
ペトロアンドヨゼフ

画家　田川 誠 
ディレクター　深澤 慎也



ペトロアンドヨゼフは、画家・田川誠とディレクター・
深澤慎也のアートユニットです。 

画家・田川誠 
長崎県出身、静岡県在住。長崎日本大学高等学校デザイ
ン美術科卒業。「目に見えない大切なものを描く」こと
をテーマに、絵画作品の制作と展示を行なっている。絵
画制作以外では、ワークショップ講師、舞台美術、商品
開発、書籍出版などを手がけている。 

ディレクター・深澤慎也 
静岡県出身、静岡県在住。田川と共に活動し、展覧会、
ワークショップ、商品開発、書籍出版等の企画・運営を
行っている。Macの向こうから－日本でつくるキャン
ペーン(アップル)、調布市文化会館開館20周年記念ホッ
ピー(ホッピービバレッジ)、長崎市立図書館開館10周年
記念カステラ(文明堂総本店)などを手がけている。

１ プロフィール



2021年 
8月 Pray for Peace Collection 2021 in 長崎 松が枝国際ターミナル(「平和のアート」作品の制作と展示) 
6月 関戸公民館ギャラリーにて「手でふれるいのちのぬくもり展」ミニ・生命のメッセージ展in多摩&お絵かきワークショップ開催 
2月 アップル「Macの向こうから - 日本でつくる」キャンペーン アンバサダー 
2020年 
12月 「たびにでかけよう」横浜 art Truth (個展) 
8月 被爆75年企画『Pray for Peace collection 2020』広島テレビ(「平和のアート」作品の制作と展示・ワークショップ講師) 
8月 静岡市主催事業「キットパス体験プログラム」静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（ワークショップ講師） 
7月 東京都調布市主催「おえかき」からはじまるアート！ 調布市文化会館たづくり(ワークショップ講師) 
1月 東京都多摩市主催「パネル展「絵の中のふるさと、光、いのち。～アートが放つ魂のきらめき～」」多摩市 永山公民館 (企画展) 
2019年 
12月 「みんなで描こうクリスマスツリー」 東京 国立ハンセン病資料館(アートイベント) 
11月 一般社団法人Spring主催「One Voice（ワンボイス）フェス!」東京 丸の内vacans (美術協力) 
10月 みらーと東部拠点 第1回支援人材育成研修「アートとこころ～障害者の表現と魅力～」 静岡 みしま未来研究所 (トークイベント・ワークショップ講師) 
 9月  「おいしいものシリーズ～チャイナタウン～」 横浜 art Truth (個展) 
 8月 法務省主催事業 「ハンセン病に関する親と子のシンポジウム」 静岡 グランシップ (美術協力) 
 8月 日本理化学工業株式会社主催 「キットパス100人の皆画展」 渋谷 パン・オ・スリール (企画展) 
 7月 駿府匠宿20周年記念事業 「キットパスでらくがき大会・いろいろワークショップ」 静岡 駿府匠宿 (アートイベント) 
 6月 Special Beauty Japan 2019 おえかきワークショップ 渋谷 YAMANOホール (ワークショップ) 
 5月 菊池恵楓園金陽会絵画展付帯事業 「キャンバスにあつまれ！」 東京 国立ハンセン病資料館 (アートイベント) 
 5月  「虹のじんけんのもり」 静岡 千本プラザ (ライブペインティング) 
 3月 URBAN RESEARCH DOORS 「キットパスdeステンシル」 静岡 アーバンリサーチドアーズ (ワークショップ) 
 3月 WB2019キャンペーン 「青いじんけんのもり」 静岡 223cafe (アートイベント) 
2018年 
 11月 沼津市主催事業 キットパスdeおえかき「自動車に描こう」@arcomichi 静岡 沼津アーケード名店街 (アートイベント) 
 11月  「おいしいものシリーズ」 二子玉川 ナチュラルクルー (個展) 
 10月  キットパスdeおえかき「自動車に描こう」 静岡 片浜北公園 (アートイベント) 
 9月 沼津市社会福祉協議会主催 キットパスdeおえかき「おおきな窓に絵を描こう」 静岡 千本プラザ (アートイベント) 
 8月 日本理化学工業株式会社主催 「キットパス皆画展」 渋谷 パン・オ・スリール (企画展) 
 8月 日本理化学工業株式会社主催 「キットパス皆画展」 板橋 creation　space　en∞juku (企画展) 
 8月  「キットパスdeハンドスタンプトートバッグ」 熱海 仲道公民館 (ワークショップ) 
 6月  沼津出身の歌人・明石海人「白描」絵画制作・展示 静岡 千本プラザ (絵画制作) 
 5月 一般社団法人Get in touch! トークイベント開催 東京 東AZUMA (トークイベント) 
 5月 静岡市主催事業 「キットパスdeらくがきアート」  静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター (アートイベント) 
 4月  「青いじんけんのもり」 静岡 223cafe (個展) 
 1月 長崎市立図書館10周年記念事業 文明堂カステラ・トートバッグ・手ぬぐい・ポストカードのためのキービジュアル制作  長崎市立図書館 (企画展)

２ 経歴



2017年 
 11月 ハンドスタンプアートプロジェクト 「じんけんのもり」展 東京 国立ハンセン病資料館 (アートイベント) 
 10月 放課後等デイサービスkonoki主催 「楽木祭」 静岡 konoki (ライブペインティング) 
 10月  「望郷」 横浜 art Truth (個展) 
 7月 日本理化学工業株式会社主催 「キットパスの皆画展」 渋谷 パン・オ・スリール (企画展) 
 7月  アトビバ2017 銀座 清月堂画廊 (企画展) 
 6月  「ハンセン」 静岡 千本プラザ (個展) 
 5月 日本橋三越本店 「ねこ・猫・ネコ-全館ねこづくし」 東京 日本橋三越本店 (出展) 
 4月  「Warm Blue」 静岡 BLUE BOOKS cafe (個展) 
 4月  「Warm Blue」 静岡 223cafe (個展) 
2016年 
 11月 「ハンセン病XファッションXアート」展 東京 国立ハンセン病資料館 (グループ展) 
 10月 東京コレクション(Amazon Fashion Week TOKYO) tenbo2017S/S 東京 表参道ヒルズ (キービジュアル) 
 10月 「なつかしいかおり」 二子玉川 ナチュラルクルー (個展) 
 10月 世界お茶まつり 茶杓の筒画制作 静岡 グランシップ (美術協力) 
 8月 木根尚登（TMネットワーク）制作総監修 山田尚史「君を想う」   (CDジャケット) 
 7月  「クリエーターが選ぶ日常使いのデザイン展」  静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター (企画展) 
 6月  アトビバ2016 銀座 清月堂画廊 (企画展) 
 4月 世界自閉症啓発デー Warm Blue 2016 青山 伊藤忠アートスクエア (アートイベント) 
 3月 クラウドファンディング 「月と森の記憶」公演プロジェクト成功  FCAジャパン株式会社 (https://greenfunding.jp/fca/projects/1380/) 
 3月 調布市文化会館20周年記念公演 「月と森の記憶」 東京 調布市文化会館たづくり (舞台美術) 
2015年 
 9月  作品集『月と猫』ができるまで  長崎市立図書館 (アート展、ワークショップ、トークイベント) 
 1月  「クリエイティブリユースでアート!」 東京 調布市文化会館たづくり (企画展) 
2014年 
 12月 作品集『月と猫』絵画展  静岡県立こども病院 (企画展) 
 11月 現代童画展 絵画展示  東京都美術館 (公募展) 
 5月  作品集『月と猫』出版  Peter and Joseph刊 (出版) 
 4月  作品集『月と猫』出版記念原画展 横浜 art Truth (個展) 
 4月  作品集『月と猫』出版記念原画展 長崎 List: (個展) 
 4月  作品集『月と猫』出版記念原画展 二子玉川 お茶と食料雑貨 Lasah (個展) 
2013年 
 11月  「Into The Woods」 静岡 223cafe (個展) 
 10月 クラウドファンディング 作品集『月と猫』出版プロジェクト成功   CAMPFIRE (http://camp-fire.jp/projects/view/704) 
 9月  「Into The Woods」 二子玉川 ナチュラルクルー (個展) 
 4月  「さわりたい光」 二子玉川 お茶と食料雑貨 Lasah (個展) 
 2月  「月と猫」 横浜 art Truth (個展)



2012年 
 11月  二子玉川アート＆マート 東京 二子玉川商店街 (アートイベント) 
 9月  「月と猫」 二子玉川 ナチュラルクルー (個展) 
 5月 フジテレビ 「ボクらの時代」(6/24放送)  表参道 C's fort (美術協力) 
 4月  「もりのすぐちかく」 表参道 C's fort (個展) 
 3月  「にゃんころりん 猫、ねこ、ネコ展」 横浜 art Truth (企画展) 
 1月  「月と猫」 横浜 art Truth (個展) 
2011年 
 11月  「たいせつなこと」 二子玉川 お茶と食料雑貨 Lasah (個展) 
 9月  ROKKO アートマーケット 兵庫 ホール・オブ・ホールズ六甲 (企画展) 
 8月  「おやすみのまえに」 二子玉川 ナチュラルクルー (個展) 
 5月  「Wonderful Zoo!」 横浜 art Truth (企画展) 
 5月  Design・Festa vol.33  東京ビッグサイト (アートイベント) 
 4月  「聞こえてくる音楽」 横浜 art Truth (個展) 
 2月  「さわりたい光」 二子玉川 お茶と食料雑貨 Lasah (個展) 
 2月  二子玉川アート＆マート 東京 二子玉川商店街 (アートイベント) 
2010年 
 12月 Olympus pen「アートフィルター・ソング・コンテスト」最優秀賞受賞 - 灯「PORT TOWER」   (CDジャケット) 
 12月  「火丁風月～灯ワンマンライブ～」 下北沢 mona records (美術協力) 
 11月  「もり」 新宿 CoCoLo cafe (個展) 
 10月  「うみ」 新宿 cafe＆liqueur Azul (個展) 
 9月  「あったかい」 横浜 art Truth (個展) 
 6月  「まよなかのできごと」 銀座 タチカワブラインドショールーム (個展) 
 1月  「Untitled」 新宿 community center akta (個展) 
2009年 
 12月 ～2011年3月 新宿 cafe＆liqueur Azul (美術協力) 
 11月  「銀河」 新宿 cafe＆liqueur Azul (個展) 
 4月  Young Artists Japan 2009 秋葉原 デジタルハリウッド大学 (アートイベント) 
 3月  「Fantasia」 銀座 ギャラリー・アート・ポイント (企画展) 
2008年 
 11月  Design・Festa vol.28  東京ビッグサイト (アートイベント) 
2007年 
 3月  「Childhood」 長崎 ララコープ・ララなめし (個展) 
 3月  スクールバス・園児募集イラストレーション制作 長崎 学校法人野母崎学園 野母崎幼稚園 (美術協力) 
 2月  「Childhood」 長崎 NHK長崎放送局 (個展) 
2006年 
 11月  「COLOUR me art」 長崎 スペース・エム葉山店 (個展) 
2005年 
 11月  「COLOUR me art」 長崎 Dico (個展)



Pray for Peace, 2021
リキテックス、キットパス、キャンバス
6000×1800mm

３ 作品イメージ



いのちのぬくもり, 2021
リキテックス、キットパス、キャンバス
各4000×1800mm



夢夜行, 2021 リキテックス、キットパス、木製パネル 1030×730mm



星座の会議/Praise, 2021 リキテックス、キットパス、キャンバス 各650×900mm



たびにでかけよう, 2020 リキテックス、キットパス、キャンバス 各650×900mm



Pray for Peace, 2020
リキテックス、キットパス、キャンバス
6000×1800mm



虹のじんけんのもり, 2019
リキテックス、キットパス、キャンバス
5000×1600mm



青いじんけんのもり, 2018
リキテックス、キットパス、キャンバス
5400×1600mm



じんけんのもり, 2017
リキテックス、キットパス、キャンバス
5900×1600mm



長崎市立図書館10周年, 2018
キットパス、リキテックス、紙
273×393mm



蝶々夫人, 2018

各 300×300mm
リキテックス、木製パネル



Warm Blue, 2017
リキテックス、キットパス、木製パネル
各 965×1040mm



HANSEN, 2016

Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S

リキテックス、キットパス、紙
各 393×273mm



月と森の記憶, 2016

リキテックス、木製パネル
1620×1620mm



月と猫, 2014

各 300×300mm
リキテックス、木製パネル


