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開催スケジュール ステージ出演者紹介 体験型ワークショップ紹介 販売・展示・ワークショップ紹介

山下公園全体図とツナガリウォークルート

「世界で一番明るい視覚障がい者」というキャッチコピーの下、
講演活動を全国で実施。障がいを感じさせない、力強い声と明
瞭快活なスピーチは、聴く人を強く惹きつけると評判。
著書：「大丈夫、働けます。」

NPO法人Future Dream Achievemt
理事長 成澤 俊輔氏
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11：10～11：35
横浜市立大学
「Second Wind Jazz Orchestra」

11：00～11：10 オープニングセレモニー

15：20～15：30 エンディング

12：40～13：00 つながるフォト撮影

13：00～13：30
ツナガリウォーク

★ワークショップ全般どなたでもご参加いただけますが、一度の人数に制限がある場合がございます。
  また、一部有料のワークショップやサービスもあります。詳しくは各ブースまたは本部でご確認ください。

ジャズ演奏 横浜市立大学「Second Wind Jazz Orchestra」
横浜市立大学で活動しているビッグ
バンドジャズの部活動です！トレード
マークは部員全員が着用している赤
いシャツです。私たちの演奏を最後ま
でお楽しみ下さい!!

チアダンス
横浜市立東高校　チアダンス部
こんにちは！横浜市立東高等学校チアダンス部
SCARE CROWです。私たちは3年生23名、 2年
生18名、計41名で全国大会出場を目指して活動
しています。今日はお招きありがとうございます！！

チアダンス 丸の内朝大学チアダンスチーム
「Morning Diamonds」

和太鼓 和太鼓 「あらじん」
ダウン症や自閉症などの障がいのある
人たちによる和太鼓チームです。
和太鼓の魅力と迫力をお楽しみください。　　

ヒップホップダンス Three×Seven新横浜クラス
スリーセブンは、ダウン症、自閉症、発
達障害などハンデキャップを持つ子ど
もたち、またそのきょうだいを中心に
活動をしているダンスチームです。
HIPHOP,BREAK DANCEを個性豊か
にそれぞれのペースで踊っています。

チアダンス プラチナム＆チアフル 「Platinum & Cheerful」
★三途の川までチアリーダー！が合言葉のプラ
チナムチアリーダーズ
★おとなから始めるチアダンスチームCheerful
普段は別々に活動している2チームが、ひとつ
のチームになってステージから元気と笑顔を皆
様にお届けします。ぜひお楽しみください！

ダウン症は２１がキーワード、２１
番目になにかが現れるよ！
資料冊子、ダウン症のキャラク
ターニポグッズ、世界ダウン症
グッズなどの販売もします。

協力 ： 公益財団法人日本ダウン症協会（JDS） 

ゲーム―パズルをしよう!

姉のフリューゲルホルンとトラン
ペット、弟のキーボードによるジャ
ズユニット。
数多くのステージでファンを魅了
しています。

姉弟Jazzユニット
「サファリパークDuo」

★スペシャルゲスト★★スペシャルゲスト★

販売 手作りワークショップ 展示

協力 ： NPO法人ぷかぷか
2

3

紙とタコ糸などを使い、鳥のタコを作ります。ひもが短いので
お散歩のように頭のすぐ上を連れて歩くように遊べます。

『ベーカリーぷかぷか』『おかし工房にじいろ』
『おひさまの台所』より選りすぐりの
美味しさをお届け

おいしさをお裾分け♡
パン・お菓子・お弁当の販売

バードカイトと一緒に遊ぼう

協力 ： （社福）こうよう会　多機能型事業所ジャンプ

パンやクッキー、
手作りグッズがあるよ♪

障がいを持つスタッフが溶岩釜
で焼いたパン、クッキー（チュ
イール、ガレット）や、ペットボトル

飲料、手作り手工芸品
（刺繍ティッシュケー
ス、ペットボトル帽子
他）を販売します。
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フロアホッケー体験 湘南シーガル
独自のルールに基づき、知的障がいの
あるひともない人も、年齢性別を問わ
ないみんなで楽しめるスポーツ。競技
以外にも、パックとスティックで簡単な
ゲームもできます！初めての方もコー
チ陣が指導します。

チアダンス体験

福祉作業所で丁寧に作られたポンポン
をもって、音楽に合わせて笑顔で楽しく
踊りましょう！

ラグビー体験 NPO法人不惑倶楽部
ラグビーボールを使って、簡単なボー
ル遊びを皆さんに楽しんでもらいます。
今年はラグビーワールドカップの日本
開催もあり、例年よりもさらに親しんで
いただけるのではと考えています。

フラダンス NPO法人アロハグレイス

障がいのあるお子様とその家族のフラダンス「オ
ハナフラ」のメンバーが総勢３２名で踊ります。
年齢・性別の垣根を越えて、親子一緒に楽しめる
フラダンス。元気いっぱい笑顔いっぱいでＡＬＯＨ
Ａをお届けします。

ベリーダンス フローナチュラリー
音楽やダンスは言葉のいらないコミュニケーショ
ン。言葉を使わない状態で行う自己表現は本来の
私を取り戻すことの大切さを気づかせてくれます。

音、カラダ、動く。世界の楽器や音楽身をゆだねて
ココロもカラダもHAPPYに！

私たちMorning Diamondsは東京丸の内で生ま
れた働く大人達のチアダンスチーム。年齢・性別
なんて一切関係なし！大人の魅力と溢れるチアス
ピリッツで、人を・街を・日本を元気にしていきます。
Go Diamonds！！
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11：30～11：50
ベリーダンス
体験

①11：50～12：10
②12：15～12：35
チアダンス体験

14：00～15：00
ラグビー体験

協力 ： スネイリーズ

「じぶんでできる!!」で
自信を後押し♪

障がいのある子どもの特質に合
わせて工夫したハイセンスなオ
リジナル通園・通学グッズの販売。
指の力に配慮し、操作性を重視し
たグッズで子どもの自立心と自
己肯定感を育みます。
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ジュースバーでお喋りしましょ♪

精神障がい当事者による、
お互いの体験談をシェアし
合いながら、ざっくばらんに
お話するジュースバー！　

協力 ： NPO晴れのこ

6
協力 ： 横浜ダウン症児サークル・ハマヒアポ

作ってみよう！
お花のハーバリウム

ダウン症を持っ
た子供のママた
ちによる、布小
物や花雑貨販売
とハーバリウム
の手づくり体験
ワークショップ。

サプライ
ズ

ゲスト
サプライ

ズ
ゲスト

協力 ： 社会福祉法人ぴぐれっと

無添加パンと
クッキーを召し上がれ!

外はカリッ！中はふんわり、添加物
や保存料の入っていないパン工
房のパンと、クッキー工房一番人
気の香ばしいアーモンドの風味
が人気のフロランティーヌをどう
ぞ♡

協力 ： NPO法人ドリームエナジープロジェクト

7 空の下で大きな絵を描こう!

「海辺のひろ～い空の下で大き
な絵を描こう」
あらかじめ下絵を描いた布に、ク
レヨンで色をぬったり、空や波や
人などいろんな絵を描き足して
いきます。

協力 ： 特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ

equaltoグッズと
テミルのお菓子

「デザインの力で障がい者のもの
づくりを応援したい」がコンセプト
の デ ザ イ ン 小 物 ブ ラ ンド
「equalto（イクォルト）」グッズと、
美味しくてとても可愛くて大人気
のテミルのお菓子。あなたも食べ
テミル？

8
協力 ： アクセンチュア株式会社 

作ってみよう!
フェルトボールアクセサリー

「デザインの力で障がい者のも
のづくりを応援したい」というコ
ンセプトで立ち上がったデザイ
ン小物ブランド「equalto（イクォ
ルト）」
世界に1つだけの小物やアクセ
サリーを一緒に作ってみましょう！

協力 ： アンテナ be マルシェ

カシスジュースの販売

各地域のイベント情報などいい
もの、いいことの情報発信基地
で、世界一のおいしさを誇る
ニュージーランドカシスを使った
ドリンク各種を是非ご賞味くださ
い。
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協力 ： NPO法人Umiのいえ

ソフトタッチセラピー、
子育てのお悩み相談、
おんぶグッズなどの販売

①和のお手当て（筋膜などを緩めるソフト
タッチのセラピー）体験（15分1500円）
②「エコよりもニコッ」がんこ本舗商品販売
③子ども服等バザー
④子育てのお悩み、抱っこ・おんぶの相談

協力 ： NPO法人RE機構/ＥＡファーマ株式会社

やってみよう！ハンドスタンプ

思い思いの色を使って画用紙に
手形をうつそう。
手形は「ハンドアートスタンププ
ロジェクト」に寄贈します。
参加してくれた方にコルクグッズ
をプレゼント♪

ベリーダンス体験

ジェフリーくんと遊ぼう!

トイザらスの大人気キャラクター、ジェフ
リーくんが、特別にイベントに登場！みん
なと一緒に写真を撮ろう！また、長ーいバ
ルーンを使って動物が出来るマジックバ
ルーンも開催します！奮ってご参加下さい。

ボッチャ＆フライングディスク体験

①東京2020パラリンピック競技のボッ
チャの体験コーナー。
②障害者フライングディスクの体験コー
ナーです。パラスポーツの魅力を体感す
るとともに、障がいの理解を深めましょう。

チャリティスクワット体験
エニタイムフィットネス

あなたのスクワットがチャリティになり
ます！スクワット1回×10円がツナガリ
ウォークに寄付され、障がいのある人
ない人の共生に向けたふれあい活動に
使われます。

救護

歯科検診
車両

ファミリー
フォト

福祉車両の展示・体験

トヨタの福祉車両「ウェルキャブ」
の展示を行います。最新の福祉
車両について説明を受けること
ができる他、乗車実体験も可能
です。福祉車両について知る、絶
好の機会です。

協力 ： 横浜トヨペット株式会社協力 ： 神奈川歯科大学

お口の中を
チェックしてもらおう!

お口の健康状態や病気に関する
気になる相談にお応えし、希望す
る方にはお口の健康状態を安全
な方法で調べ、お知らせします。
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ファミリーフォト 撮影 ： Love Photo smile 後藤京子
毎年恒例で大人気のファミリーフォト
です。つながるTシャツを着て、家族の
記念写真を撮りませんか！？
●写真はデータでお渡し　●無料
●30組限定 ※メディア掲載可の方のみ
●ファミリーフォトコーナーにて受付

セラピードッグ 一般社団法人アニマルセラピー
こころサポート
特別な訓練をされた、やさしいワンちゃ
んたちとふれあったり、一緒にウォーク
を楽しみましょう！
※ワンちゃんたちは会場内をまわって
いることもあります。

チャリティスクワットに挑戦!

フロアホッケー体験

日本トイザらス株式会社

プラチナム＆チアフル 「Platinum & Cheerful」

グラフィックレコーディンググラフィックレコーディング

ジェフリーくんと
遊ぼう♪
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神奈川県共生社会推進課（みんなあつまれ）


