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株式会社ジェイティービー主催
「パラスポーツを通して考える『心のバリアフリー』シンポジウム」開催

株式会社 JTB 総合研究所（東京都港区 代表取締役社長 野澤 肇）は、11 月 11 日開催の株式会社ジ
ェイティービー主催「パラスポーツを通して考える『心のバリアフリー』シンポジウム」の事務局およ
び運営を担当しています。
このシンポジウムは、パラスポーツを通して「心のバリアフリー」を考えることを目的とし、株式会
社ジェイティービーが主催、横浜市、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会、日本財団パラリ
ンピックサポートセンターの後援、障害者スポーツ文化センター横浜ラポールの協力により開催されま
す。
当日は、
「パラスポーツ」や「ユニバーサルデザイン楽器演奏」の体験、
「心のバリアフリー」セミナ
ーを開催、シンポジウムでは日本人で初めてパラリンピック殿堂入りを果たした河合純一氏の基調講演
をはじめ、パラスポーツ関連統計報告、パラスポーツを通じて「心のバリアフリー」を体験できる環境
づくりのための課題と可能性をともに考えるパネルディスカッションを開催します。
セミナーおよびシンポジウム参加には申し込みが必要です。詳細は以下をご覧ください。

【開催概要】
日時：2016 年 11 月 11 日（金）
「パラスポーツ」や「楽器演奏」体験、
「心のバリアフリー」セミナー（※事前申し込み優先）
10:00 ～ 13:00（プログラムにより時間が異なります）
「シンポジウム」
13:30 ～ 17:00（開場 13:00 ※事前申し込み制）
会場：新横浜 障害者スポーツ文化センターラポール横浜 （横浜市港北区鳥山町 1752）
主催：株式会社ジェイティービー
後援：横浜市、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会、
日本財団パラリンピックサポートセンター
協力：障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
【プログラム】
（午前 「パラスポーツ」や「ユニバーサルデザイン楽器演奏」体験、
「心のバリアフリー」セミナー）
10:00～12:50 車椅子バスケットボール（場所 メインアリーナ）
10:00～12:50 ボッチャ（場所 サブアリーナ）
10:00～12:00 視覚障がい者マラソン （場所 ラポールシアター）
10:00～13:00 ユニバーサルデザイン楽器演奏体験 （場所 ラポールボックス）
11:15～12:30 「心のバリアフリー」セミナー （場所 大会議室 ※事前申し込み優先）
（午後

シンポジウム「パラスポーツを通して考える『心のバリアフリー』
」
（場所 ラポールシアター ※事前申し込み制）

13:00
開場
13:30～13:40 主催者挨拶
13:40～14:30 基調講演「パラスポーツと『心のバリアフリー』に向けて」 河合 純一氏
14:30～15:00 「パラスポーツ関連統計報告」 JTB 総合研究所
15:00～15:30 休憩
15:30～17:00 パネルディスカッション
テーマ：パラスポーツを通して考える「心のバリアフリー」
パネリスト：日本パラリンピアンズ協会、障害者スポーツ文化センター横浜ラポール、日本財団パラ
リンピックサポートセンターより各１名、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会より２名
17:00

閉会

※登壇者とスケジュールは予告なしに変わることがございます。
※プログラム詳細および、お申し込み方法は別添チラシ（PDF 形式）をご参照下さい。
【申込方法】
午前の「パラスポーツ」や「ユニバーサルデザイン楽器演奏」体験はどなたでもご参加いただけますが、
「心のバリアフリー」セミナー（事前申し込み優先）と午後のシンポジウム（事前申し込み制）に参加
を希望される場合、別添チラシ（PDF 形式）2 枚目の「お申し込み先／お問い合わせ先」より申し込み
が必要です。参加費は無料で、午後のシンポジウム定員は 300 名です。
参加申込 URL：https://questant.jp/q/ut_161111
※ホームページのアクセスは、スマートフォンおよび PC から可能です。
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただき、１０月２５日（火）までの
参加証の返信をもって当選結果とさせていただきます。
※ドメイン指定をされている方は@tourism.jp からのメールを受けられるよう設定の変更をお願
いします。
※参加証は必ず当日お持ちください。参加証がない場合は入場をお断わりすることがございます。
◆申込受付期間：２０１６年１０月 ５日（水） １０：００ より
２０１６年１０月２５日（火） １２：００ まで

報道関係の皆様からのお問い合わせ：株式会社 JTB 総合研究所
０３－６７２２－０７５９（担当 三ツ橋・早野・波潟）
申し込みについてのお問い合わせ：株式会社 JTB 総合研究所 ユニバーサルツーリズム推進チーム
０３―６７２２―０７１８ （担当 梅原・野下）
平日１０：００～１７：００
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参加費

日［金］ 無料

横浜ラポール
スケジュール
10:00 〜 13:00

・パラスポーツ体験
・ユニバーサルデザイン楽器演奏体験
・
「心のバリアフリー」セミナー

（※事前申し込み優先）

13:30 〜 17:00

シンポジウム（※事前申し込み必要）

〜パラスポーツを通して考える
「心のバリアフリー」〜

・基調講演

・パラスポーツ関連統計報告
・パネルディスカッション

スケジュール詳細は裏面をご覧下さい

このシンポジウムは「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心
豊かな社会の実現に貢献する」
というJTBグループ経営理念に基づき、
「心
のバリアフリー」のきっかけとなることを目的としています。
午前の部では、年齢や性別、国籍、障がいの有無に関わらず誰もが楽
しめる「パラスポーツ」や「ユニバーサルデザイン楽器演奏」を体験して
いただけます。また、
「心のバリアフリー」セミナー ( 申し込み優先 ) では、
「『心のバリアフリー』って？」
「コミュニケーションはどうやってとれ
ばいいの？」などについて、ベテラン講師陣がわかりやすく解説します。
午後の部 ( 完全申し込み制 ) では、日本人で初めてパラリンピック殿
堂入りを果たした河合純一氏の講演をはじめ、第一線で活動されている
方々のパネルディスカッションも予定しております。
これらを通して、
「心のバリアフリー」の第一歩になるような１日に出
来れば幸いです。ぜひご参加ください。

基調講演

河合 純一

氏

（かわい・じゅんいち）

日本パラリンピアンズ協会
会長。静岡県出身。先天性
ブドウ膜欠損症のため生
まれた時から視力は右目のみ。15歳の時に右
目の視力も完全に失われる。５歳から水泳を始
める。早稲田大学大学院修了。バルセロナから
ロンドンまで６回のパラリンピック出場。獲得
したメダルは金５、銀９、銅７の合計21個。
2016年、日本人で初めてパラリンピック殿堂
入りを果たす。

主催：株式会社ジェイティービー
後援：横浜市／オリンピック・パラリンピック等経済界協
議会／日本財団パラリンピックサポートセンター
協力：社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

※参加費：無料
※登壇者とスケジュールは予告なしに変わることがございます。

プログラム
10:00

11:00

ラポールシアター 10：00～12：00
メインアリーナ 10：00～12：50
サブアリーナ 10：00～12：50

12:00

13:00

視覚障がい者マラソン

14:00

15:00

16:00

17:00

13：30～17：00 シンポジウム

車椅子バスケットボール

セミナー

会場：大会議室

11:15〜12:30

「心のバリアフリー」セミナー

ボッチャ

ミライロとＪＴＢ総研に
よる実演セミナー

ラポールボックス 10：00～13：00 ユニバーサルデザイン楽器演奏体験
大会議室

11：15～12：30「心のバリアフリー」
セミナー

体験

会場：メインアリーナ

10:00〜12:50

※運動しやすい靴と服装でお越し
ください。靴の貸し出しもあり
ますが数に限りがあります。

車椅子バスケットボール
車椅子バスケットボール用の
車椅子を操作、競技体験
体験

体験

会場：サブアリーナ

10:00〜12:50

ボッチャ

※運動しやすい靴と服装でお越し
ください。靴の貸し出しもあり
ますが数に限りがあります。

ルールは簡単で誰でも楽しめる
スポーツを体験

会場：ラポールシアター

10:00〜12:00

体験

会場：ラポールボックス

10:00〜13:00

視覚障がい者マラソン

ユニバーサルデザイン
楽器演奏体験

ランナーと伴走者の両方を体験

ブンネ式音楽メソッド体験

パネリスト

河合純一氏

日本パラリンピアンズ協会会長

山川

※事前申し込み優先 先着60名様

山本恵理氏

洋氏

障害者スポーツ文化センター横浜ラ
ポール スポーツ事業課指導担当課
長。元長野大会及びソルトレイク大
会パラリンピック障害者アルペンス
キーナショナルチーム監督。

日本財団 パラリンピックサポート
センター 推進戦略部 プロジェク
トリーダー。カナダ留学中にアイス
レッジホッケーのカナダ代表を経験し、
現在はパラ・パワーリフティングで東
京2020大会を目指している。

青木一史氏

尾澤一雄氏

オリンピック・パラリンピック等経済
界協議会 WG ②
（障がい者スポーツサ
ポート）幹事。日本電気株式会社 東
京オリンピック・パラリンピック推
進本部 東京2020推進室 マ ネ ー
ジャー。

オリンピック・パラリンピック等経済
界協議会 WG ③（誰もが暮らしやす
い社会づくり）幹事。富士通株式会社
東京オリンピック・パラリンピック推
進本部 プロモーション統括部 パ
ブリックリレーション企画部 主任。

隼

シンポジウム

会場：ラポールシアター

※情報保証として LiveTalk を利用いたします

13:30〜17:00

基調講演（河合純一氏）
パラスポーツと
「心のバリアフリー」に向けて

統計報告（ＪＴＢ総合研究所）
パラスポーツ関連統計報告

パネルディスカッション
パラスポーツを通して考える
「心のバリアフリー」
午後のシンポジウムに参加ご希望の
方は、下記ホームページよりお申し
込みください。
また、午前の「心のバリアフリー」セ
ミナーのお申し込みもできます。
お申し込み先
お申し込み受付期間：
2016年10月

5日（水）10：00〜
10月25日（火 )12：00まで

https://questant.jp/q/ut̲161111

株式会社ジェイティービー
グループ本社スポーツビジネス推進室

ファシリテーター

出口

〒222-0035

横浜市港北区鳥山町1752

会場・アクセス
障害者スポーツ文化センター

横浜ラポール
日産スタジアム

◀至

横浜市営バス
「浜鳥橋」バス停
（仲町台駅行き）

横浜市総合
保健医療センター

横浜ラポール

TEL：045-475-2001

JR
JR東海道新幹線

● JR 横浜線「新横浜駅」( 北口 )
横浜市営地下鉄「新横浜駅」
(8番出口 ) から徒歩約10分

横浜労災病院

（新横浜駅行き）

浜鳥橋

さんかくばし
ラーメン
博物館

新横浜スケート
センター

◀至 小田原

IC

横浜市営バス
「浜鳥橋」バス停

横浜市総合
リハビリテーション
センター

◀至 三ツ沢

港北

横浜

横浜市営地下鉄・
新横浜フジビュー
新横浜駅
ホテル
環状２号線
至 鶴見▶
横浜ラポール
交番

線

送迎バスのりば

北口

JR 新横浜駅

至 東京▶

●新横浜駅からリフト付き送
迎バス（無料）をご利用の場
合
（下記をご確認ください）
http://www.yokohamarf.jp/
rapport/access/
bus̲timetable.html

※応募者多数の場合は抽選とさせていただ
き、10月25日（火）までの参加証の返信を
もって当選結果とさせていただきます。
※ホームページのアクセスはスマートフォ
ンおよび PC から可能です。
※アクセスができない方は、下記メールま
たは電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先
株式会社

JTB 総合研究所

担 当 ：梅原／野下
E-mail : ut̲chousa@tourism.jp
電 話 ：03-6722-0718

（電話受付時間 平日10:00 〜 17:00）

