体験を共有することで、
ともに生きることをみんなで共感しよう!
※本イベントは、
2017年10月に開催予定でしたが、台風により延期しました

【主催】
みんなあつまれ2017実行委員会
【後援】神奈川県／横浜市／川崎市／相模原市／神奈川県市長会／神奈川県町村会
【お問い合わせ】
みんなあつまれ2017実行委員会事務局
（神奈川県保健福祉局福祉部共生社会推進課内）
ＴＥＬ
：045・210・4961（8：30〜17：15／土日祝休み）
ＦＡＸ
：045・201・2051
ともに生きる社会かながわ憲章

アーティスト、学生バンド、障がいのあるアーティストが一つのステージで、
音楽ライブを実施します。
〝音楽″
を通じて、体験を共有する時間をお楽しみください！

3/17［土］
●オープニング
●ちゃんぷるー（藤沢総合高校）
●WILL FIDA（藤沢総合高校）
●みっくすじゅーす。
（相模女子大学高等部）
●FUKI
●テーマソング振付ダンスタイム＆ダンス大会
（ダンス講師：ひとりでできるもん）
●PEIGY
●クレイ勇輝
●鎮座DOPENESS＆環ROY&U-zhaan
●PUSHIM
●FIRE BALL
※出演順
（予定）で掲載

FUKI

PEIGY

鎮座DOPENESS＆
環ROY&U-zhaan

PUSHIM

式町水晶

スタメンKiDS

BABY KIY

ベリーグッドマン

モン吉

井上苑子

クレイ勇輝

yui
（FLOWER FLOWER）

FIRE BALL

3/18［日］
●PEIGY
●End up Ving（厚木高校）
●式町水晶
●スタメンKiDS
●テーマソング振付ダンスタイム＆ダンス大会
（ダンス講師：まちゃあき＜エグスプロージョン＞）
●BABY KIY
●ベリーグッドマン
●モン吉
●井上苑子
●クレイ勇輝 with yui（FLOWER FLOWER）
※出演順
（予定）で掲載

クレイ勇輝

みんなあつまれ総合プロデューサー ･クレイ勇輝が作曲し
たテーマソング「SO LIFE GOES ON」
。ステージで行わ
れる
「テーマソング振付ダンスタイム&ダンス大会」
では、
みんなでテーマソングの振付ダンスを踊るほか、公募し
たチームが披露する振付ダンスを楽しみましょう。

3/17（土）
ダンス講師：
ひとりでできるもん
顔を隠す仮面を付けてのパフ
ォーマンスが特徴の、覆面ダ
ンサー。2011年の中島美嘉全
国ツアーにも出演
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3/18（日）
ダンス講師：まちゃあき
《エグスプロージョン》
ダンサー・振付師。振付師と
しては、森山直太朗のコンサ
ートツアーにおける振り付け
を担当

黒岩祐治

堀田 力

みんなあつまれ総合
プロデューサー／アーティスト

みんなあつまれ名誉実行委員長
／神奈川県知事

みんなあつまれ実行委員長／
（公財）
さわやか福祉財団会長

人は、性別、年齢、人種、
見た目、出身地などで
細かく分けたがるけど、
僕らはみんな同じよう
にこの世界に生まれて
きた。だから、音に心
を委ねてリズムに体を
揺らして、みんなあつ
まろう！

たくさんの人がみんな
あつまって、同じ体験
を共有することで、と
もに生きる ことに共
感してもらいたい、そ
んな思いでこの「みん
なあつまれ」は開催さ
れます。ぜひ、参加し
て、見て、感じて、共
感してください。

このイベントは「とも
に生きる」という思い
を、みなさんと一緒に
持ちたいと思って開催
します。
来 場 し た み な さん で
「ともに生きる」
実感を
分かち合いましょう。

パラスポーツを実際に体験できるコーナーが開設されます。
「体験」して、パラスポーツを「体感」してみま
（金）
〜18
（日）
に開催される平昌パラリンピックIPC公認カメラマン清水一二氏の速報写
しょう。また、3/9
真の展示や、射撃でパラリンピックに出場・入賞経験のある田口亜希氏の講演会も行われます。
ボッチャ体験会

ウィルチェアラグビー体験会

赤･青のそれぞれ6球ずつのボールを投
げたり、転がしたり、ほかのボールに当
てたりして、ジャックボール（目標球）と
呼ばれる白い球にいかに近づけるかを
競うスポーツ。パラリンピックの正式
種目でもあります。ボッチャの楽しさや
奥深さを実感できる体験会に、参加し
てみましょう！

ラグビー、バスケットボール、バレー
ボール、アイスホッケーなどの要素が
組み合せられ、車椅子で行う競技。車
椅子同士の接触が、許されていること
が特徴です。体験会では、2020東京
パラリンピック日本代表をめざす田邉
耕一選手、羽賀理之選手の迫力ある
タックルを体験してみましょう！

障がい者フライングディスク競技体験会

一般に
「フリスビー」
などと呼ばれる
ディスクを、直径91.5㎝の円形ゴー
ルに投げて、10回中何回通すことが
できるかを競う
「アキュラシー」
とい
う種目を体験できます。簡単そうに
見えますが、意外と難しい競技です。
ぜひこの機会に体験してみましょ
う！

障がいのあるアート作家やイベントロゴの作者である門 秀彦氏などにより、いっしょに体験でき
る様々なワークショップが行われます。枠にとらわれず、自由に表現する作家さんたちの世界観を
目撃しましょう。また、アート作品の展示や、作品を使ったグッズ販売も行われます。
工場画を描くライブペイントを見る
studio FLAT

大きな帆布にみんなで絵を描く
アール・ド・ヴィーヴル

細かい描写と
大胆な構図で
工場を描く半
澤真人氏のラ
イブペイント、
リクエストで
動物を描く山
内健資氏のワ
ークショップ
のほか、個性
的な作品展示
も多数予定。

みんなで大き
な帆布に絵を
描き、大きな
作品を作るワ
ークショップ。
個性が光る作
品展示やオリ
ジナルグッズ
の販売も。
※17
（土）
のみ

らくがきダンボールに挑戦しよう
門 秀彦
本イベントの
ロゴ作者であ
り、手話をテ
ーマにした
【HAND TAL
K】
をコンセ
プトに活動す
る門秀彦氏に
よる、ダンボ
ールにクレヨ
ンで自由自在
に描くワーク
ショップ。

企業や団体の展示のほか、障がい福祉サ
ービス事業所がパンやお菓子などを販売し
ます。また、障がい者が働く、喫茶すかい
はーとがカゴメ㈱と一緒に開発した新メニ
ュー、トマトパッツァや湘南ゴールドスム
ージーパフェの販売もあります。出店プロ
ジェクトでは、有名ホテルのシェフなど専
門家のアドバイスを受けて準備したシフォ
ンケーキや手打ちそばなどを販売します。

そのほかのワークショップ
アニマルボックスクラフト体験･裂き織
り／缶バッチ作り／切り絵／熊手作り／
桜リース作り／手織りコースター作り／
似顔絵／貼り絵コースター作り／ポチ袋
作り

FF湘南ゴールドスムージー
パフェ（すかいはーと）Fシフ
ォンケーキ
（まどか工房）
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［協賛］

株式会社インターネットイニシアティブ／ Airレジ／ＨＫＴ株式会社／ＮＥＣ／ NTTアドバンステクノロジ株式会社／花王株式会社／化学総連神奈川地連／神奈川
県信用金庫協会／一般社団法人神奈川県トラック協会／川本工業株式会社／株式会社サカクラ／ＪＡグループ神奈川／湘南ステーションビル株式会社ラスカ／株式
会社湘南なぎさパーク／東京建物株式会社／株式会社ドコモＣＳ／株式会社豊島屋／ナイス株式会社／日清オイリオグループ株式会社／日本工学院専門学校／日本
発条株式会社／パイオニア株式会社／東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社／株式会社日立製作所 横浜支社／富士通株式会社 神奈川支社／丸全昭和運輸株式会社／
横浜エレベータ株式会社／株式会社横浜岡田屋／株式会社横浜銀行／横浜高速鉄道株式会社／横浜新都市センター株式会社／株式会社ワークスアプリケーションズ
［協力］
Ａ＆Ｓホールディングス株式会社／株式会社オーイズミ／医療法人社団成仁会 長田病院／小田原市漁業協同組合／公益社団法人神奈川県医師会／一般社団法人神奈川県建設業協会／神奈川県厚生農業協同組合
連合会 相模原協同病院／公益社団法人神奈川県産業資源循環協会／一般社団法人神奈川県歯科医師会／公益社団法人神奈川県病院協会／公益社団法人神奈川県薬剤師会／神奈川中央病院／株式会社ＫＳＰ／株
式会社光洋商事／株式会社小俣組／株式会社ジュピターテレコム（J:COM）／ＳＴＯＲＩＡ法律事務所/株式会社スリーオークス／星槎グループ／中外製薬株式会社／株式会社ツクイ／テスコ株式会社 横浜支店／
株式会社デック／東亜建設工業株式会社 横浜支店／株式会社トノックス／内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会関東総合地方本部神奈川県本部／弁護士法人港国際法律事務所／医療法人みなとみらい／横
須賀市立うわまち病院／一般社団法人横浜市医師会／公益社団法人横浜市福祉事業経営者会／株式会社吉永商店／独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院
［障がい福祉サービス事業所参加一覧］
アール・ド・ヴィーヴル／アスタ荏田／あすなろ学苑／アトリエ言の葉／うぇるぷらんと／ギッフェリ／共働舎／ cocoon ／コッペパンハウス
「パン屋のオヤジ」／コペルタ貴志園／四季菜館／ジャスミン／就労継
続支援Ｂ型事業 喫茶ポトピ／ジョイカンパニーＪ３／障害者地域活動ホームふたまたがわ／ショコラボ／しんわルネッサンス／サンメッセしんわ／ studio COOCA ／ studio FLAT ／スマイルガーデン／第２かた
るべ社／ハートピア湘南第二／パン遊房 亀吉／光の丘／ひまわり工房／ひらつか障がい者福祉ショップ
「ありがとう」／フード・プランニング／プレアデス／本牧一丁目工房／まどか工房
／ライフ湘南／神奈川ワークショップ／レジネス／横浜光センター

神奈川県内のニューフェイスから、
大人気店までラーメン店15店が参加。
そのなかから投票でNO.1が決まる、
ラーメンフェスが開催されます。

【主催】KIN KIN RAMEN 事務局
【お問い合わせ】
info@kinkinramen-jimukyoku.com
【サイト】
https://www.kinkinramen-jimukyoku.com/
【Twitter】
https://twitter.com/kinkinramenfes/
【Instagram】
https://www.instagram.com/kinkinramenfes/
【Facebook】
https://www.facebook.com/kinkinramen/

S会場には記念撮影用
のパネルも登場。器に
入って、ぜひ1枚撮影
してみてください！

