
                        

「ナスバギャラリー ＩＮ 東京」の実施報告について 

                          
 
 
【概要】 
  国土交通省と共催による「ナスバギャラリー ＩＮ 東京」では、被害者支

援と自動車事故防止に資することを目的に、交通遺児等のコンテストの絵画

入賞作品や重度後遺障害者の方々の創作作品等を展示して、自動車事故被害

者の現況を知って貰うとともに同様の被害者を発生させてはならないという

事故防止の意識の醸成を図り、加えてナスバの被害者支援制度のＰＲと自賠

責保険の周知を行いました。 

    また、昨年に引き続き、実施時期について、秋の全国交通安全運動及び国

土交通省による自賠責制度広報・啓発活動が実施される９月に合わせて行い

ました。 

 
１．日時 平成２８年９月５日(月)～９月１１日(日) 

 
２．共催･協賛   主催 (独)自動車事故対策機構 
          共催  国土交通省 
          協賛 (公財)交通遺児等育成基金 
          後援 (公財)交通遺児育英会 

 
３．会場 三越本店本館地下出入り口前 
     (東京メトロ半蔵門線三越前駅と銀座線三越前駅間を結ぶ地下通路) 
  

４．開催概要  
①交通遺児等の H２７年度絵画コンテスト作品 

  ･最優秀賞５点 、金賞５点 、銀賞１５点、 
銅賞５０点、ファミリー賞１０点               計 ８５点  

 
②NASVA 介護料受給者の創作作品 

  ･全国から集めた介護料受給者等の創作作品(絵画、絵はがき、川柳等) 
                           計 ５０点 

 

被害者援護部 



③展示パネル等 
・ナスバ組織概要パネル 
･被害者援護業務のパネル 

(療護センター、介護料支給、交通遺児貸付及びホットライン）) 
･安全指導業務のパネル  
（ナスバネットの概要） 
･自動車アセスメント業務のパネル 

(アセスメント概要、衝突安全性能、予防安全性能) 
   ・自賠責制度概要パネル 

･関係団体援護制度のポスター 
○国土交通省 「自賠責ポスター」 
○交通遺児等育成基金 「交通遺児育成基金案内ポスター」 
○交通遺児育英会   「育英会奨学金募集ポスター」 

 
５．来場者数     約 １９，５００人（推計） 
            （※通りすがりながらの鑑賞者も含む）  
                    （※参考 H27 年 約 18,000） 

 
６．展示の模様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 



主催　独立行政法人 自動車事故対策機構
　　共催　国土交通省
　　協賛　公益財団法人 交通遺児等育成基金
　　後援　公益財団法人 交通遺児育英会

◆期間：平成 28 年 9月 5日 ( 月）～ 9月 11 日（日）

◆場所：東京日本橋（三越本店本館地下出入り口前）

平成 28 年度「ナスバギャラリー IN東京」

～メッセージ集～
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◦�それぞれ力作ばかりで、色彩のきれいな絵、夢のある絵、元気の出る絵、素晴らしかったです。

◦�皆様明るく上手に描いていてビックリしました。大変つらい思いをなさったと思いますがこれからも頑張って絵を描いて下さい。

◦�やさしい絵が多く、心がやすらぎました。立ち止まって「ゆっくりでいいのですよ」と云われた気がしました。

◦自分が言うのも�失礼ですが、交通遺児の皆さんにガンバレ。感動しました。

◦思っていることを表現されて、１枚１枚とても良い絵だと思います。

◦�子供達のいきいきとした絵に感動させられました。まだまだ日本はすてたものじゃない！
　こんなにすばらしい子供達がいっぱいいる。今日はすばらしい作品に出会えて「ありがとう」

◦みなさん絵が上手だなと思いました。

◦�すてきな絵画をありがとうございます。失ったものはとても大きく心が痛んだかと思いますが、
　何事にも負けずにがんばってください。

は じ め
　ナスバでは、平成 28 年 9 月 5 日（月）から 9 月 11 日（日）の 7 日間、一般の方々に被害者への支援の
必要性や安全運転の意識を高めていただくことを目的とし、東京三越本店地下出入り口前において、「ナス
バギャラリー IN 東京」（通算 4 回目）を開催いたしました。
　ギャラリーでは、友の会会員の方の作品 85 点（27 年度絵画コンテスト入賞者作品）のほか、NASVA
介護料受給者の方々の創作作品 50 点の展示を行いました。
　開催期間中は、約 19,500 人の方に鑑賞していただき、多くの方から作品に対するメッセージを頂戴しま
した。そのメッセージを集約しましたので皆様にお届けいたします。

に

交通遺児の作品へのメッセージ
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◦�素敵な絵が沢山あり、見ていてとても楽しかったです。皆さんの絵を見るととても元気が出ます！！

◦�みんなの想いが絵を通して伝わってきました。

◦�絵から沢山の想いが伝わってきました。とても感動しました。
　これからも頑張って描いてください。応援しています。

◦�皆うまくかけていますね。

◦�力作ぞろいに驚いています。絵は時間をかけただけ、奥行きのある素晴らしい絵が描けると思います。
　どうかゆったりと楽しく、沢山描いてください。ありがとうございました。

◦�絵の所までスーと体が引き寄せられて楽しませて頂き、何か感じるものがあり私も何かやらなくてはという希望を頂きました。
ありがとうございます。

◦�ひとつひとつの絵に一生懸命、そしてまごころを感じました。

◦�すごいなの一言。お父様が亡くなって苦しい中でも自分の環境、世界の環境を見て大切なことを学んでいく内容に思わず涙が出
ました。小学校５年生の時に私がこんなことを思えなかったし、今でも今ある幸せが当然と思ってしまっていて忘れてることも
あります。今改めて気づくことが出来ました。ありがとうございます。

◦�色そのものに力強さを感じました。とても素晴らしかったです。これからも期待しています。

◦�前向きな絵ばかりでした。これからもどうぞがんばってください。

◦�私の主人の父親も交通事故で彼が５歳の時に亡くなりました。母子家庭で育ち、強い精神力を持ち立派に生きています。皆様も
頑張って下さい。

◦明るく元気のある作品が多く感動しました。

◦�私の知人は今年交通事故で幼い命を亡くしました。作品をひとつひとつ見ながら、生きていてほしかったという思いが蘇り、今
生きている皆さんが明るく過ごされるよう願います。これからも作品を作っていってください。
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◦�とても明るく力強い作品を見せて頂きました。色使いも良いしこれからも絵を描く楽しさを忘れないで下さいね！

◦�お寺でグリーフケアをやっています。今日は偶然に見せていただいて本当にありがとうございました。悲しいこともいっぱいあ
ったと思います。でも絵には温かさが溢れています。辛いときは周りの人に話して下さいね。応援しています。

◦�色使いや形がとても上手に描けていたと思います。

◦�絵は心を表してくれて、他の人達にも直接伝わっていきます。もっともっとたくさん絵を描いて、心を豊かにして大きくなって
下さい。

◦悲しみを乗り越えて成長してほしい。

◦�力強い作品ばかりで見ていて楽しかったです。これからも何か思ったり感じたことがあれば絵を描いてほしいと思いました。

◦�つらく大変だったことと思います。作品を見て皆様が前向きに生きておられる姿を想像し、　胸が熱く感動しました。私も夫を病
気で亡くして子供３人を育て、今は孫にも恵まれてやっと安堵の時を過ごし、今こうして作品を拝見させていただける時間を得
られ幸せに思っています。

◦ �NASVA友の会会員です。自分の絵が飾られていて嬉しかったです。今回は銅賞だったので、次は銀賞をとれるよう頑張ります。

◦�子どもの絵に、気持ちがホッとしました。
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◦�腕や口で筆を持って描いた作品とは思えないものが多くありました。

◦�とても優しい心が感じられました。リハビリ、努力も感じます。どうぞこれからもお身体を大切に頑張って下さい。
　周りの方々の心遣いも感じられました。

◦重度後遺障がい者の方の作品がすごいと思いました。

◦�手足が不自由にも関わらず、とても上手に書けていると思いました。

◦�重度障害を負ったり、大切な人を亡くされたり、本当に大変な思いをされながらも前向きに生きておられるという事が作品か
ら伝わってきました。人間の可能性は果てしない。私も頑張ろうと勇気をいただきました。私も悩みとか色々ありますが、頑
張ります。お互い輝きましょう。

◦�素晴らしい作品が沢山ありました。今後も作品づくりを頑張って下さい。

◦�交通事故で障がい者となっても前向きに頑張れるのは、周りの人の一言やアドバイス、そして本人の努力のたまものだと学び
ました。

◦�口で筆を持って書かれた絵を見て、細かさに感動しました。

◦�つらい事をたくさん経験され、心が痛みます。でもこうして作品を作れるようになり、
　表現できるようになり、どの作品にもパワーがあります。

◦�リハビリを兼ねて作品作りをされていることに驚きました。

◦�切り絵の作品がステキでした。

◦�健常者以上に素晴らしく描かれており、私など恥ずかしくなります。障害をお持ちでも心から描かれているのですね！！素晴
らしいです。感動しました。

重度後遺障がい者の作品へのメッセージ
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◦作品全般に希望があふれていました。

◦�作品に添えた作者の写真を目にして、生活の大変さや介護をして支える方々のご苦労を思いました。
　がんばっている姿、数々の作品にこちらが勇気づけられありがたく思っております。

◦�素晴らしい作品。人には必ず使命があると思います。

◦�今まで交通事故の被害者のことを考えた事はなかったです。大変な事だと思いました。
　作品を作られるまで大変だったこととお察しします。作品はとても良かったです。

◦�身体が不自由な方々が明るく元気に暮らされていて、感動して元気づけられました。

◦�日常生活がとても困難と思いますが、これからも頑張って楽しい生活をお過ごしください。

◦�家族との（関係の中で）葛藤を吐露されている作品には、やはり足を止めて考えることがありました。

◦�イラスト、写真もとてもすばらしく、作者の視点の温かさや、ご本人の精神力が伝わってきます。

◦�交通事故にあいながら一生懸命に生きている人たちがいるのに、体が動ける自分はもっとがんばらねばと思いました。現在左
膝半月板を損傷していますが仕事しています。

◦�自分は健康でいるのに、同じ立場に立ったときこのように前向きに生活できるだろうかと考えました。

◦�明日は我が身であり、他人事のようには思えませんでした。皆様の絵を励みに毎日をしっかり生きなくてはと思うばかりです。
絵はぜひ続けて頂きまた拝見させて下さい。ありがとうございました。

◦�これからも、自分のクリエイティブな欲に応えるものをどんどん作り続けていってください。

◦�私は健常者ですが、私の水彩よりはるかに上手で感心しました。もっと真面目に水彩画を描きます。

◦�交通事故にあっても頑張っているのが大変良かった！今後も良い作品を作って下さい。



6

◦�ある日突然、事前に予測できない事態に巻き込まれて、身体の機能に重大な変化を受けることになるという大きな試練に負け
ることなく、日々、創作活動に打ち込まれている努力と勇気、それに創作を楽しまれている精神の豊かさにとても励まされた
気持ちです。ありがとうございます！

◦��これからもお体に気をつけて創作活動をがんばってください。期待しています。

◦�苦難な日々の中でも、希望を失わないという意思が感じられました。五体満足な自分より、ずっと立派だと思いました。

◦�素晴らしい作品ばかりです。動かない身体でリハビリをしながら、ここまで出来たのは素晴らしいです。勇気をもらいました。

◦�私も 20 歳の時に交通事故に遭い首を損傷し、30 年たった今でも雨が降ると頭痛がします。幸い身体は元気ですので私も精一
杯頑張らないとという思いに駆られました。

◦�熱中する何かがあるということは、とても素敵な事だと思います。

◦��こんなに素晴らしい作品を見られて感動しました。明日は我が身。みんな交通事故までは普通に生活されていた方なのですよ
ね。人間の素晴らしさを感じました。ますますのご活躍をお祈りしております。
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◦�どの作品も力強い作者の思いが込められていて良かったです。

◦�いろいろな人が一生懸命描いたのが分かりました。

◦�何も偉そうな事は言えませんが、前向きに頑張ってる姿は単純にすごいなと尊敬します。

◦�創作者の方の様々な思いが伝わってきました。

◦�とても素晴らしい作品でした。感動を頂きました。

◦�良い作品の数々を拝見しとても良い経験となりました。ありがとうございました。

◦�勇気・強さを感じました。

◦�今回、初めて見ました。目に焼きつけ、これから車の運転等、気をつけたいと思いました。

◦�また来年も来たいと思います。色使いがきれいでした。

◦�ご自身の努力に感動。支えて下さるみなさんに対する感謝の気持ちにも感動しました。

◦�どんな場合にも自分を信じて生きていって欲しいです。

◦�偶然通りかかって作品を見ました。とてもいい絵だと思いました。楽しい絵をありがとうございます。

◦�思いが込められた作品を拝見致しました。見習いたいです。

◦�くじけることなく頑張って下さい。私は 80 歳のおばあちゃんですが、
　行き会えてとても良かったです。

◦�皆さんの努力に頭が下がります。

◦�どんなことがあっても、そこに助けてくれる人（家族、友人、他）がいると思います。

◦�自分じゃ書けないと思いました。

すべての作品へのメッセージ
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◦�心がこもっている感じが伝わってきました。

◦�素晴らしいです。

◦�私も、今までより頑張っていこうと思います。皆さんの今後の人生が、よい人生となりますよう祈っています。

◦�どの作品も素晴らしく、感銘を受けました。

◦�細かくて丁寧に描かれている作品は、気持ちがこもっており、思わず立ち止まって見入ってしまいました。

◦�皆さんの気持ちが伝わってきて感動しました。

◦�パワーをいただきました。ありがとうございます。

◦�がんばっておられる方々に、ただただエールを送りたいです。

◦�これからも素敵な作品を創ってください。

◦�皆様の作品を拝見して、生きる事の力強さ・たくましさを感じました。

◦�辛いと思うのに、作品はとても明るく感じられました。

◦�どうしたら力になれますか。交通事故の被害にあった方に、自分は何ができるか考えさせられました。

◦�私達は福島県に住んでおり、車での生活が身近です。一歩間違えば・・・という事を改めて実感し安全運転に努めようと感
じます。今日は素敵な絵に思わず目が止まり、縁あってコメントを寄せさせて頂きました。これからも頑張って下さい。

◦�みなさんが笑顔で過ごせたらいいなと思います。

◦�情感が豊かに描かれているものも多く、感心させられました。

◦�これからも作品を通じて会える事を楽しみにしています。

◦�素敵な作品ばかりでついつい足を止めてしまいました。素晴らしかったです。
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◦�ご家族との思い出や、ご家族への想いが絵に込められていて、今後も大切な時間を過ごしてほしいと思いました。

◦�豊かな発想や色彩に感激しました。

◦�皆を思いやる気持ちと感謝が表現されていました。

◦�とても魅力的な作品ばかりで感動しました。そしてすごく勇気をもらいました。
　大変とは思いますがまた素敵な作品が観られる日を心より楽しみにしています。

◦�今日の出逢いにありがとうございます。

◦�交通事故に遭われた方のイメージがとても変わりました。

◦�絵画や書道、絵手紙などいろいろな作品があり楽しく観ました。
　また皆さんの作品が観たいです。素敵な作品をありがとうございました。

◦�また作品をみせていただきたいです。

◦�各々の可能性をこれからも伸ばして頑張ってほしいです。

◦�色々なことがあったと思うし、これからもあると思いますが、強く生き抜いてほしいです。
　とても素敵な作品ばかりでした。

◦本格的な作品に感動しました。

◦�また機会があれば作品を見せていただきたいです。

◦�皆さんに元気をもらいました。今日はありがとう。

◦�私も昨年事故を起こし入院生活を送りました。相手の方にも怪我をさせてしまいましたが、幸い一日の入院で済みました。
私もこの作品を作られた方のような多大なけがで、人生を変えてしまうかもしれなかったのだなと改めて感じました。再び
ハンドルを握っていますが、十分気を付けて運転するよう心掛けようと思います。そうした事を思い出させて頂きありがと
うございました。これからも素晴らしい作品を作り続けて下さい。
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◦�個性があっていい作品ばかりで、ほっこりしました。

◦�交通事故によって苦労が多いと思いますが、前を向いて生きておられるなと作品から伝わってきました。

◦�作品についてのコメントがとても力強く、深く心にしみて我々が勇気をもらう生命力の強さを感じました。色彩は心の色を
表していると思います。自分自身が描いた作品と向き合いながら、次の作品への意欲が明日の自分へのエールとなっていけ
るといいなと思いました。

◦�心にしみて来ます。

◦�一生懸命大切に生きていくという事を改めて感じさせられました。
　そして一生懸命作られた作品にとっても癒され、気持ちが和みました。

◦�一緒に見た子供が大変感心していました。

◦�素敵な作品をたくさん見ることができ嬉しかったです。
　たくさんたくさん苦労と努力を重ねてきた結果が作品から伝わってきました。

◦�絶対に事故を起こしてはならない！と思いました。

◦�事故に遭われた方の強く生きる力を感じられる作品ばかりで、とても勇気をもらうことが出来ました。普段ではなかなかこ
ういった作品を見るきっかけがないので、とても貴重な時間になりました。また機会があれば展示会をしてほしいです。

◦�皆様が前を向いて生きていらっしゃるのが伝わってきました。

◦�動物の絵（猫など）や花の絵、風景画、絵手紙などとてもよく描けていますね。
　とても力強く頑張っていると思います。この作品を見て、交通事故は不注意で
　加害者にも被害者にもなるから、よく注意して事故を防ぎたいと思いました。



多くの作品を提供していただき、
ありがとうございました。
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