
神奈川県知事
黒岩 祐治

開催によせて 主催者挨拶

活動継続のため皆様に寄付をお願いしています。
ご協力いただける方は以下までお願いします。
■ ゆうちょ銀行  店名／店番028  口座 普通預金 4707068   
   （1口500円）

協 賛 （順不同）

協 力 （順不同）

後 援 （順不同）

注意事項
●不明な点等、お問い合わせは本部までお願い致します。
●スケジュールは変更になる場合があります。
●天候により中止となるワークショップがあります。
●ゴミは分別テントに分別して捨てていただくか、各自お持ち帰りください。
●オムツ替え＆授乳テントはご自由にご使用ください。 ★オムツはお持ち帰りください。
●運営側の公認カメラマンがイベントの様子を写真/動画撮影します。
  ※写真/動画の権利は主催者に帰属します。

チアダンスのステージパフォーマンスについては、
公認カメラマン以外の撮影を禁止させて頂きます。

アンケートご協力のお願い

ぜひイベント参加後のwebアンケートにご協力ください。
今後の活動の参考とさせて頂きます。

https://jp.surveymonkey.com/r/tw-2019

https://www.facebook.com/yokohama.projecthttp://yokohamapj.orgHPヨコハマプロジェクトについて
障がいのある人もない人も互いを認め合い、ともに力を発揮できる社会づくり、そし
て、逆境を成長につなげられるレジリエントな社会づくりへの貢献をめざし、横浜を
拠点に活動しています。

寄付のお願い

認定NPO法人アークシップ / 社会福祉法人ぴぐれっと / わーくす太尾 / 社会福祉法人こうよう会 ジャンプ / 株式会社ピローズ / NPO 晴れのこ / 神奈川歯科大学 / 
横浜ダウン症児サークル・ハマヒアポ / NPO法人ドリームエナジープロジェクト / 一般社団法人アニマルセラピー こころサポート /  NPO法人ＲＥ機構 / ＥＡファーマ株式会社 / 
NPO法人アロハグレイス / NPO法人Umiのいえ / NPO法人ぷかぷか / スネイリーズ / アンテナ be マルシェ / NPO法人不惑倶楽部 / サファリパークDuo / 横浜市立東
高校チアダンス部 / 和太鼓「あらじん」 / プラチナム＆チアフル 「Platinum & Cheerful」  / 横浜市立大学「Second Wind Jazz Orchestra」 / 「Three×Seven スリーセブン」 
/ 丸の内朝大学チアダンスチーム「Morning Diamonds」 / フローナチュラリー / 関東学院大学 / 株式会社Studio7 代表（アナウンサー）長谷部真奈見 / equalto produced by 
Accenture / 日本ガーディアン・エンジェルス / NPO法人FAD 成澤 俊輔 / 湘南シーガル / 日本トイザらス株式会社 / Love Photo smile 後藤京子 / 横浜トヨペット株式会
社 / 神奈川共生社会推進課（みんなあつまれ） / エニタイムフィットネス / 特定非営利活動法人ディーセントワーク・ラボ / 公益財団法人日本ダウン症協会(JDS)

一般社団法人

主 催

締切 
5/6（月）

This is a walking event for everyone.  It is established thanks to 
having an opportunity to socialize with individuals with Down 
Syndrome. Let’s support and have a good time together with 
people with and without disability. It is an opportunity for everyone 
to participate and experience diversity. 

这是一次起源与唐氏综合症患者的相遇开始，大家一起散步的活动。
让我们和残疾人士以及非残疾人士一起度过美好的时光，并通过相同
的体验获得乐趣。无论是谁都可以参与和体验多样性的机会。

本日は「ツナガリウォーク in ヨコハマ 2019」
を開催できますことを大変うれしく思います。
御参加の皆様には、開催にあたり御協力をい
ただき、深く感謝申し上げます。

2016 年７月に、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」
で大変痛ましい事件が発生しました。県では、このような事件が二
度と繰り返されないよう、県議会とともに「ともに生きる社会かなが
わ憲章」を策定し、多くの方に憲章の理念を理解していただくために、
全力を挙げて普及に取り組んでおります。　
さまざまな人が交流し、同じ体験を通じて互いを理解し認め合うツ
ナガリウォークは、憲章の理念の実現に向け、大変有意義であり、
本県も共催しています。
本日はともに楽しむことを通じて、誰もがその人らしく暮らすことの
できる「ともに生きる社会」の実現につながることを、心から願って
おります。

横浜市長
林 文子

「ツナガリウォーク in ヨコ
ハマ 2019」の 開 催、誠
におめでとうございます。

160 年前の開港以来、世界に開かれた港町と
して、多様な文化や人々の交流を通じ、発展し
てきた都市、横浜で昨年に続き開催されます
ことを心から嬉しく思います。
開催にあたりご尽力いただきました皆様へ、改
めて深く敬意を表します。
障害のある人もない人も、ともに歩くことで楽
しい時間を共有し、お互いのことを知り、認め
合うことを目的としたこの素晴らしい取組を通
して、新たなつながりが生まれ、多様性を認め
合う社会が横浜から全国へ広がることを願うと
共に、ご成功を心から祈念いたします。

ツナガリウォーク inヨコハマは、
インクルージョンの体感イベン
トとして、2015 年にスタート

しました。「みんなが創りあげ、みんなで一緒に楽
しむイベント」であることを大切に、毎年企画して
います。今年は「共に歩む。共に創る。」をテーマに、
自治体、NPO、企業、教育機関、サークル、ボランティ
アの皆さんと制作委員会を立ち上げ、準備を進め
ています。

障がいのある人もない人も知り合い、ふれあうイベ
ント、ツナガリウォーク inヨコハマへ、ぜひいらし
てください！　一緒に楽しい一日を過ごしましょう。

一般社団法人ヨコハマプロジェクト代表

近藤 寛子
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いっしょに遊んでね!!  
記念撮影も大歓迎♡
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4.274.27 11: 00～11: 00～

神奈川県教育委員会 / 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 / 横浜市健康福祉局  / 横浜市教育委員会 / 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 / 
川崎市教育委員会 / FMヨコハマ / 公益財団法人日本ダウン症協会 / NPO法人アクセプションズ(順不同)

There are no strangers, 
only friends we have not met yet

There are no strangers, 
only friends we have not met yet

ツナガリウォークは障がいのある人もない人も
お互いがその違いを認め合い、共に歩み、共に創るイベントです。

同じ体験を通してつながり、相手を理解し合うなかで、
何か新しい発見があるかもしれません。

新緑の山下公園で気持ちの良い海風を感じながら、
楽しい1日を共に過ごしましょう！

横浜
山下公園
おまつり広場

誰でも
 参加OK！

内山ペイントホーム

神奈川県とヨコハマプロジェクトは、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の実現に取り組んでいます。

ともに生きる社会かながわ憲章
一　私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします
一　私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します
一　私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します
一　私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます


