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練馬区福祉部管理課ひと・まちづくり推進係

企画協力／公益財団法人 共用品推進機構

問合せ

入場

目の不自由な方でも音声で聞くことができるコード付きです。
無料のスマホアプリ（Uni-Voice）で読み取ることができます。

無料

場所 区民・産業プラザ　ココネリ３階

会場アクセス 練馬駅北口 徒歩１分※駐車場は有料です

日時 12月15日（土）
11：00～16：00

平成30年
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クスッと笑えるバリアフリーな『演劇結社ばっかりばっかり』の公演やダウン症のある
方たちが活躍するちゅうりっぷの会のグループ『Wings』によるダンス、『日本ろう者
劇団』の井崎哲也氏による体を使って表現するワークショップ、譜面いらずの全盲ギ
タリスト 服部こうじ氏による演奏など楽しいステージが目白押し！

手間をかけて作った個性的な手づくり雑貨が揃う、選ぶ楽しさにあふれたバラエティショップです。

「東野圭吾ドラマシリーズ ”笑”」を日本語字幕・音声ガイド付きで上映します。

『演劇結社ばっかりばっかり』公演の様子▶

ねりあるきラリーの抽選会を行います！

片手でつけられるネクタイ、弱い力で使える爪切り…みんなが利用しやすいUDグッズを集めました。

みんなで楽しめるユニバーサルスポーツ『ボッチャ』やダーツ、風船バレーに挑戦！

さまざまな体験をとおして障害のある方の生活に触れてみましょう。

目や耳の不自由な子どもたちにも楽しく遊べるおもちゃです。

柏餅がUDの元祖！？▶
 （葉の裏表で中身がわかる）  

▲アイメイト体験
（昨年の様子）

▲共遊玩具の展示（昨年の様子）

★共遊玩具の展示

★片手でクッキングの製品展示【協力：東京ガス】

音声ガイド付きで上映します。

片手でつけられるネクタイ、弱い力で使える爪切り…みんなが利用しやすいUDグッズを集めました。
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★ステージ（パフォーマンスは、すべて視覚障害者向けのライブ音声ガイド付き）

★バリアフリー映画（字幕・音声ガイド付き）【協力：住友商事】

★UD（共用品）グッズの展示

★ユニバーサルスポーツ体験【協力：日本ダーツ協会 他】
アイマスクを着用して、アイメイト（盲導犬）と体験歩行をしてみましょう。
★アイメイト（盲導犬）体験【協力：アイメイト協会】

★手話教室　★点字名刺づくり　★車椅子体験

★日本大学芸術学部 デザイン学科学生有志による
　作品展示および子ども向けワークショップ

★KURUMIRU（障害のある方の手作り雑貨）
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練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」
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