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〜お知らせ〜

ラポラポ10月号に掲載されている催しは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期に
なる場合があります。あらかじめご了承ください。
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□国際親善交流特別演奏会
□第9回 ラポール寄席

場

定

員

関係者含め
ラポール
シアター

150人までの
入場とさせて

いただきます。

障害のある方の自己表現や社会参加の可能性を広げ、多く
の方たちとの「障害の有無を超えた交流」を目指す「横浜ラ
ポール芸術市場」が、感染症拡大防止策をとりながら11月3
日（水・祝）の【舞台の部】より始まります。力強い和太鼓、
華麗なダンスなど今年も多くの皆さんが参加してくださいます。
また、
【美術展の部】は、来年1月22日（土）から29日（土）
までの開催となり、同じ日程で創作工房にて、簡単な工作や
手工芸を体験できるコーナーも行う予定です。
「横浜ラポール芸術市場」で、楽しいひとときをお過ごし
ください。

ラポール美術展
◆日
程：令和4年1月22日（土）〜29日（土）
◆会
場：ラポールボックス・大会議室ほか
◆ 出展申込：11月15日（月）必着
※申込方法などは、ホームページをご覧ください。

8日（金）
10日（日）

□ラポールシアターで
ピアノを弾いてみませんか？

18日（月）

■ スポーツ □ 文化
ホームページアドレス

http://www.yokohama-rf.jp/rapport/
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激闘・感動の記録展示 〜東京2020パラリンピック〜
8月24日に開幕し、12日間にわたっ

卓球とボッチャの利用ができます！
メインアリーナの修繕工事の期間中、

て行われた東京2020パラリンピック。

大会議室にて卓球とボッチャの利用がで

各国から集まったパラアスリートた

きます。曜日や時間帯で、できる種目を

ちのパフォーマンスや、テレビなど

設定しています。利用できる時間帯は、

では報道されない競技会場の舞台裏

平 日 の10:00〜12:00、13:00〜16:00で
す。ただし、利用できない日があります

横浜からも多くの選手が出場し、

ので、ホームページや館内掲示でご確認

熱戦が繰り広げられました。

芹澤美希香選手（宮前ドルフィン所属）

写真と共にパラリンピックを振り

100m 平泳ぎ・100m 背泳ぎに出場

返りながら、もう一度、感動を分か

※写真は令和 3 年度ハマピックのものです

ち合いましょう！

ください。
なお、工事の騒音が大き
い場合がございます。あら
かじめご了承ください。

日

程

10月14日（木）〜31日（日）

会

場

1階 ロビー

皆様のご利用をお待ちして
おります。

施設利用休止のお知らせ
下記施設で、震災対策による大規模修繕工事を行っています。

地下グラウンドで、コンクリート片の落下が確認されました。

休止期間

補修工事を実施し、安全確認が取れるまで、全面を利用休

メインアリーナ・サブアリーナ・
STT 室・100m 走路・ウォーキ
ングコース・ミーティングルーム

令和4年3月末日
（予定）まで

なお、今後の工事の進捗状況などから休止期間が短縮する

大会議室

11月30日まで
9：30〜17：00（月〜土）

施

設

※大会議室は月〜土の18:00以降、日曜・祝日は利用可能

止とさせていただきます。
可能性もあります。
施

設

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

休止期間
令和4年3月末日
（予定）まで

皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

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：10月14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（10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

おもちゃのリクエスト募集
おもちゃ図書館で遊びたい、借りてみたいおもちゃのリク
エストをお寄せください。新規購入時の参考にさせていただ
きます。

◆◆ おもちゃの個人・団体貸し出しのご案内 ◆◆
障害のあるお子さん、発達に心配のあるお子さんの
ために、いろいろなおもちゃを貸し出しています。ラポー
ルのおもちゃを借りて遊んでみませんか？
貸出時間： 9：30〜12：00（11:40受付終了）
13：00〜16：00（15:40受付終了）
個
人：障害のあるお子さん、発達にご心配のある
お子さんに、1人3点まで3週間以内で貸出。
※個人の利用者カードが必要。
団
体：障害児関連の団体やグループに、1団体12
点まで、1ヶ月以内で貸出。
※横浜ラポール団体カードが必要。
※保護者の個人利用者カードで、絵本・布絵本・雑誌・
紙芝居が1人3点まで3週間借りられます。
※必要に応じて「体調確認カード」などのご記入をお
願いする場合もありますのでご了承ください。

（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。
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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

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︒

などを写真でお伝えします。

ラポールの魅力再発見！ 〜ラポールシアター編〜
〜お知らせ〜

掲載内容は ︑ 月

今回は文化施設ラポールシアターをご紹介し
ます。本格的なコンサートや小演劇等ができる
300席のホールです。音響・照明・舞台装置は
もちろん、ヒアリングループ（補聴装置）や電動
収納の座席も完備しています。間口12m の舞台
には車いすのまま上がることができ、障害のあ
る方も利用しやすいよう工夫されています。
ホールとピアノ
また、世界中のコンサートで選ばれているグ
ランドピアノ STEINWAY&SONS（スタインウェイ & サンズ）D-274が常設さ
れており、舞台やイベント等で活躍するだけでなく、貸切で試弾や練習ができ
るイベント「ラポールシアターでピアノを弾いてみませんか？」が人気です。

昇降装置

9

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 ︑
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国際親善交流特別演奏会
毎年、東欧の著名な演奏家を招聘して開
催する国際親善交流特別演奏会。今年はポー
ランド国立フィルハーモニー・ホール等多
くのコンサート・ホールで演奏し、海外の
多数の国際音楽祭にも参加するピアニスト
の演奏会です。生の演奏会をご堪能ください。
■日 時：10月8日（金）
14:00〜15:00（13:30開場）
■会 場：ラポールシアター
■奏 者：ミハウ・ソブコヴィアク
■お 話：泉川 萌生
障害のある方と
その介護人を
■申 込：10月3日（日）必着
100 人
■主 催：国際親善交流特別演奏会実行委員会
無料ご招待！
日本音楽文化交流協会
日本・ポーランド協会

『第9回 ラポール寄席』

〜新横浜ライオンズクラブ presents〜
障害者スポーツ・文化活動支援の一環として、落
語で笑って楽しいひとときをお届けする『ラポール
寄席』を開催します。
■日 時：10月10日（日）
障害のある方と
13:30〜16:00（13:00開場）
その介護人（1人）を
■会 場：ラポールシアター
30 人
■出 演：柳家花緑ほか
無料ご招待！
■申 込：10月3日（日）必着
※応募多数の場合は抽選
■主 催：新横浜ライオンズクラブ
■共 催：社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
有料チケットの問合せ
横浜ラポール寄席実行委員会 ☎045-620-4010

バリアフリーの布絵本展in横浜市中央図書館

ラポールシアターで
ピアノを弾いてみませんか？

横浜ラポールで貸し出している布絵本やお子さんのためにさま
ざまな布絵本を製作しているボランティアグループの作品を展示
します。楽しい布のタペストリーもあります。
■日 時：10月12日（火）〜11月14日（日）図書館開館時間中
■会 場：横浜市中央図書館（西区老松町1） ■入場料：無料
■共 催：横浜市中央図書館、横浜ラポール
■協 力：ぐるーぷ・もこもこ、ぐるーぷ・もこもこ・青葉台、
よこはま布えほんぐるーぷ

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響か
せてみませんか？
■日
程：10月18日（月）、11月10日（水）・29日（月）、
12月15日（水）・27日（月）、
令和4年1月31日（月）、2月28日（月）、
3月9日（水）・28日（月）
■利用時間：①9:40〜10:40 ②10:50〜11:50 ③12:00〜13:00
④13:10〜14:10 ⑤14:20〜15:20
⑥15:30〜16:30 ⑦16:40〜17:40
■対
象：障害のある方とその介護人
■参 加 費：1時間1,000円（横浜ラポール利用登録済みの方）
1時間2,000円（利用未登録の方）
■申
込：利用日の1週間前まで ※先着順

〜すべての子どもたちのために〜

の び の び 月 曜 日 i n ラ ポ ー ル
子育て奮闘中のママたちのオアシスをめざす広場です。一緒に遊んだり、先輩ママやボランティアとおしゃべ
りしたり、気分転換をしてみませんか。
■日 時：10月25日（月）10:00〜11:30 ■会 場：ラポール座 ■対 象：発達に心配のあるお子さんとその保護者
■定 員：10組 ※先着順
■参加費：無料
■共 催：港北区子育て支援拠点どろっぷ
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、メール（rapo-bunka@yokohama-rf.jp）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電話（FAX）番号 ⑥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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横浜ラポール 聴覚障害者情報提供施設からのお知らせ
● オンラインを使った方法
横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設
相談・問い合わせ用
ラ

イ

ビデオ通話

ン

LINE

初回、お問い合わせください。 自宅など離れた場所からでも 手話で相談や問い合わせができます。
①対象 横浜市にお住いの聴覚障害者
相談メールアドレス
②時間 9：00〜17：00
rapport.soudan
③休み 土・日・祝日・年末年始
@yokohama-rf.jp
④内容 相談、お問い合わせ 等

■ iPhone をご利用の方

■ Android をご利用の方

えんかくしゅわつうやく

遠隔手話通訳

ジ ェ イ ト ー ク

J-talk

または、App Store で検索してください。
（アプリ名：J-TALK Business）

または、Play Store で検索してください。
（アプリ名：J-TALK）

（一社）日本財団電話リレーサービス
きこえない人ときこえる人をオペレーターが通訳して電話でつなぐサービスです。（事前登録が必要）
① 24時間365日対応
② 119番・110番などの緊急通報
③ 通話の相手とやり取りをすることができます。

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
http://www.yokohama-rf.jp/rapport/jyoutei/

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 https://www.yrsrapport.or.jp/
情報発信サイト ラポール For Smile をチェック！ ⇒
■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

