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・障害のある方がご参加いただける、事前予約制プログラムを実施しています。
・プログラムへのご参加には、ラポール上大岡の登録が必要です。
・情報発信サイト「ラポール For Smile」
をご確認いただくか、直接お問い合
わせください。

スポーツプログラム

文化プログラム

障害のある方でも安心して体を動かせるプログラムが盛り
だくさん！ ひとりでも仲間とでも、自分に合ったスタイルで
健康づくりを始めましょう！

まずは趣味を見つけるような感覚で、ものづくりや絵画を
始めてみませんか？ 気軽に取り組めるものから、ステップアッ
プできるコースまで幅広くご用意しています！

体育室

創作エリア

● みんなとエクササイズ!!!〔おとな〕
( 月 ) シンプルエアロビック
( 水 ) バランス UP 体操
( 木 ) フラダンス・ヨガ〔昼・夜〕
● ( 金 ) みんなとスポーツ !!!
〔どなたでも〕
● ( 土 ) エンジョイ！プログラム
〔こども〕
● ( 月 ) ぐんぐん
ぐんぐん⤴
⤴フィットネスタイム！
〔こども〕

● オーブン陶芸教室〔どなたでも〕
はじめてコース
チャレンジコース
● らぽかるマルシェ〔どなたでも〕
● ワクワク工作教室〔小学生以上〕

トレーニング室
● トレーニング広場〔中学生以上〕
● 健康増進プログラム〔おとな〕

多目的室/ 展示コーナー
● 絵画の広場〔高校生以上〕
● 工作ワークショップ〔こども〕
● 企業コラボ講座〔小学生〕
● その他発表会など

フィットネススタジオ
● みんなとエクササイズ !!!
( 土 ) アクティブエアロビック
〔16歳以上〕
● ( 木 ) 測定会

合同プログラム
● 好きなことを見つけタイム！〔こども〕

健康支援室
● 健康づくり相談〔おとな〕

ホームページアドレス

http://www.yokohama-rf.jp/rapport/
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ラポールの魅力再発見！ ～フィットネスルーム編～

フィットネスルームには、ラポールならではのトレーニングマシンもありますが、基本的には一般のスポー
ツセンターやフィットネスクラブと変わらないマシンを設置しています。それは、将来、みなさんにとっ
て身近な地域のスポーツ施設も利用できるようになってもらいたい！という想いがあるからです。その支
援をするためにスポーツ指導員が障害状況に応じたトレーニング方法や工夫をアドバイスしています。
とはいえ、マシンにもひと工夫をしています。例えば、装具などを付けていても自転車（エアロバ
イク）が漕ぎやすいよう、かかと付きのペダルに変えたり、車椅子の方が移動や乗り移りをしやすい
ようにスペースを広く取っています。
体力づくりのお手伝いをしていますので、お気軽にお声かけください！
次回は、特徴的なマシンや、工夫をさらに紹介しますので、お楽しみに！

健康相談コーナー便り
今月のテーマは「睡眠」
春は自律神経のバランスが乱れやすい、と聞いたことはありませんか？
これは、春は寒暖の差が大きいことも影響しています。
自律神経のバランスとは、頑張ったり、緊張したりする時に働く交
感神経と、リラックスした時に働く副交感神経のバランスのことです。
このバランスがよいと、体調がよいということにつながります。
よいバランスを保つためには、①規則正しい生活リズム ②充分な
睡眠 ③バランスのよい食事 ④適度な運動 が大切と言われています。
そこで今回は「睡眠」についてお話しします。
睡眠には、疲労回復・体力維持や骨の成長、傷ついた組織の再生、記憶や感情の整理といった効用があります。
一方、睡眠不足の場合、疲れが取れなかったり、風邪をひきやすくなったりします。また注意力が低下し、思わぬ転倒や
事故の危険性が高まるので、特に杖や装具を使っている方は、睡眠不足に注意しましょう。更に、空腹信号を出すホルモン
が増え、肥満につながりやすいとも言われています。体の障害等により活動量が少なくなりがちな場合や、体重が気になる方
は、適切な睡眠を心がけましょう。
良い睡眠のために、まず起床時間はできるだけ一定にし、朝は日の光を浴びましょう(室内照明でも可)。
そして、日中は適度に体を動かし、就寝前にスマホやパソコン画面を見ることは避け、夜はゆっ
くり過ごせるといいですね。
寝付けないことや、朝まで何度も起きてしまうことが続き体調がすぐれない場合は、かかりつけ
医に相談しましょう。
※横浜ラポールホームページ４月配信の「健康相談コーナー便り No1 睡眠」も、ご参照ください。

〜お知らせ〜

新型コロナウイルス感染拡大防止のため「令和3年度下半期スポーツ施設団体貸切優先予約会」は、
中止とさせていただきます。

修繕工事に伴う
施設利用休止の
お知らせ

今年度は、震災対策による大規模修繕工事を行う予定です。工事期間中に利
用休止となる施設があります。皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。
施 設
利用休止期間
メインアリーナ・サブアリーナ・サウンドテーブルテニス室・ 5月10日～
令和4年3月末（予定）
100m 走路・ウォーキングコース・ミーティングルーム
大会議室
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6月1日～11月30日
9：30～17：00

問合せ 横浜ラポール スポーツ担当 TEL.045―475―2050 FAX.045―475―2053

ホームページやツイッターでお知らせします。あらかじめご了承ください。

横浜ラポールには、障害のある方
がスポーツを安全に快適に楽しむた
めの工夫がたくさんあります。ご存
じでしたか？
初回はフィットネスルームです。

世界自閉症啓発デー・
発達障害啓発週間イベント
〜お知らせ〜

掲載内容は 、 月

3

日現在の情報です 。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため変更の場合は 、

15

国連の定めた4月2日の世界自閉症啓発デー、4月2日
～8日の発達障害啓発週間に合わせて啓発イベントを行
います。ポスターやリーフレット、関連書物や映画等を
紹介する展示を行います。
■日 時：3月31日（水）～4月8日（木）
10:00～17:00
■会 場：1階 ロビー
■入場料：無料

工作ひろば vol.67 のぼるこいのぼり
こいのぼりの絵に色を塗ります。ひもを交互にひくと、
こいのぼりが昇ります。
■日 時：4月24日（土）13:00～16:00（15:30受付終了）
■会 場：2階 創作工房
■対 象：年齢を問わず障害のある方、
発達に心配のあるお子さんとその保護者・介護人
■参加費：無料 ※先着25セット

ラポールシアターで
ピアノを弾いてみませんか？

横浜ラポールシアターのステージで、STEINWAY&SONS
（スタインウェイ & サンズ）D-274を弾いてみましょう。あなただけ
の素敵な音色を奏でてみませんか？
第3回日本財団
■日 程：4月26日・5月17日・6月7日・
7月19日・10月18日
DIVERSITY IN THE ARTS 公募展 横浜会場
いずれも月曜日
国内外から届いた障害のある方のアート作品2,089点
■利用時間：①10:00～11:00 ②11:15～12:15
の応募から選ばれた57点を、横浜ラポールで展示します。
③13:30～14:30 ④14:45～15:45
ぜひご覧ください。
⑤16:00～17:00
■日 時：4月21日（水）～26日（月）9:30～18:00
■対 象：障害のある方とその介護人
※25日（日）は、17:00まで
■参加費：1時間1000円（横浜ラポール利用登録済みの方）
■会 場：1階 ロビーほか
1時間2000円（利用未登録の方）
■入場料：無料
■申 込：利用日の1週間前まで ※先着順
■主 催：日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS
※申込用紙にご記入の上、1階総合受付へ直接、または FAX かメール
■共 催：社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
（rapo-bunka@yokohama-rf.jp）でお申し込みください。
■協 力：国際障害者交流センター ビッグ・アイ
（申込用紙は、1階総合受付横パンフレットコーナーで配布しています）

みんなのお楽しみシアター
ボランティアによるお子さん向けの
パネルシアターなど。4月生まれの方
のお誕生祝いもします。
日 時：4月3日（土）
12:00～12:30
会 場：1階ロビー
入場料：無料

「遊びエリア」予約専用ダイヤル
090‑1110‑3906

受付時間：9:30～12:00

13:00～16:00

ラポールおもちゃ病院
ボランティアのおもちゃドクターが無料（部品代は依頼
者負担）で修理をします。障害のある方のみ受け付けます。
日 時：4月8日（木）10:00～15:00
会 場：3階 ラポール座
申 込：事前申込 ( 障害のある方のみ )
定数(20点)になり次第締切(1人1点、1施設2点まで)
協 力：ワイワイおもちゃドクターズ
予約状況はインスタグラムで毎日更新しています。当日でも空
きがあればご利用いただけますので、お気軽にお問合せください。
なお、貸出・返却のみの方は予約不要です。

（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。

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。

地下グラウンド
全面利用休止の
お知らせ

地下グラウンドにおいて、コンクリート片の落下が確認されました。安全の
確認が取れるまで、地下グラウンド全面（トラック、アーチェリー場、ローンボ
ウルス場、バウンドテニスコート）を当面の間、利用休止とさせていただきます。
詳細が分かり次第、ホームページなどへの掲載にてお知らせします。ご迷惑
をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

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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検 温・手 指 消 毒・マ ス ク の 着 用・ソ ー シ ャ ル デ ィ ス タ ン ス の 確 保 等、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

横浜ラポール・ラポール上大岡
ご利用時のお願い

横浜ラポール 聴覚障害者情報提供施設からのお知らせ
● 出前講座のご案内

〜聴覚に障害のある利用者との意思疎通のために〜

聴覚障害者対応のポイント、簡単な手話など日常の支援に実践、活用
できる方法を一緒に考えましょう。
■対

象：サービス利用者に聴覚障害者がいる
横浜市内の福祉･介護事業所等

■定

員：2～3人程度の少人数からでも、対応します。

■開催時期：随時（平日9:00～17:00、60～90分程度）
■講

師：聴覚障害者情報提供施設

■費

用：無料 ※職員研修等に活用される場合は、費用をご負担いた

聴覚障害支援員
出前講座の様子（ヘルパー事業所）

だく場合があります。ご相談ください。
※ご希望の方は、まずはご連絡ください。
※聴覚障害についてわかるチラシ「聞こえないってどんなこと？」も
お送りできます。

チラシ
「聞こえないってどんなこと？」

★ Zoom によるオンラインをご希望の場合は、ご相談ください。

＜問合せ＞ 横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設
TEL.045-475-2057 FAX.045-475-2059

のご案内
■利用案内

TEL.045-840-2151

■開館時間

月・水～土曜
日曜・祝日

■休 館 日

毎週火曜日、年末年始

FAX.045-840-2157

9：30～21：00
9：30～17：00

■ホームページ http://www.yokohama-rf.jp/rapport/kamioooka/
■交

通 京浜急行・市営地下鉄「上大岡駅」下車
「ゆめおおおかオフィスタワー」2階のメインエントランスより、
低層用エレベーターで7階へお上がりください。
※ 車でご来館される場合は、ゆめおおおかオフィスタワーの地下
駐車場（有料）等をご利用ください。なお、駐車場料金の減免
等はございません。

■ 利用案内

■交

月〜土曜
日 曜・祝 日

日産スタジアム

9：30〜21：00
9：30〜17：00

至第三京浜

総合保健
地下駐車場入口 医療センター

※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。

横浜ラポール

至

八
王
子

港北I.C
新横
浜元
石川

総合リハビリテーションセンター
鳥山川

浜鳥橋

至あざみ野

鶴見川
線

横浜労災病院

月~土

毎月第2火曜日、年末年始

至三ツ沢
至小田原

横浜アリーナ
至鶴見

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

東海道新幹線

至横浜
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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

時

間

日・祝日

40 20
30
45 30
45 30 15
30 15
30

40
8
45
00
9
00 20 40
00 10〜14 00 30
00
15
00 30
00
16
00 30
00
17
00 18〜20

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

時 間
日・祝日
10
9
10 30 50
20 10〜14 20 50
20
15
20 50
05
16
20 45
05
17
15 35
20 18〜19
20
20
15
21

( 注 ) 横浜ラポールの休館日は別ダイヤとなります。

鳥山大橋

至東京

横浜ラポール発

■休 館 日

■ 送迎バス時刻表（新横浜駅⇔横浜ラポール）

市営
地下
鉄

■ 開館時間

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。

新横浜駅発

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

障害者スポーツ文化センター ラポール上大岡
〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー6〜8F

