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4 回ハマピック
第2

個人競技 全日程終了
第24回ハマピックの個人競技（アーチェリー、ボウリング、卓球（サウンドテー
ブルテニスを含む）、水泳、陸上）が4月7日（日）から5月6日（月・振休）にかけて
開催されました。
ハマピックは、横浜市に在住・在勤・在学している方を主な対象としたスポー
ツ大会で、日頃の練習の成果を発揮する機会、全国大会出場への挑戦、さまざま
な方との交流の場として、多くのエントリーがあり、毎年、大会の規模も拡大し
ています。
なお、ハマピックの開催は、横浜市体育協会加盟の各競技団体や横浜市障がい者
スポーツ指導者協議会をはじめ、多くの関係者の方々のご協力に支えられています。
ご協力いただきました皆様に深く感謝いたします。本当にありがとうございました。
さて、本年の10月12日（土）から14日（月）の3日間、茨城県において、第19回
全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会 2019」が開催されます。選手が
十分に力を発揮できるよう、これからもご支援ご声援をどうかよろしくお願いし
ます。

応援しよう！体験しよう！パラスポーツ☆

～第18回ヨコハマ・ヒューマン & テクノランド～

迫力満点のウィルチェアーラグビー、巧みな操作が光る電動車椅子サッカーなど…
横浜のパラスポーツはヨッテクが盛り上げます！ほかにも、最新の福祉機器や車両、
お子さんが楽しめる企画も満載です。

● 日 時：7月26日
（金）
・27日（土）10:00～17:00
● 会 場：パシフィコ横浜 展示ホール D
● 入場料：無料
※詳しくはホームページをご覧ください。http://yotec.jp

ホームページアドレス

ヨッテクの
公式 Facebook、
Twitter、Instagram、
YouTube でも
情報を発信しています！

http://www.yokohama-rf.jp/rapport/
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スポーツフェスタ「バスケットボールの日」
知的障害者バスケットボール競技者の底辺拡大を図り、勝敗ではなくバスケットボールを楽しみ、ルールの理解を深める大会です。
競技力を競うところまで技術が届いていない、試合経験が少ないなどを考慮し、ルールやゲームの進行を一部変更して行います。
■対
象：療育手帳（愛の手帳）を持っている、またはそれに準じた障害のある12歳以上の方 ※団体戦のみ、申し込み可能
■日
程：8月4日（日）
■時
間：9：00〜17：00（予定）
■定
員：10チーム（先着順） ※最少催行チーム数 3チーム
■ 参 加 費：1チーム2,500円
■ 申込期間：6月4日（火）〜7月4日（木）

熱中症にご用心!
熱中症は、高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩
分のバランスが崩れ、体温調整機能がうまく働かなくなり体内に熱が
こもった状態を指します。症状には、めまい、立ちくらみ、頭痛、吐
き気、返事がおかしい、からだが熱いなどがよく見られます。
暑い時期に入る今頃から熱中症を引き起こす可能性が高まります。
無理をせず徐々に身体を暑さに慣らすことが大切です。のどの渇きを
感じなくても、こまめに水分・塩分、経口補水液などを補給し適度な
休養をとるようにしましょう。
ラポールでは、メインアリーナとグラウンドの受付に熱中症指数
（WBGT）を掲示していますので、ご利用中適時ご確認ください。なお、
気温や WBGT の値で、運動中止のレベルと判断した場合は、利用中
止をお願いする場合もございますので、ご協力をよろしくお願いします。
ご自身だけでなく仲間同士で声を掛け合って熱中症を予防しましょう。
＊ WBGT値とは、気温、湿度、輻射（放射）熱から算出された暑さ指数
運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。

～プール利用休止のお知らせ～

プール夏季期間（7月1日～8月31日）に
関するお知らせ
【時間帯による利用区分】
時間
曜日

9：30〜16：50

18：00〜20：50

どなたでも
障害がある方
月曜日〜
ご利用になれます
（介護人2人まで）
土曜日
および60歳以上の ※但し、火曜日は団体利用のみ
障害のない方
日曜日・祝日
※9：30〜12：00、13：00〜15：00は、歩行およびフリー
スペース（水遊び、浮き輪）コースを優先的に設定し
ます。
※7月13日（土）〜 8月31日（土）の12：00〜13：50は、
混雑が予想されるため、視覚障害者優先コースの設
定はありません。

水抜き清掃のため、6月10日（月）～14日（金）は、プールを閉鎖します。
ご理解とご協力をお願いします。

みんなのお楽しみ会

工作ひろば

vol.61

カエルくん、ジャンプ！

ボランティアによる楽しいお遊びの会。6月生まれのお
子さんのお誕生祝いもします。
日 時：6月1日（土）11：00〜11：30
会 場：おもちゃ図書館
参加費：無料

指ではじくと跳ぶカエルを作って遊びましょう。年齢問わ
ず参加できます。
日 時：6月1日（土）13：00〜16：00（15：30受付終了）
会 場：おもちゃ図書館前 参加費：無料 ※先着30セット

わくわくボックス「七夕まつり」

おもちゃドクター（ボランティア）が無料でおも
ちゃの修理をします。※部品代は依頼者負担
日 時：6月13日（木）10：00〜15：00 会 場：2階 小会議室
申 込：事前予約。定数になり次第締切（1人2点、1施設5点まで）
協 力：ワイワイおもちゃドクターズ

工作や縁日の屋台ごっこ、わらべ歌などで楽
しい時間をボランティアと一緒に過ごしましょう。
（飲食の用意はありません）
日 時：7月6日（土）13：30〜15：00
会 場：ラポールボックス
対 象：お子さん（2歳〜小学校低学年）30人とその保護者
参加費：お子さん1人300円
後藤京子さんによる親子撮影会（わくわくボックス参加者対象）
13:30〜14:30 ・ 15:00〜16:00

ラポールおもちゃ病院

あおばおもちゃのひろば
横浜ラポールのおもちゃで遊べます。
時：6月1日（土）・14日（金）・15日（土）
10：00〜12：00、12：30〜14：30
※金曜日は放課後タイムもあり。詳細は HP にて。
会 場：青葉区福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」
問合せ：yokohama.aobatoy@gmail.com
ホームページ：http://sites.google.com/site/aobatoy/
日

（受付時間 9：30～16：00）
おもちゃ図書館事業の申込方法 おもちゃ図書館へ直接または、電話で受付。

スポーツ教室・イベントの申込方法
申込用紙にご記入の上、横浜ラポール1階総合受付でお申し込みください。なお、直接申込みが困難な場合は、郵送・FAX でも受け付けます。
（申込用紙は、1階総合受付横パンフレットコーナーにあります。または、ホームページから印刷してご利用ください）
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問合せ 横浜ラポール スポーツ担当 TEL.045 475 2050 FAX.045 475 2053

は だ し で ゲ ー ム

ボードゲーム展

体を動かすゲームなど、
ゆったり遊べます。グループ遊びにも向いています。
■ 日 時：6月8日（土）
・9日（日）10：30〜15：30
■ 会 場：ラポール座
■ 入場料：無料

パソコン・スマホ・タブレット相談会
パソコンやスマートフォン、タブレットなどの操作や購入で困っていることは
ありませんか。パソコンボランティアが丁寧にお答えします。
・スマホのセキュリティー対策は？
■ 日 時：6月22日（土）11：00〜15：00
・色々な格安スマホが出ている
■ 会 場：1階 ロビー ■ 参加費：無料
けれど、違いはあるの？
・LINE、
Facebook など SNS の
■ 協 力：ドリームナビゲーター横浜

運で勝負が決まるすごろくや人生ゲー
ム、オセロや初めての将棋など、いろ
いろなゲームで遊べます。どなたでも
ご参加いただけます。
■日 時：6月8日（土）〜16日（日）
10：00〜16：00
■会 場：1階 ロビー
■入場料：無料

操作方法は？

創 作 工 房 か ら の お 知 ら せ
初心者陶芸教室 〜オリジナルの湯のみと小鉢を作ろう〜
これから陶芸を始めたい方を対象にした教室です。基本のひも作りとたたら作りで、湯のみと小鉢を作ります。皆さんで陶芸
を楽しみませんか。
●日
●対
●定

時：6月18日（火）10：00〜12：00
象：18歳以上の方
員：10人
※定員を超えた場合は、障害の有無や過去の
参加状況などを考慮して選考します。

●参加費：障害のある方とその介助者1,000円、障害のない方1,500円
●申 込：6月4日（火）必着
●講 師：紅林 千津子
教室当日は形を作るだけです。色付けと窯焼きは横浜ラポールが行
います。約2カ月後に作品を受け取りに来てください。

ラポールバリアフリークッキング（7月開催）
片麻痺の方も調理しやすい工夫をした横浜ラポール定番の料理教室です。

よこすか海軍カレー

●申 込：6月20日（木）必着
時：7月19日（金）・20日（土）10：30〜13：30
※第1・第2希 望日と食 物アレル
※各日とも同じメニューです。
ギーのある方はご記入ください。
●対 象：集団行動ができる15歳以上の障害のある方。
※応募多数の場合は抽選。
4人まで一緒に申し込めます。
※介助が必要な方はご同伴をお願いします。 ●講 師：安藤 清美
●定 員：各日12人（介護人含む）
よこすか海軍カレー、
●参加費：1,000円
メニュー
サラダ、デザート、牛乳
（介助の方でレシピ不要の場合は700円）
●日

チャレンジライブ 2019

後藤京子

パラアスリートを応援している視覚障害の
シンガーソングライター、障害のある子ども
を持つパパさんたちが結成した親父バンド、
地域で活動している視覚障害者のバンドが出
演する力のこもた音楽ライブです。

障がいのあるお子さんのいる家族の
「すてきな一瞬」を撮りつづけている、
ママフォトグラファー後藤さんの写真展です。

■
■
■
■
■

日 時：6月29日（土）14：00開演
会 場：ラポールシアター
定 員：300人
入場料：無料
出 演：栗山 龍太、ブレーメン、
ばんどえいどーず

農林水産省選定「農山
漁村の郷土料理百選」
で選ばれた、神奈川県
のご当地人気料理で
す。明治時代に作られ、
日本のカレーのルーツ
ともいわれています。

LOVE フォト展

■ 日 時：7月2日（火）〜7日（日）
■ 会 場：1階 ロビー
■ 入場料：無料
親子撮影会
●日 時：7月6日（土）10:30〜13:00
●会 場：1階 ロビー
●対 象：障がいのある
お子さんとそのご家族
●定 員：先着12組
●参加費：無料

文化教室・イベントの申込方法
横浜ラポールへ直接または、はがき・FAX で。①ご希望の講座・イベント名 ②氏名（フリガナ） ③郵便番号・住所 ④年齢 ⑤性別 ⑥電話（FAX）番号
⑦障害の有無（内容）をご記入の上、横浜ラポール文化担当 R 係まで。視覚障害者のみ電話申し込み可。結果は原則として代表の方に郵送します。

のないものは、申込不要です。直接会場にお越しください。

問合せ 横浜ラポール 文化担当 TEL.045―475―2055 FAX.045―475―2053
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土
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ラポールカレンダー
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休館日と個人利用できない時間帯・施設
個人利用できない時間帯・施設
9:30〜12:00 メインアリーナ
10:00〜12:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
10:00〜12:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
14:00〜15:00
10:30〜12:00
12:00〜13:00
9:30〜11:00
14:00〜16:00
18:00〜21:00
9:30〜11:00
10:30〜12:00
12:00〜13:00
18:00〜21:00
9:30〜21:00
13:00〜15:00
13:00〜17:00
14:00〜16:00
9:30〜17:00
10:00〜12:00
14:00〜16:00
9:30〜21:00
9:30〜11:00
14:00〜16:00

テニスコート
プール

ラポールグラウンド
メインアリーナ
ラポールグラウンド
テニスコート
プール
メインアリーナ
メインアリーナ
地下トラック
アーチェリー場
ラポールグラウンド
メインアリーナ

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

17

月

18

火

19

水

20

木

21

ラポールグラウンド

9:30〜12:00
9:30〜11:00
14:00〜15:00
10:30〜12:00
12:00〜13:00
9:30〜11:00
14:00〜16:00
18:00〜21:00
9:30〜11:00
10:30〜12:00
12:00〜13:00
18:00〜21:00
9:30〜12:00
10:00〜12:00
14:00〜16:00
13:00〜15:00
17:00〜19:00
17:00〜21:00

金

22

プール

個人利用できない時間帯・施設
休館日
9:30〜21:00 プール
10:30〜12:00 テニスコート
14:00〜16:00 ラポールグラウンド
9:30〜21:00 プール
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
15:00〜16:00
9:30〜21:00 プール
9:30〜11:00 ラポールグラウンド
10:30〜12:00 テニスコート
18:00〜21:00 メインアリーナ
9:30〜12:00 メインアリーナ
10:00〜15:00 ラポールグラウンド
17:00〜19:00 ボウリングルーム
10:00〜12:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00

土

ラポールグラウンド

工房

ラポールグラウンド
テニスコート
プール
ラポールグラウンド
メインアリーナ
ラポールグラウンド
テニスコート
プール
メインアリーナ
メインアリーナ
ラポールグラウンド
地下トラック
ボウリングルーム
サウンドテーブルテニス室

2019福祉レクリエーション・フォーラム
in 横浜ラポール
さまざまな福祉の現場で展開されるレクリエーション支援のあり方
とその実践を学び合います。
6月9日（日）
〇障害をテーマにしたドキュメンタリー映画

6

月の主な催し

6月8日（土）
〇基調講演
〇選択講座
・子どもたちの感覚統合
・小さな音楽会

（横浜ラポール主催プログラム）

〇選択講座
・読み聞かせ活動の可能性
・要介護3以上の方への運動プログラム

▪対 象：①福祉・医療・保健分野の関係者
②障害者・高齢者のスポーツ・文化・レクリエーションの実践家
③ボランティア ④その他（興味、関心のある方）
▪定 員：50人
▪参加費：全日程6,000円 1日のみ3,500円
▪主 催：全国福祉レクリエーション・ネットワーク
▪共 催：公益財団法人日本レクリエーション協会
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
※詳細が記載された申込書があります。ご希望の方は、文化担当まで
お問い合わせください。

曜日

23

日

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土

30

日

個人利用できない時間帯・施設
9:30〜12:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
9:30〜17:00 サウンドテーブルテニス室
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
9:30〜21:00 プール
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
14:00〜15:00
10:30〜12:00 テニスコート
12:00〜13:00 プール
14:00〜16:00 ラポールグラウンド
15:00〜17:00 工房
9:30〜11:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
9:30〜11:00 ラポールグラウンド
10:30〜12:00 テニスコート
12:00〜13:00 プール
18:00〜21:00 メインアリーナ
9:30〜12:00 メインアリーナ
10:00〜12:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00
10:00〜12:00
ラポールグラウンド
14:00〜16:00

作成日：2019年5月13日
※メインアリーナ個人利用スペースについて

卓 球スペース
フリースペース

金曜日
17：30まで利用可
18：00まで利用可

土曜日
12：30から利用可
12：00から利用可

※プール利用について
①土（〜16：50まで）と日・祝（終日）は、
障害のある方とその介護人
（2人まで）、
60歳以上の方のみです。
②17：00〜18：00（火曜のみ17：00〜21：00）は、
個人利用できません。
※テニスコート利用について
土曜（祝日含む）午前・午後は障害のある方とその介護人（2人まで）
のみです。
※予定は、変更になることがあります。最新情報は、
ホームページ
または、
利用案内（045︲475︲2001）でご確認ください。

□みんなのお楽しみ会 / 工作ひろば

1日（土）

□はだしでゲーム
□福祉レクリエーション・
フォーラム in 横浜ラポール

8日（土）
・9日（日）

□親子で作る、おやつめし
■ボウリング記録会

15日（土）

□初心者陶芸教室

18日（火）

□パソコン・スマホ・タブレット相談会

22日（土）

□みんなでプラネタリウム

22日（土）
・23日（日）

■卓球交流会

23日（日）

□チャレンジライブ 2019

29日（土）

※この他に、行事や教室も開催します。 ■ スポーツ □ 文化

横浜のパラスポーツを支えるサポーターを募集します。登録していただいた方には、
パラスポーツ情報を随時お届けします！QR コードもしくは以下の URL の WEB サイトから
登録してください。 https://www.supportyou.jp/yokohama-rf/form/1/

YOKOHAMAパラ★スポ
市民応援団に登録しよう！

■交
通
JR・市営地下鉄新横浜駅から
徒歩約10分
新横浜駅からリフト付き送迎バスを
運行（無料）
●障害者優先にご協力お願いします。

■開館時間
月 〜 土 9：30～21：00
日・祝日 9：30～17：00
休 館 日 毎月第2火曜日、年末年始
※各施設の利用時間についてはあらかじめ
ご確認ください。

至小田原

鳥山川

浜鳥橋

鳥山大橋

フジビューホテル
環状２号線

横浜ラポール
送迎バス乗り場
新横浜駅
至横浜

横浜アリーナ
至鶴見
東海道新幹線

至東京

メインアリーナ
サブアリーナ
プール
フィットネスルーム
グラウンド（屋外・地下）
ボウリングルーム
ラポールシアター
（ホール）
ラポールボックス
（多目的室）
大会議室
（A・B）
小会議室
和室
（1・2）
ラポール座
（視聴覚室）
創作工房
おもちゃ図書館

障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1752番地

■送迎バス時刻表 (新横浜駅⇒横浜ラポール)
月~土

40 20
30
45 30
45 30 15
30 15
30

40
00
00
00
00
00
00

月~土
50 30
50
50 35
50 35 20
50 35 20
50
45
35

10
20
20
05
05
20
20
15

時

間
8
9
10～14
15
16
17
18～20

日・祝日
45
00 20 40
00 30
00 30
00 30

時

日・祝日
10 30 50
20 50
20 50
20 45
15 35

( 注 ) 横浜ラポールの休館日は別ダイヤとなります。

横浜ラポール発

至三ツ沢

総合リハビリテーションセンター

■施設の一覧

新横浜駅発

八
王
子

線

事
務 TEL.475⊖2052 FAX.475⊖2053
スポ－ツ TEL.475⊖2050 FAX.475⊖2053
文
化 TEL.475⊖2055 FAX.475⊖2053
聴覚障害者情報提供施設 TEL.475⊖2057 FAX.475⊖2059

文 化 施 設

至

石川

横浜労災病院

利用案内

TEL.045⊖475⊖2001 FAX.045⊖475⊖2053
貸切施設予約 TEL・FAX.045⊖475⊖2002

スポーツ施設

地下駐車場入口 医療センター

横浜ラポール

市営
地下
鉄

■利用料金
●障害のある方およびその介護人（2人まで）
●貸切施設料金については、お問い
のスポーツ施設の個人利用は原則として無料。
合わせください。
（ボウリングは1ゲーム200円）
●障害のない方のスポーツ施設の個人利用は
大人500円、小・中学生250円。
至あざみ野
至第三京浜 港北I.C
鶴見川
日産スタジアム
新横
（ボウリングは1ゲーム400円）
総合保健
浜元

ラポラポ 6 月号 2019

日

間
9
10～14
15
16
17
18～19
20
21

