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ARTS for HOPE／Wonder Art Production
アートを活用した環境美化活動実績

Wonder Art Productionでは2003年から都⽴公園のリノベーションを⼿がけ、古くなった遊具や落書きのある外壁を明るいデザイ
ンに塗り変え、安全で健康的な空間を創りだしています。また、全国の医療施設のリノベーションでは、施設の外壁や内装、標識や
ベンチなどを塗り変え、無機質になりがちな病院環境を温かみのある空間に変えています。
ARTS for HOPEは東⽇本⼤震災以降、東北の⼦どもの施設や仮設住宅で、周辺環境を明るく変えるデザインプロジェクトを⼿が
けています。

2003年 埼⽟県済⽣会栗橋病院／⼩児病棟ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ 総合受付前廊下
東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／通⾏用ﾄﾝﾈﾙ内壁画

2004年 埼⽟県済⽣会栗橋病院／
院内公園ﾍﾞﾝﾁ・総合受付ﾛﾋﾞｰ･ﾌﾟﾗﾝﾀｰ&ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ
東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／ﾘｽ公園

2005年 埼⽟県済⽣会栗橋病院／
受付･ﾛﾋﾞｰ用絵画･病院ｻｲﾝ･ﾌﾟﾗﾝﾀｰ&ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ
東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／ﾌﾞﾀ公園

2006年 埼⽟県済⽣会栗橋病院／処置室通路
東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／じゃぶじゃぶ公園

2007年 埼⽟県済⽣会栗橋病院／ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室
東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／ﾃﾞｺﾎﾞｺ壁と階段

2008年 東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／ﾘｽ公園
2009年 東京都⽴駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／第⼀球技場壁画
2010年 東京都立駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園／陸上競技場壁画

2012年 宮城県東松島市／ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝやもと応急仮設住宅

2012年 宮城県東松島市／ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝやもと応急仮設住宅

2013年 福島県南相馬市／インドアパーク南相馬

【活動実績】 宮城県気仙沼市／学童福祉施設 ほっぷ
福島県南相馬市／しらゆり公園
福島県南相馬市／個⼈宅
福島県南相馬市／よつば公園
福島県南相馬市／⼩川公園

2014年 福島県南相馬市／橋本町児童センター
福島県南相馬市／⻘葉公園
福島県南相馬市／上町児童センター
福島県いわき市／⼩名浜⻄⼩学校
福島県南相馬市／東町児童センター
福島県相馬市／公⽴相馬総合病院 ⼩児科病棟
福島県福島市／わんわん学童クラブ
宮城県気仙沼市／学童福祉施設 ほっぷ

2015年 岩⼿県⼤船渡市／宮⽥仮設住宅 集会所
岩⼿県⼤船渡市／⼤⽴仮設住宅
岩⼿県⼤船渡市／復興⾷堂『羅・萌⾐瑠〜ら・めーる〜』
岩⼿県⼤船渡市／⻑洞仮設住宅
福島県福島市／飯舘村⽴草野飯樋幼稚園

2016年 福島県相馬市／公⽴相馬総合病院 ⼩児科病棟
宮城県仙台市／旭第⼀ビル（ARTS for HOPEアートセンター）



【参考資料】 アートリノベーション実績

病院
福島県相馬市 公⽴相馬総合病院 ⼩児科病棟

⼩児科病棟の病室7部屋・⼤部屋2部屋・廊下を、先⽣方、看護師さん、患者さん、付き添いのご家族、ボランティ
アの皆さんと共に、入院⽣活を送る⼦どもたちが少しでも心穏やかに過ごせる優しく温かな空間へと塗り替えました
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【参考資料】 アートリノベーション実績

病院
福島県相馬市 公⽴相馬総合病院 ⼩児科病棟

入院⽣活を送る⼦どもたちが健やかに、豊かな未来へ羽ばたくという願いを込め「豊かな育み」をテーマに開催。処置
室、2つのプレイルーム、⼩児科病棟等の廊下を明るくあたたかな空間へ塗り替えました。
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廊下には柔らかなパステル調のハートの木が完成



【参考資料】 アートリノベーション実績

⼦どもの施設
福島県南相馬市 室内パーク

⼦どもたちの遊び場“インドアパーク南相馬”の無機質な外壁を塗り変え、明るく、⼈が集まりやすい親しみあるイメ
ージに⽣まれ変わらせました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

学童福祉施設
宮城県気仙沼市 障がい児者福祉施設 ほっぷ

無機質なユニットハウスで建設された障がい児者施設の外壁を⼦どもたちが選んだデザインに基づき明るく塗り変えました。

 

[建物裏側]
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【参考資料】 アートリノベーション実績

学童福祉施設
福島県福島市 わんわん学童クラブ

無機質なユニットハウスで建設された障がい児者施設の外壁を⼦どもたちが選んだデザインに基づき明るく塗り変えました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

学童福祉施設
気仙沼市 障がい児者福祉施設 ほっぷ

昨年実施した同施設にて、増築されたユニットハウスの外壁を職員さんたちのリクエスト頂いたデザインに塗り変えました。
⼦供たちもペンキ塗りに興味津々で参加し⼀⽣懸命お⼿伝いをしてくれました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

児童センター
福島県南相馬市 橋本町児童センター

⽼朽化した児童センターを⼦どもたちが明るく穏やかに過ごせる⾊合いに塗り変えました。児童センターの先⽣方、
⼦どもたちからのリクエストにお応えし、内壁には虹を描きました。自分達の⽣活の場所を自らの⼿で⽣まれ変わら
せたことで、施設への愛着が芽⽣え、落書きをすることが無くなりました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

児童センター
福島県南相馬市 上町児童センター

⽼朽化した児童センターを先⽣方、⼦どもたちからのリクエストにお応えし、パステルカラーで彩り、優しく明るい空間
へ塗り変えました。⼦どもたちは始めてのペンキ体験に⼤興奮の中、たくさんお⼿伝いをしてくれました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

児童センター
福島県南相馬市 東町児童センター

117名の⼦どもたちが通う児童センターの外壁・内壁を先⽣方、⼦どもたちと共に清々しい空間へと塗り替えました。
⼿すり部分は⼦どもたちが好きな⾊を好きな場所に⼀筆ずつ入れ、117名全員で作り上げた作品となっています。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

アートセンター
宮城県仙台市 旭第⼀ビル（アートセンター）

障がいの有無・世代を超えて⼦どもたちが集い、豊かな創造⼒を育むARTS for HOPEアートセンタが⼤きく変身しま
した。⼦どもたちの創造⼒が無限に広がる空間として清潔感溢れる⽩⾊へ、ドアやトイレ等は明るく塗り替えました。
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画材入れの古い金庫も大変身



【参考資料】 アートリノベーション実績

⼩学校
福島県いわき市 いわき市⽴⼩名浜⻄⼩学校

先⽣方、⼦どもたち、ボランティアの皆さんにお⼿伝い頂き、⽼朽化・汚れがひどかった校内プールは劇的に⽣まれ
変わりました。⼦どもたちからは、「綺麗なプールで今年は⽔泳の頑張ります！」との声も聞こえてきました。

 

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

AFTER

BEFORE



【参考資料】 アートリノベーション実績

幼稚園
福島県福島市 飯舘村⽴草野飯樋幼稚園仮設園舎

東⽇本⼤震災以降、原発事故の影響を受け福島市へ避難、草野幼稚園と飯樋幼稚園が合併し仮設園舎にて合同運営を続
けている飯舘村⽴草野・飯樋幼稚園。プレハブで出来た灰⾊の園舎は世界でたった1つだけの彩り豊かな幼稚園へと⼤変身を遂
げました！⼦どもたちの健やかな成⻑を願い、園舎には空へ・未来へ羽ばたく⿃と、緑豊かな⽊々を描きました。
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飯舘村の子どもたちがより豊かに、
より幸せに成長するよう願いを込め
て描いた空へ・未来へ羽ばたく鳥。

子どもたちが描いたしゃぼん玉・
花・鳥の作品は遊戯室外壁に設置
され、自分の作品を見つけた子ど
もたちからは「あった！」と嬉し
い歓声があがりました。



【参考資料】 アートリノベーション実績

市⽴公園
福島県南相馬市 しらゆり公園

屋外外出規制を余儀なくされているうちに寂れてしまった公園を⼦どもたちがワクワクするような公園に⽣まれ変わら
せました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

市⽴公園
福島県南相馬市 よつば公園

屋外外出規制を余儀なくされているうちに寂れてしまった公園を⼦どもたちがワクワクするような公園に⽣まれ変わら
せました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

市⽴公園
福島県南相馬市 ⼩川公園

屋外外出規制を余儀なくされているうちに寂れてしまった公園を⼦どもたちがワクワクするような公園に⽣まれ変わら
せました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

市⽴公園
福島県南相馬市 ⻘葉公園

屋外外出規制を余儀なくされているうちに寂れてしまった公園を⼦どもたちがワクワクするような公園に⽣まれ変わら
せました。

 

BEFORE BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

BEFORE

AFTER

AFTER

BEFORE



【参考資料】 アートリノベーション実績

仮設住宅
岩⼿県⼤船渡市 宮⽥仮設住宅集会所

⼤船渡市アートリノベーション第⼀弾として、様々なコミュニティ活動が開催される宮⽥仮設住宅 集会所外壁を明
るく⽣まれ変わらせました。住⺠の皆さんからは、「明るくなって気分が変わる」「明るくなって嬉しい！」との声が寄せ
られています。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

仮設住宅
岩⼿県⼤船渡市 ⼤⽴仮設住宅

⼤⽴仮設住宅の皆さんからのリクエストにお応えし、ペンキが剥げた住宅内のベンチ11脚、掲示パネル1台を明るく
ポップな⾊に塗り替えてリニューアルしました。完成後は参加者全員で喜びを分かち合いました！
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【参考資料】 アートリノベーション実績

仮設住宅
岩⼿県⼤船渡市 ⻑洞仮設住宅

仮設住宅敷地内に設置された100台程のベンチとテーブルを塗り替え、清々しいグラデーションや鮮やかな⾊合い
のベンチとテーブルが完成しました。明るく⽣まれ変わったベンチやテーブルが皆さんの⽣活に温かな彩りをお届け出
来ることを心から願う活動となりました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

復興⾷堂
岩⼿県⼤船渡市 『羅・萌⾐瑠〜ら・めーる〜』

⼤船渡の碁⽯海岸にある復興⾷堂『羅・萌⾐瑠〜ら・めーる〜』からご依頼をいただき、プレハブ店舗を明るく塗り変えました。20
年以上営んできた⺠宿と自宅を震災で失い、仮設住宅で⽣活を続けながらも、自宅跡地で再建を図る店主からの依頼は「被災
のイメージを払拭するような明るい外観にしてほしい」というもの。その思いに応えたい⼀心で開催した3⽇間に亘るプロジェクトにより
復興⾷堂は⼤きく⽣まれ変わりました。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

福島県南相馬市 個⼈宅
南相馬アートリノベーション第⼀弾の新聞記事を⾒た住⼈の方より、原発から18キロの自宅周辺には家々は無
く、⽡礫だけ残る景⾊が広がっている。この寂しい景⾊をなんとか元気にしたいという希望を受け、個⼈宅の塀に⾊
とりどりの希望の花を描きました。今では現地視察に訪問する皆さんのランドマーク的役割を果たしています。
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【参考資料】 アートリノベーション実績

病 院

 

 

 

 

 

 

埼⽟県済⽣会栗橋病院 ⻑野県⽴こども病院

 

⼦どもたちが治療に向かう処置室の廊下を明るく塗り変えて苦痛を和らげたり、敷地内の公共物に楽しいデザイン
を施して病院全体を温かな雰囲気を創りだしています。



【参考資料】 アートリノベーション実績

公 園

 

 

 

 

 

 

東京都⽴駒沢オリンピック公園

 

暗く汚れた雰囲気で治安が悪化し、利用者が減っていた空間を、安心して気持ちよく過ごせる公共スペースに再
⽣しています。


