
 

 

 

 
 

２０２１年度「かんでんコラボ・アート」展示会開催 
 

 ２ ０ ２ ２ 年 ２ 月 １ ８ 日 
関西電力株式会社 

 
当社グループは、一般財団法人共済会記念文化財団と共同で、２０２２年

３月４日から３月１１日まで、堂島リバーフォーラム１階ホールで障がい者
のアート公募展「かんでんコラボ・アート」を開催します。  
 本公募展は、当社グループの社会貢献活動の一環として、障がいのある
方々から絵画や立体作品等を公募し、入選作品等を展示するものです。 
  
２１回目を迎える今年度は、関西一円から３９６点のご応募をいただき、

一般部門から１７点（うち最優秀賞１点、審査員特別賞５点、Firstコラボ賞
※１点）、過去に受賞歴のある方が対象のLegend部門から１点（Legendコラボ
賞）の計１８点の受賞・入選作品を選出いたしました。 
本展示会では、受賞・入選作品に加えて、最終審査対象作品も含めた合計

５７点を展示いたします。 
 
また、より多くの方々に多彩なアートを楽しんでいただくため、当社ホー

ムページにて、ＷＥＢ展示会を３月（日程未定）から公開します。 
  
当社グループは、「かんでんコラボ・アート」を、障がいのある方々に、ア

ート創造を通じて自己を表現する喜びを感じていただき、また作品をご覧い
ただく方々に、その魅力や可能性を感じていただける場としてお届けし続け
たいと考えています。 
 
当社グループは、今後も地域社会の一員として、地域社会のみなさまとと

もに発展することを目指し、「かんでんコラボ・アート」をはじめ、様々な取
組みを進めてまいります。 

以 上 
 
※かんでんコラボ・アート初応募者を対象とした賞 

 
別紙１：２０２１年度「かんでんコラボ・アート」の概要 
別紙２：２０２１年度「かんでんコラボ・アート」展示会のご案内 
 
参考：かんでんコラボ・アートＷＥＢページ 
https://www.kepco.co.jp/sustainability/society/contribution/collabo/index.html 

 

https://www.kepco.co.jp/sustainability/society/contribution/collabo/index.html


 
 

別紙１ 
 

２０２１年度「かんでんコラボ・アート」の概要 

 
１．実施目的 
当社グループの社会貢献活動の一環として、障がいのある方々に、アートの創

造を通じて自己を表現する喜びを感じていただき、また作品をご覧いただく

方々に、その魅力や作者の可能性を感じていただける機会づくりを目的に実施

しています。 
 
２．実施内容 
 ○公開展示会 
   期 間：２０２２年３月４日（金）～３月１１日（金） 

   時 間：平日 １０時００分～１９時００分 

       土日 １０時００分～１７時００分 

       （初日は１４時から、最終日は１５時まで） 

場 所：堂島リバーフォーラム１階ホール 

 
 ○ＷＥＢ展示会 

３月（日程未定）から、当社ホームページにて公開展示会の様子をご覧いた

だくＷＥＢ展示会を公開。 

 
３．実施体制 
 共  催：関西電力株式会社、一般財団法人共済会記念文化財団 
 特別協力：関西電力送配電株式会社、一般財団法人 たんぽぽの家 
 後  援：社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会、 

社会福祉法人 京都府社会福祉協議会、 
社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会、 
社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会、 
社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会、 
社会福祉法人 福井県社会福祉協議会、 
社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会、 
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会、 
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会、 
社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会、 
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会（順不同） 

 
  

https://www.dojimariver.com/access/


 
 

４．審査員（敬称略） 
今井 祝雄 （美術家、成安造形大学名誉教授） 
清水 啓一 （陶芸家、介護福祉士） 
中西 學  （現代美術家、大阪芸術大学短期大学部客員教授、博士（芸術）） 
森口 ゆたか（美術家、近畿大学教授、ＮＰＯ法人アーツプロジェクト副理事長） 
森本 紀久子（美術家、四天王寺大学名誉教授） 

 
５．お問合せ先 
「かんでんコラボ・アート」事務局 
住 所：〒５３０－００４７  
大阪市北区西天満５－１４－１０梅田ＵＮビル 関電サービス㈱内 
電 話：０８０－５６３４－６５００（受付時間：平日９時～１７時） 
ＦＡＸ：０６－６３６３－２２３０ 
E-mail：kd-c-art_2021@kandensv.co.jp 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

＜参考＞ 

■応募状況の推移 
 ２１年間の総数  １４，７７０点            （単位：点） 

2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 
916 977 1,128 606 645 640 

2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 
727 976 967 1,057 971 904 

2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
816 568 516 404 391 288 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 
370 507 396 

※2004 年度より応募規定を「１人（１グループ）１点」に変更。 
 
 
■過去２１年間の展示会 

  年度    公開展示会   巡回展示会 
2001 年度～2003 年度 キッズプラザ大阪 関西５ヶ所の巡回展示会 

2004 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー － 

2005 年度～2007 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー 関西７ヶ所の巡回展示会 

2008 年度～2009 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー 関西８ヶ所の巡回展示会 

2010 年度～2012 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー 関西９ヶ所の巡回展示会 

2013 年度～2014 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー 関西４ヶ所の巡回展示会 

2015 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー － 

2016 年度～2018 年度 梅田スカイビル 
空中庭園展望台ギャラリー 関西４ヶ所の巡回展示会 

2019 年度 堂島リバーフォーラム 
４階ギャラリー 関西３ヶ所の巡回展示会 

2020 年度～2021 年度 堂島リバーフォーラム 
１階ホール 

－ 
※WEB 展示会を実施 

 



※新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、
　 今年度の表彰式は中止とさせていただきます。



〒530-0047　大阪市北区西天満5丁目14-10　梅田UNビル　関電サービス（株）内
TEL：080-5634-6500　FAX：06-6363-2230　e-mail：kd-c-art_2021@kandensv.co.jp

審査員特別賞

Fi r s tコラボ賞

展示会場アクセス展示会場アクセス

共催 関西電力株式会社、一般財団法人共済会記念文化財団
特別協力 関西電力送配電株式会社、一般財団法人たんぽぽの家
後援 大阪府社会福祉協議会、京都府社会福祉協議会、滋賀県社会福祉協議会、奈良県社会福祉協議会、兵庫県社会福祉協議会、福井県社会福祉協議会、

和歌山県社会福祉協議会、大阪市社会福祉協議会、京都市社会福祉協議会、神戸市社会福祉協議会、堺市社会福祉協議会（順不同）
審査員 今 井 祝 雄／美術家、成安造形大学名誉教授

清 水 啓 一／陶芸家、介護福祉士
中 西 　 學／現代美術家、大阪芸術大学短期大学部客員教授、博士（芸術）
森口ゆたか／美術家、近畿大学教授、NPO法人アーツプロジェクト副理事長
森本紀久子／美術家、四天王寺大学名誉教授　（五十音順）

●交通機関/
・JR東西線「新福島」、阪神本線「福島」、
京阪中之島線「中之島」各駅より徒歩 約5分

・JR大阪環状線「福島」、地下鉄四つ橋線「肥後橋」
各駅より徒歩 約8分

・JR各線「大阪駅」徒歩 約15分

●観覧時間/ 3月4日（金） 14：00～19：00
平日　 10：00～19：00
土日　 10：00～17：00
（最終日は15:00まで）

●住　　所/大阪市福島区福島1-1-17

ABC
朝日放送関西電力病院

堂島川

土佐堀川

リーガロイヤル
ホテル

京阪電車中之島線

阪神本線

JR大阪環状線

JR東西線

国立国際美術館

堂島リバーフォーラム

新福島駅

福島駅

阪神福島駅

な
に
わ
筋

かんでんコラボ・アート事務局

ファースト

「あしあと」 乙訓若竹苑 生活介護

「歳時記」 西口 翔貴

「まんいんでんしゃ１りょうめ」 田中 一平

「紅葉」 むーさん
もみじ

「No title」 多田 雅哉

「明日から夏休み！わくわく集団下校」
横田 千春

堂島リバーフォーォーラム
1階ホール1階ホール


