフが、制作に関するアドバイスはもちろん、個展や
グループ展を開きたいがどうすればよいか、といった美術に関する疑問や
困りごとの相談にも応じます。まずは気軽に見学してみるのも○。ぜひ活用
してみてはいかがでしょうか。
〒980-0861 宮城県仙台市青葉区川内元支倉 34-1
［ TEL ］022-221-2114（創作室） ［ FAX］022-221-2115（代表）
［WEB］https://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa

〈表紙のイラストの答え〉

じ じてんしゃ ょ よっと う うし ほ ほし う うま ス スズメ ウ ウィンク プ プレゼント

上：宮城県美術館の外観。野外にも彫刻や庭園
があります 下：障害のある人の芸術活動を支援
することを目的に、創作室で額装の基本を学ぶ参
加者。作品展示のために応用可能な視点を学んで
います

特集
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アート・インクルージョン展

MAP

12

2021年 3月17日〜21日

一般社団法人アート・インクルージョン

アート・インクルージョンは、アートによるインクルーシブ社会を目指し

2010 年に仙台市太白区長町エリアでアートプロジェクトとしてスタート。地
域の人々と共に地域の魅力を発掘しながら、学び合い支え合ってさまざま
な企画を実施してきました。東日本大震災以降は活動の幅を大きく広げ、

2013 年に就労継続支援 B 型の障害者福祉サービス事業所「アート・イン
クルージョン・ファクトリー」を設立。仙台市青葉区本町商店街とも連携し、
「アートを仕事に」をテーマに障害のある人たちのアート活動を展開してき
ました。10 周年記念「アート・インクルージョン展」では日々の活動風景
を公共の場に再現（再演）
。制作の様子やトークライブなどを通し、作品や
取り組みを伝えるイベントになりました。

会場の様子。コロナ禍での表現活動として実践し
てきたオンラインでのライブ配信も行った（会場：
せんだいメディアテーク）

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 3 丁目 8-14 スズキアバンティビル 3 階
［TEL］022-797-3672 ［FAX］022-797-3673 ［E-MAIL］office@art-in.org
［WEB］https://art-in.org

特集
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障害のある人と芸術文化活動に関する大見本市
「きいて、みて、しって、オンライン見本市。」
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2021年 2月7日〜 9 日
「障害のある人と芸術文化活動」に関する多様な個人・団体・活動を紹介
する見本市。障害のある人が芸術文化活動の機会や場を探している、活動
の相談先を探している、表現する人たちの様子を知りたいなど、次の一歩
を踏み出すヒントを見つける場として、また、多様な活動を行う団体との新
たな出会いの場になっています。第 3 回目は初のオンライン開催。アーティ
ストトークをはじめ、宮城県内の団体が現場で中継しながら県外の活動
実践者と話をするトークライブ、オンラインセミナー、人形劇の配信とア
フタートークなど YouTube やZoom を活用し、オンラインの利点を生かし
た内容になりました。
特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン東北事務局
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 2 丁目 3-22 第五菊水ビル 3 階
［ TEL ］070-5328-4208 ［ FAX ］022-774-1576 ［ E-MAIL ］soup@ableart.org
［ WEB ］http://soup.ableart.org
令和 2 年度宮城県障害者芸術文化活動支援業務、2020 年度仙台市文化プログラム

上：2020 年 2 月開催時（会場：せんだいメディア
テーク） 下：2021年 2 月オンラインで人形劇と
トークを配信

ア ート で こ こ ろ と からだ を
と き ほぐそう。
「アート」や「表現すること」は、日常生活で凝り固まった心や、
人と人との関 係を解きほぐすとともに、新しい 価値観に出あえる、
そんな可能性を持っています。
アートの力をより多くの人に感じてもらいたいと、
障害の有無に関わらず、みんな一 緒に活動できるプログラムを
提 供している人や場所が、ここ宮城・仙台にもたくさんあります。
ぜひ、みなさんも訪れて、そして参加してみてください 。

働いて、描いて、社会に出よう!
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あっぷるじゃんぷ石巻

［株式会社アップルファーム］

アートの仲間としての自由な表現活動を支えたい

ペンギンズアート工房

MAP
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［ NPO 石巻広域クリエイティブアートの会］

放課後等デイサービス事業所「あっぷるじゃんぷ石巻」には、中学生
〜高校生の障害のある子どもたちが通っています。障害者雇用の実現
を目標として「自然派ビュッフェレストラン六丁目農園（仙台）
」等を
運営する「株式会社アップルファーム」の事業所の一つで、就労体験
を通して、働く楽しさや人から必要とされる喜びを大事にしながら、

障害のある子どもたちは仕事に就くと、芸術文化活動の機会が減っ
てしまいます。彼らの生きがいのある生活を支援するため、家族と
ともにアート活動ができる場所として 2011年に工房を立ち上げまし
た。絵画、陶芸、書など多様な表現活動を行っており、毎回 13 人ほ
どが参加。笑顔あふれる和気あいあいとした雰囲気の中で制作して

将来の雇用につなげるのが目的です。毎週 1回、専属講師による美術

います。また、会社や病院など地域の中に作品を展示する「ペンギ

まざまなプログラムを行っています。個別制作の活動では個の得意分

「障害があるなしに関わらず、表現活動は自由であり巧さに垣根が

活動では、お面作りや絵画、染め物など、2017 年の開設当初からさ

野を伸ばす場も取り入れており、その成果を石巻市の指定文化財「旧

ンズてくてく美術館」に取り組んでいます。代表の宮川和子さんは、
ないことをたくさんの方々とシェアしたい」と話しています。

観慶丸商店」等で作品展を開催し披露しています。2021年 4月から

新たに自立訓練（生活訓練）を行う「あっぷるぷらす」も展開し、アー
ト活動を行いながら、仕事に結びつく支援を行っていきます。

代表：宮川和子さん

アート講師：齋藤寛子さん

〒986-0813 宮城県石巻市駅前北通り1丁目 5-6
（ JR 石巻駅から徒歩 3 分）
［ TEL ］0225-98-9673
［ WEB ］https://applefarm.co.jp/day-service

〒986-0831 宮城県石巻市羽黒町 2丁目11-2（JR 石巻駅から徒歩 15 分）
［ TEL ］0225-95-3203 ／ 090-5185-3936
［ E-MAIL ］norimitch618@gmail.com
［ WEB ］https://www.penginscafe.jp
［活動日時］毎週土曜日 10:00 〜12:00

モノづくりでつながる福祉施設と社会との楽しい関係

NOZOMI PAPER Factory
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［社会福祉法人洗心会のぞみ福祉作業所］

デコボコガマル

MAP
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にこまーる

［特定非営利活動法人奏海（かなみ）の杜］

東日本大震災により拠点も仕事も失ったのぞみ福祉作業所が再生に

東日本大震災をきっかけに子どもたちの居場所を作ろうと、登米と南三

くり。牛乳パックを再利用した手漉きの紙づくりは、国内外からの支

デイサービスの運営を中心に活動中。
「障害があってもなくても、地域

むけて始めたのが、応援でいただいた紙漉きの道具を使ったものづ
援に感謝を込めた丁寧な手仕事により、質の良い製品を生み出しま

した。デザイナーと連携して構築したブランド「NOZOMI PAPER®」

陸の 2 地域で障害児の支援活動を開始し、現在は登米市で放課後等

を奏でる人になる」を合言葉に、多彩な体験プログラムで子どもたち

が楽しみながら学べる環境を作っています。また「芸術のもり（美術）」

は、イラストを活版印刷し、都市部のイベントでも大人気。新聞を漉

「おてだまーる（大道芸）」「にこ編集室（メディアづくり）」「にこ

東北の文化を発信するお店「東北スタンダードマーケット」とのコラ

ら、地域との関わりに力を入れています。コロナ禍では地域活動がほ

き直したり、コーヒーで染めた紙など地元の素材で作ったシリーズ、
ボ商品の開発、メンバーのイラストや絵を活かした商品など、活発
に活動を展開してきました。2019 年春に南三陸町歌津地区に活動
の場を移し、社会に開かれた環境になるよう、入り口には大きな

「NOZOMI PAPER Factory」の看板を掲げました。

ワゴン（コーヒー試飲サービス）
」など外部講師のサポートも受けなが
とんどできませんでしたが、学んだ感染防止対策を活かして、ゆるやか
に交流活動を再開していきます。2021年 6 月からは新たに障害者の

仕事の場としての機能も加わり、多機能事務所として運営します。

代表：太齋京子さん

〒987-0602 宮城県登米市中田町上沼西桜場 32-1
（東北自動車道築館 IC より車で 25 分）
※ 2021年 6月1日から「就労継続支援 B 型事業所かなみのもり」として
下記に移転
〒987-0702 登米市登米町寺池桜小路 96-3
（三陸自動車道津山桃生 IC より車で 13 分）
［ TEL ］0220-44-4171 ［ WEB ］https://kanaminomori.org

〒988-0453宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前 325-2
（三陸自動車道歌津 IC から車で 6 分）
［ TEL ］0226-25-8200
［ E-MAIL ］mail@nozomipaperfactory.com
［ WEB ］http://www.nozomipaperfactory.com

感性が響き合うアートの交流拠点
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ギャラリー「く・ら・ら」／アトリエ「う・ら・ら」／
多目的スペース「土音（どん）」［社会福祉法人石巻祥心会］

生きることの表現をみる

にしぴりかの美術館
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［特定非営利活動法人黒川こころの応援団］

芸術文化を通して障害のある人の感性を発見し、日常を取り巻く人

黒川こころの応援団は、おもに精神障害・発達障害の方を対象に、

ある人たちが、太鼓・陶芸・絵画等の芸術文化活動に取り組んで

どアートを中心にさまざまな日中活動を行っていますが、中でも就労

ら・ら」、
アトリエ「う・ら・ら」
、太鼓や演劇の練習や発表、会合がで

年間 3 、4 回の展覧会を定期的に開催し、人気を博しています。2015

び座で長年俳優として活動してきた黒田龍夫さんが館長として活動

科 病棟内アトリエの平川病院〈造 形教 室〉の作品を中心に企画

は大きく羽ばたこうとしています。黒田さんは「障害のある人の感性

とした福祉事業所「やまなみ工房」
（滋賀県）や、段ボール彫刻家・

びとの関係性を豊かに。2018 年から法人の利用者 280人の障害の

グループホームと日中活動の運営を行っています。絵や造形、歌な

きました。2019 年に芸術文化拠点をリニューアルし、ギャラリー「く・

支援事業の一つである「織り」は、
「nisipirica 」というブランド名で

きる多目的スペース「土音」の 3 施設が完成。秋田県の劇団わら

年より敷地内に「にしぴりかの美術館」を開設。日本を代表する精神

をけん引し、法人の各施設にも芸術活動支援員を任命。取り組み

に触れながら、さまざまな人が文化を通じて交流できる拠点として

展示をしています。外部企画展もあり、過去にはアート活動を中心

本濃研太さんの作品展が開催されました。

活用して欲しい」と語ります。

〒 986-0822 宮城県石巻市中央 3 丁目 65-1
（ JR 石巻駅から徒歩 10 分。石巻市指定文化財・旧観慶丸商店すぐ裏）
［ TEL ］080-5746-2461（黒田）
［ E-MAIL ］honb@i-shoshin.or.jp
［ WEB ］http://i-shoshin.or.jp

〒 981-3621 宮城県黒川郡大和町吉岡館下 47
（東北自動車道大和 IC から車で 10 分）
［ TEL ］022-347-0028
［ E-MAIL ］info@nisipirica.com
［ WEB ］https://m-kissa.com/museum
［開館］11:00 〜17:30 木曜日定休 入場無料

キーワードは「はたらく たのしむ まなぶ」
1人ひとりが輝く道しるべに

MAP
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ポラリス「こう・ふく」アトリエ

木の温もりのなか、交流を楽しんで

MAP
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CAFE & SHOP たむたむ亭

［特定非営利活動法人多夢多夢舎中山工房］

［特定非営利活動法人ポラリス］

東日本大震災で被災した山元町で、障害者支援や地域づくりの推進

を目指し 2015 年に就労継続支援 B 型事業所を設立。北の夜空でい

つも輝き人々を見守り、道しるべとなるポラリス
（北極星）
を事業所名

にしました。2016 年 9月に「ポラリス『こう・ふく』アトリエ」を設立し、
本格的にアートの力を生かす活動をスタート。アートスタッフ・刈田
路代さんのサポートのもと、毎回 10 人ほどが参加。穏やかな空気が

流れる中、絵画や張り子、刺繍など表現豊かな作品が次々と生まれ
ています。また、障害特性に関することや、就学時・学校卒業後の
こと、これからの暮らしについてなど、気軽に訪れて相談ができる

「相談支援室ポラリス」を 2018 年 12 月に開設しました。

閑静な住宅街にたたずむ、木造ならではの温かみと、吹き抜けの開

放感のある空間が魅力のカフェ。2009 年にオープンしたこのお店の
一番の特徴は、すぐ隣の建物が工房となっていること。就労継続支

援 B 型事業所であるこのカフェ・工房では現在 18 名の利用者が、
日々、工房で自舎ブランド「tam tam dot」の原画制作に取り組ん

だり、カフェで接客したりしているので、自然と交流の機会が生まれ
ます。
「アートは “これはやってはだめ” ということがないので、みん

な楽しく制作に取り組んでいますし、自分が描いた絵の商品が売れ

ると利用者の自信にもなるようです」と大越さん。工房の見学も可能

とのこと。運が良ければ、お気に入りの製品の原画を描いた作家
さんにも出会えるかもしれません。

アートスタッフ：刈田路代さん

〒989-2202 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原 30-2
（JR 山下駅から車で 7 分）
［TEL］0223-36-7410
［E-MAIL］koguma@polaris-yamamoto.com
［WEB］http://www.polaris-yamamoto.com
［活動日時］毎週火・木曜日 10:00 〜14:30

見せたい、伝えたい、一緒に楽しみたい！

施設長：大越裕生さん

〒981-0952 宮城県仙台市青葉区中山 2 丁目 18-5
（ JR 北山駅より徒歩 10 分）
［TEL］022-277-0081 ［E-MAIL］info@tamutamu.jp
［WEB］http://tamutamu.jp
□ランチ・カフェ…11:30〜14:00 □ショップ… 11:30 〜16:00
（日・月曜日、祝日は休み）
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アートスペースばく

［ぼーだれすあーとくらぶ BAC せんだい］

ここをみんなの広場に

MAP

Wonder Art Studio（ワンダーアートスタジオ） 14

［NPO 法人ワンダーアート］

東日本大震災を体験した 2011年、
「アール・ブリュット ジャポネ展」

アウトサイダーアートの展覧会企画やホスピタルアート、東日本大震

子どもの母親やその支援に携わってきた仲間で「ぼーだれすあーと

貫して社会で生きづらさを抱える人に寄り添った活動を国内外で精

トカレンダーの制作などの活動を続け、2019 年 1月に念願のアート

という声に後押しされて 2016 年に開設したスタジオです。
「自由に

の報道に触れ、
「アートの力＝生きる力」を伝えたいと、障害のある

くらぶ BAC せんだい」を発足。以来、ワークショップや展覧会、アー

スペースをオープンしました。ここでは、身の回りにあるものや自然

素材を使ったワークショップ、ボーダレスアートの作品展示などを

行っていて、子どもから大人まで、実にさまざまな人が集っています。

「“社会性” や “効率” が優先される社会のなかで、自分のペースで自

由に表現できるアートの場がますます必要になっていると感じる」と
菅原さん。ゆったり素材と触れ合いながら、表現することの楽しさに
向き合える場所です。

災後はアートによる心のケアに取り組む ARTS for HOPE など、一

力的に行ってきた仙台出身の高橋雅子さんが、
「居場所がほしい！」
のびのびと創作できる環境を」と探してたどり着いたのが、荒町の

ビル。子どもたちも一緒になって DIY でリノベーションした館内は、

床から天井までさまざまな色に彩られた心地のよい空間に変貌し、
訪れた人を元気づけてくれます。現在は「ボーダレスアート」の定期

コースを開催するほか、アートの仕事場も開設予定です。その他、
併設するギャラリーの企画展（年 2〜3 回）など、誰でも参加できる

プログラムも用意し、広く地域に開かれた場づくりを目指しています。

菅原道子さん
©ARTS for HOPE

〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮 1 丁目 13-37
（ JR 東照宮駅より徒歩 7 分）
［ TEL ］070-5018-4104（菅原）
［活動日時］11:00 〜17:00（金〜日曜日・不定休のため要問合せ）
最新情報は facebook “アートスペースばく” をご覧ください。

主宰・ホスピタルアーティスト：
高橋雅子さん

〒984-0073 宮城県仙台市若林区荒町 172 第一旭ビル 2 階
（仙台市地下鉄南北線愛宕橋駅より徒歩 8 分）
［ TEL ］022-724-7255 ［ E-MAIL ］npowonderart@gmail.com
［ WEB ］https://www.wonderart.info
最新情報は facebook “ARTS for HOPE ” をご覧ください。

定禅寺通りの「メディアの広場」

MAP
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せんだいメディアテーク

障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しむストリート音楽祭

とっておきの音楽祭

［NPO 法人とっておきの音楽祭］

［公益財団法人仙台市市民文化事業団］

MAP
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ギャラリー、図書館、映像センターなどさまざまな機能を持つ公共

とっておきの音楽祭は、障害のある人もない人も一緒に音楽を楽し

活用した情報発信などの活動を支援するサービスやプログラムを提

年 6 月の第 1日曜日に開催。全国から 300 グループ 2500 人以上が

複合施設。美術や映像文化の活動拠点として、さまざまなメディアを

み、音楽のチカラで「心のバリアフリー」を目指す音楽祭です。毎

供しています。館内では壁のないゆったりした空間を利用し多彩な

出演し、26 万人を動員。このような趣旨の音楽祭では、日本最大

展」
「ピュア・ハーツ in せんだい」
「私たちの作品展」
「きいて、みて、

実行委員を募集していますので、気軽に音楽祭事務局にご相談くだ

多く、館内には目や耳、身体の不自由な方にも利用しやすいような

館を回遊しさまざまなイベントを楽しみながら交流する「とっておき

張りの建物は、ユニークな建築法とともに世界的に知られています。

祭、秋は屋内のイベントとして定着するようにしていきます。街の中

催し物が行われます。
「Art to You ! 東北障がい者芸術全国公募

しって、見本市。
」など、障害のある人と文化芸術に関わる展示会も
機器や設備が備わっています。定禅寺通りで一際目を引くガラス

規模となっています。毎年、出演者そして当日ボランティアスタッフ、
さい。2019 年 11月には、仙台市市民活動サポートセンターのビル全

の音楽祭グラデーションマーケット」を初開催。初夏は屋外の音楽
でのワークショップを行う仙台市との協働事業 TAP（TOGETHER

ACTION PROJECT）も参加してみてください。

〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町 2-1
［TEL］022-713-3171 ［WEB］https://www.smt.jp
［開館時間］9:00 〜22:00（但し、フロアによって開館時間が異なる）
毎月第 4 木曜日は全館休館

〒981-0913
宮城県仙台市青葉区昭和町 3-55 旭コーポラス北仙台 1 階 105-C
［TEL / FAX］022-342-9978
［E-MAIL］info@totteokino-ongakusai.jp
［WEB］http://totteokino-ongakusai.jp

アートは難しい、特別なものだと思っている人にこそ届けたい MAP

オドリノタネ ／パフォーマンスクラス

15

［NPO 法人アートワークショップすんぷちょ］

舞台芸術の発信と交流の場

せんだい演劇工房 10-BOX

MAP
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［公益財団法人仙台市市民文化事業団］

年齢や障害の有無を問わず、多様な人が芸術に触れ、交流すること

演劇やダンス等の舞台作品を「試しながらじっくり創る空間」です。

を遊ばせることのできる場」をさまざまな人に届けてきました。すん

box-1をはじめ、大小の稽古場があり、大道具・小道具を作るため

を目的に 2008 年創設（2014 年 NPO 法人化）
、
「安心して体と感覚

ぷちょが年間を通じて実施しているダンスワークショップ「オドリノ
タネ」
、作品の創作・発表を目指す「パフォーマンスクラス」は、ダ

ンスに興味のある人ならどなたでも OK ! 及川さんによると、
「子ども

から高齢者まで、障害の種類を問わず幅広い参加者を募集中です」
とのこと。多様な立場の人が参加すると、その分だけ視点やアプロー

チが増えて面白くなるのだそうです。
「人と交流する、互いを尊重す

音響や照明などの機材を備えた最大 80 席の劇場として利用できる
の作業場 box-7、戯曲本や演劇関連書籍などの資料もあります。倉

庫の中に能舞台を設置した別館「能 -BOX」は、能などの伝統芸能

をはじめ、様々な舞台芸術の創作や発表に利用できます。10-BOX

ではこれらの施設の貸し出しとともに、演劇やダンス、能楽など
の公演、講座やワークショップ等の自主事業も行っています。

る、といったことはアートだと柔らかく実践できる」と及川さん。の
びのびと体を動かし、普段使わない感覚を使うことで、自分や他者

の新たな一面を発見する、そんな体験ができるワークショップです。

代表：及川多香子さん

パフォーマンスクラス随時募集中。
リクエストに応じて出張ワークショップなども行っています。
［ TEL ］090-1933-9823（及川） ［ E-MAIL ］info@sun-pucho.com
［ WEB ］http://www.sun-pucho.com
詳細は facebook “すんぷちょ” をご覧ください。

□10-BOX …〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 2 丁目 12-9
□能 -BOX …〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 2 丁目 15-6
［ TEL ］022-782-7510
［ E-MAIL ］contact@gekito.jp
［ WEB ］https://www.gekito.jp

