
 

 

 

 

第２回和歌山県障害者作品展「紀ららアート展」における 

「紀らら感動大賞作品」が決定しました！ 
 

  今年度、10 月から 12 月にかけて県内３箇所（かつらぎ町、白浜町、和歌山市）で開

催しました「第２回和歌山県障害者作品展『紀ららアート展』」において、会場毎に来場者

投票により選ばれた「紀らら感動大賞作品」が決定しました。 

 

記 

 

１ 紀らら感動大賞作品 

 各会場の来場者による投票で次のとおり決定しました。  

  絵画 書道 写真 版画 工芸 陶芸 手芸 

那賀・伊都

展 

大賞数 4 2    1  

出品数 32 14    5  

日高・紀南

展 

大賞数 6 2   1 1 1 

出品数 59 14   5 2 6 

和歌山・海

草・有田展 

大賞数 10 2 １ 1 1  1 

出品数 95 20 ８ 6 9  4 

 

 作品一覧は別添のとおり 

 

２ 来場者の主な感想 

 ・個性的な作品が多くて、どれも作者の想いが伝わってくるような感じを受けました。 

 ・それぞれの個性が力強く表現できていると思いました。 

 ・個性豊かで見ていて笑顔になりました。 

 ・作品を展示する機会をもっと増やして利用者の方々を知ってもらえる機会を増やして

もらえるといいです。 

 ・もう少したくさん作品が集まればよかったのにと思いました。 

 ・今後、もっとたくさんの作品をみてみたいと思います。 

 ・どの作品もそれぞれ個性があり、気持ちが伝わってくるようで、こちらの気持ちもす

がすがしくなりました。 

 ・心が温かくなりました。感動しました（一生懸命が伝わりました）。全ての作品がすば

らしかったです。 

 ・力強く生き生きした生命力のあふれる作品が多く良かった。 

 ・自分にない考え方をされている方をいらっしゃいましたので、また機会があれば、他

の作品もみてみたいです。 
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提供日 令和元年 12 月２４日 
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文化学術課国民文化祭・障害者芸

術文化祭推進室  

担当者 熊崎 稲内 

電話 073-441-2465(内線 2465) 



【那賀・伊都展】
種別 絵画 絵画 絵画

作品

題名 笑って。 光のガラス フェネクス
氏名 出口　みくに 竹ノ下　博亮 亀谷　恭平

 団体・市町村 紀の川市 ふれあい工房わーくる ふれあい工房わーくる

種別 絵画 書道 書道

作品

題名 女性の風景 花 祭
氏名 山﨑　祐介 尾崎　陽亮 九鬼　寿美

 団体・市町村 ふれあい工房わーくる （福）貴桃会　たんぽぽ作業所 （福）貴桃会　たんぽぽ作業所

種別 陶芸

作品

題名 サンタクロース
氏名 林　隼平

 団体・市町村 （福）貴桃会　たんぽぽ作業所

【日高・紀南展】
種別 絵画 絵画 絵画

作品

題名 青の小島 あきのさんぽ 赤富士

氏名 鈴木　佑実
いきいき班　７名

  井口・大川・川端ミ・川端よ・
木本・畑下・堀口

古久保　智恵

 団体・市町村 白浜コスモスの郷 就労継続支援Ｂ型事業所　エコ工房四季 多機能型事業所ハッスル

種別 絵画 絵画 絵画

作品

題名 円月島 ぼくのタイル ねことボール
氏名 石橋　由一 寺山　雄基 小森　孝次

 団体・市町村 多機能型事業所ハッスル エール作業所 牟婁あゆみ園



種別 書道 書道 工芸

作品

題名 無題 志 クリスマス・リース

氏名 濵田　将郁 国定　聡志
なごみ班

  石谷・糸川・畑本・小坂・古久保・山田・
奥谷・池本・森・北山・熊野

 団体・市町村 児童デイサービスぱれっと 多機能型事業所ハッスル のぞみ園

種別 手芸 陶芸

作品

題名 無題 カエル
氏名 安達　望乃花 三井　智香子

 団体・市町村 児童デイサービスぱれっと 南紀あけぼの園

【和歌山・海草・有田展】
種別 絵画 絵画 絵画

作品

題名 癒し しまなみ海道 ぷれぜんとのWA
氏名 中川　朋美 澁田　大輔 ぷれぜんとのみんな

 団体・市町村 和歌山市 NPO法人和歌山自立支援センターともにー 生活介護事業所ぷれぜんと

種別 絵画 絵画 絵画

作品

題名 手のひらを上に 大きいお顔 アフリカの鳥
氏名 豊田　恵 西山　花弥 山下　恵理

 団体・市町村 生活介護事業所あい 生活介護事業所あい 和歌山市

種別 絵画 絵画 絵画

作品

題名 かめほーむ 不思議な生き物 仮面ライダー
氏名 小走　育也 池宮　弘登 山田　勝成

 団体・市町村 かめのこ むぎピース 有田川町おもと園



種別 絵画 書道 書道

作品

題名 がっこう 龍 夕焼け小焼け
氏名 南　美砂子 岡野　成保 澤田　康

 団体・市町村 有田川町おもと園 （福）哲人会　小倉園 グループホームあいショップ

種別 写真 版画 工芸

作品

題名 トンネルの向こうは？ ブルース・リー 花柄宇宙
氏名 奥野　拓英 田井　聖亜羅 中前　舞美耶

 団体・市町村 生活介護事業所あい 紀北支援学校 （一社）パーソナリティカレッジ　エジソン

種別 手芸

作品

題名 江美のモールのショルダーバック
氏名 森畑　江美

 団体・市町村 NPO法人プレイス


