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横浜市障がい者スポーツ指導者協議会
（バセル）
をご存じですか？
ント

地域イベ

サポート
ハマピック

バセルの目的と活動

ポート

フェスタサ

バセルの目的は、障害者
スポーツを応援し、その発
展に寄与することです。バ
セルの活動には、ハマピッ
ク、スポーツフェスタ、記
録会の運営協力や、地域支
援事業のサポートなどがあ
ります。ラポールの祭典や
横浜市身体障害者連合会の
運動会では、毎年多くのバ
セル会員が協力し、共に楽
しんでいます。
また、横浜市内の小中学
校や特別支援学校、養護学
校をはじめ、地域で開催さ
れる障害者スポーツの体験
イベントへ数多く協力して
います。さらに、知識や技
術向上を目的とした、障害
者スポーツに関する研修会
を年2回開催しています。

バセルとは？
バ セ ル（BASEL）は Bay Area Sports
Enjoy Life の略で、横浜市障がい者スポー

ツ指導者協議会の通称です。1998年の「か
ながわゆめ大会」を契機に設立され、今年
で24年目を迎えました。バセルの会員は、
初級障がい者スポーツ指導員の資格を取得後、
横浜市に登録した方々で、現在452名が、
横浜ラポールを中心に活動しています。

横浜ラポールで
障害者スポーツ
を
楽しむ皆さんと
、バセルの活動
を
ぜひ見に来てく
ださい。

研修会

バセル役員

月の主な催し
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■スポーツあそび広場（肢体）
8日（土）
■フレームフットボール体験会
9日（日）
□第10回ラポール寄席
12日（水）
□ピアノを弾いてみませんか？
13日（木）
□おもちゃ病院
■スポーツあそび広場（知的・発達） 15日（土）

ホームページアドレス

17日（月）

□ラポール美術展
■ウェルネスプログラム
□ピアノを弾いてみませんか？
□のびのび月曜日
□国際親善交流特別演奏会

〜23日（日）
22日（土）
24日（月）

28日（金）
■ スポーツ □ 文化

http://www.yokohama-rf.jp/rapport/
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スポーツあそび広場

フレームフットボール体験会

走る・跳ぶ・くぐる・投げるなど、いろいろな運動・スポー
ツを体験し、楽しく体を動かしましょう！

歩行器を使用し移動が困難な障害がある子どもたちのス
ポーツとして誕生した5人制のサッカーです。

対

下記の両方の条件を満たす方

知的・発達障害がある小学生

象

・身体障害者手帳をお持ちの方（原則、小学
対

象

生から高校生まで）

程

時

間

会

場

サブアリーナ

日

程

定

員

各期・各時間15人
※申込み多数の場合は抽選

時

間

13:10〜14:40

会

場

メインアリーナ

定

員

①10:15〜11:00

込

な方

②11:15〜12:00

無料

参 加 費

申

・後方型歩行器使用者や杖で自立歩行が可能

開催要項を確認し、申込用紙にご記入の上、
以下の方法でお申し込みください。
①1階総合受付
②メール（rapo-kodomo@yokohama-rf.jp）
③郵送
※締切：各期実施日の2週間前まで。
※開催要項と申込用紙は、1階総合受付横
パンフレットコーナーにあります。
また、ホームページでも確認できますので、
印刷してご利用ください。

5月〜令和5年3月

10人

第2土曜日

※定員になり次第受付終了

参 加 費

1回800円
開催要項を確認し、申込用紙にご記入の上、
以下の方法でお申し込みください。
①1階総合受付

申

込

②郵送

③ FAX（送信後に届いたか確認をしてください）
※開催要項と申込用紙は、1階総合受付横パン
フレットコーナーにあります。
また、ホームページでも確認できますので、
印刷してご利用ください。

※中止となる場合がありますので、詳しくはホームページや館内掲示でご確認ください。

令和4年度
横浜
ラポール

ラポール美術展

障害のある方の自己表現や社会参加の可能性を広げ、障害の
有無を越えた交流を目指している「横浜ラポール美術展」に、美
しい絵画や写真、個性あふれる書など、今年もたくさんの作品が
揃いました。どうぞご鑑賞ください。

◆ 日 程：10月17日（月）〜23日（日）
◆ 時 間：10:00〜17:00
（17日は13:00〜19:00、23日は15:00終了）

◆ 会 場：1階ロビー、ラポールボックス、
大・小会議室ほか
※入場無料

スペシャルアート体験@創作工房

会場
2階 創作工房

見るのもいいけど、自分でも何か作ってみたいなと思ったら、ぜひお立ち寄りください！
さまざまなアートやクラフトの体験ができます！
※材料が無くなり次第終了
日
月

10

18日（火）〜22日（土）

時

内容
10：00-12：00
（11：00受付終了）
13：00-15：00
（14：00受付終了）

「さをり織り体験」
「おさらい工房プログラム」
※詳細はホームページでご案内します。

★「オリジナル缶バッジ作り」「創作工房10月のアート体験」もできます。（10月18日〜23日）
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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︒

1期：終了 2期：終了
3期：10〜12月 4期：令和5年1〜3月
いずれも第1・3土曜日

日

ラポールシアターでピアノを弾いてみませんか？

〜新横浜ライオンズクラブ presents〜

『第10回 ラポール寄席』

〜お知らせ〜

掲載内容は︑

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9日（日）
13:30〜16:00（13:00開場予定）
障害のある方と
■会 場：ラポールシアター
その介護人（1人）を
■出 演：桂 吉弥、桂 優々、二重丸◎
30 人
無料ご招待！
■申 込：10月2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

月

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

のびのび月曜日 in 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24日（月）10:00〜11:30
■ 会 場：ラポール座
■ 対 象：主に発達に心配のあるお子さんと
その保護者
■ 定 員：10組 ※当日先着順
■ 参加費：無料
■ 共 催：港北区子育て支援拠点どろっぷ

横浜ラポールシアターのステージで、
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12日（水）・24日（月）、
11月9日（水）・28日（月）
■ 利用時間：① 9:40〜10:40 ②10:50〜11:50
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

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。今年はヨーロッパ各地のオ
ペラハウスなどで演奏を多数行い、日本においても
メディア出演、演奏活動にて活躍するクリスティアン・
アガピエの演奏会です。生の演奏をご堪能ください。
■日 時：10月28日（金）
14:00〜15:00（13:30開場予定）
障害のある方と
■会 場：ラポールシアター
その介護人を
■奏 者：クリスティアン・アガピエ
100 人
■申 込：10月23日（日）必着
無料ご招待！
■主 催：日本音楽文化交流協会

創 作 工 房 か ら の お 知 ら せ
〜 wakuwaku 創作工房〜

かんたん切り絵体験教室
着物の型染技術を生かした切り絵体験
ができます。クリスマスに向けてサンタ
さんを作りましょう。初心者大歓迎です。
●日

時：11月5日（土）13:00〜14:30

●対

象：障害のある方

●定

員：10組

●参加費：500円
●申

込：定員になり次第締切

●講

師：辰己 雅章

絵画サロン

図工の時間

アドバイスを受けながら、水彩画を中心
とした絵画制作に取り組めるサロン形式の
プログラムです。基本の画材は貸出します。
●対 象：主に15歳以上の障害のある方
●日 時：11月9日（水）13:00〜16:00
（15:00受付終了）
●定 員：10組
●参加費：300円
●申 込：定員になり次第締切
●講 師：はやし まき

木の弦（つる）に木の実やリボンを飾
り、クリスマスリースを作ります。
●対 象：小学生以上の障害のある方
●日 時：11月19日（土）13:00〜14:30
●定 員：10組
●参加費：500円
●申 込：定員になり次第締切 ※先着順
●講 師：穴澤 秀隆

※10月1日（土）より申し込みを開始します。 ※介助が必要な方は、ご同伴をお願いします。
※10月7日（金）、8日（土）、17日（月）〜23日（日）は、個人利用できません。（ラポール美術展のため）

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。
時：10月13日（木）10:00〜15:00
会 場：2階 小会議室
込：事前申込（障害のある方のみ） 定数になり次第締切（1人2点、1施設4点まで）
力：ワイワイおもちゃドクターズ

日
申
協

（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、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
● オンラインを使って連絡するには？
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

鳥山川

線

横浜労災病院

総合リハビリテーションセンター
浜鳥橋

至あざみ野

鶴見川

鳥山大橋

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

月~土

時

間

日・祝日

40 20
30
45 30
45 30 15
30 15
30

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。

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

