
障害者週間
イベ ント

問合先：豊橋市役所　障害福祉課　TEL. 0532-51-2697

主　催：豊橋市
共　催：第16回障害者芸術・文化祭実行委員会
協　力：豊橋市障害者自立支援協議会・相談支援専門部会

 愛知県自閉症協会・つぼみの会、豊橋レクリエーション協会

毎年12月 3日から12月 9日までは障害者週間です

平成 28年 12 月 10 日（土） 穂の国とよはし芸術劇場ＰＬＡＴとき ところ

豊川特別支援学校パ
フォーマンス部のダン

ス披露

和太鼓集団 志多ら の演奏、豊橋聾学校（小学部）の

太鼓とコラボ演奏、志多らと一緒に太鼓をたたこう!!

明石洋子氏・明石徹之氏の講演会

みんなで遊べるレクリ
エーションと

みんなでつくるアート
作品の作成

障害者のアート作品を展示

小中学生による福祉体験の発表
会

開催時間 10：00～15：00

10:15～

10:30～

13:00～

13:00～

10:00～14:30

穂の国とよはし芸術劇場PLAT

開催場所ご案内

豊橋市西小田原町123
詳細地図・駐車場のご案内は
裏面をご覧ください

全部のスタンプを
あつめると

先着250名様限定
クッキーもらえるよ！

STAMP STAMP STAMPSTAMP

県内の大学、施設の講師、指導員と
障害のある方が作成した作品も
展示しています。
第16回障害者芸術・文化祭実行委員会

障害者週間とは、障害者の福祉についての関心と理解を深めると

ともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に

積極的に参加する意欲を高めることを目的として創設されました

とどけ！ とどけ！ アートアートぼくらのぼくらの ひびけ！  ハート ハート君の君の

会場の人達も舞台に上がり一緒に太鼓をたたいたり、手拍子で参加して、全員
が一体となってリズムを楽しめます

「障害者が隣に住んでも当たり前、隣で働いても当たり前となる共に生きる社会に」

　　こ
こ
で
も
ら
え
ます

※入場無料です。

愛知県自閉症協会・つぼみの会
第16回障害者芸術・文化祭実行委員会共催
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豊橋レクリエーション協会による、みんなで遊べるレクリエーションと
みんなでつくるアート作品の作成

障害者のアート作品を展示

研修室（大）ふくし体験発表会：小中学生による福祉体験の発表会

10：00 開会

10：15 豊川特別支援学校パフォーマンス部のダンス披露

10：30 和太鼓集団 志多らと豊橋聾学校（小学部）の

 太鼓とコラボ演奏

10：45 和太鼓集団 志多ら 演奏

11：30 和太鼓集団 志多ら と一緒に太鼓をたたこう！！

13：00 講演会（講師：明石洋子氏・明石徹之氏）

 『障害者が隣に住んでも当たり前、

  隣で働いても当たり前となる共に生きる社会に』

14：50 閉会

アートスペース

会場とスケジュール
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①豊橋市立つつじが丘小学校　「めざせ心のバリアフリー」
②豊橋市立南部中学校　「福祉体験学習で学んだこと」
③豊橋市立南稜中学校　「広げよう！思いやりの心 ～社会福祉から学ぶ人と人との心のつながり～」③豊橋市立南稜中学校　「広げよう！思いやりの心 ～社会福祉から学ぶ人と人との心のつながり～」

当日、提携駐車場をご利用になった場合、アートスペース前受付にて割引が受けられます。（30分150円→100円 上限4時間）

研修室（小）

※進行により時間がずれることもあります ※アートスペースで開催するイベントは先着順です。定員は約200名です。

13：00　 ～

10：00　 ～
14：30

　来館者用駐車場はございません。豊橋駅周辺の駐車場をご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。

講師：明石洋子 氏　　　　明石  徹之 氏講師：明石洋子 氏　　　　明石  徹之 氏
（社福）あおぞら共生会副理事長、
ネットワークかみひこうき副代表
元・手をつなぐ育成会編集委員
日本自閉症協会企画編集委員

明石洋子氏のご子息で、
知的障害をともなう
自閉症を持ちながら
川崎市職員として勤務

※手話通訳・要約筆記あり

愛知県自閉症協会・つぼみの会愛知県自閉症協会・つぼみの会
第16回障害者芸術・文化祭実行委員会共催第16回障害者芸術・文化祭実行委員会共催
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