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【関係機関・団体 主催行事：12件】

01 金融庁 (株)ゆうちょ銀行 障がい者アーティスト作品展示会
　障がい者アーティストに作品発表の機会を提供することを目的に、多くの人が足を運び
やすい東京駅前で障がい者アーティストの絵画作品展示会を開催する。

令和4年11月29日～令和4年12月
29日（予定）

KITTE丸の内B1階
ショーケース

○
https://www.jp-
bank.japanpost.jp/sustainability/so
cial/community/connection/

株式会社ゆうちょ銀行
広報部
TEL:03-3477-0111
（日本郵政グループ代表）
FAX:

02 金融庁 (株)ゆうちょ銀行
障がい者アーティスト作品をデザイ
ンしたポリ袋の配布

　障がい者アーティストに作品発表の機会を提供することを目的に、障がい者アーティスト
の作品をデザインしたポリ袋(環境に優しいバイオマス素材使用)を作成し、全国のゆうちょ
銀行直営店で配布する。

令和4年8月～無くなり次第終了
（株）ゆうちょ銀行
直営店（全国）

○
https://www.jp-
bank.japanpost.jp/sustainability/so
cial/community/connection/

株式会社ゆうちょ銀行
広報部
TEL:03-3477-0111
（日本郵政グループ代表）
FAX:

03 金融庁
一般社団法人電子
決済等代行事業者
協会

ウェブアクセシビリティに関する勉
強会

ウェブアクセシビリティ：年齢的・身体的条件に関係なくオンラインで提供される情報にア
クセスし利用できるように、例えば、高齢者や視覚に障がいを抱える人にとって、見やすい
文字の色やコントラストを意識したウェブページの提供など、が当たる。この勉強会では、
ウェブアクセシビリティの現状を踏まえ、課題や方向性についてお伝えする予定である。

オンライン ×

フリー株式会社
政府渉外（パブリックアフェアーズ）
担当者：高橋歩
メールアドレス：ayumi-
takahashi@freee.co.jp
TEL:080-1416-7205
FAX:無し

04 外務省
独立行政法人国際
協力機構

誰ひとり取り残さない共生社会の
実現に向けて：インクルーシブ防災
の取り組み

インクルーシブ防災の概念について参加者の理解を深め、その必要性を広く周知すること
を目的に、災害の各段階（防災、緊急対応、復旧・復興）において、障害者がどのような課
題に直面するかを理解した上で、日本のインクルーシブ防災（別府モデル）、仙台の地域
づくり、災害リスクの高い国の取り組みについて学ぶ。

令和4年12月12日（月）14:00-17:00
仙台市東北福祉大学仙台駅
東口キャンパス及びオンライ
ン

○

独立行政法人国際協力機構
JICA東北センター総務課
TEL:022-223-5775
FAX:022-227-3090

05 外務省
独立行政法人国際
協力機構

ユニバーサルスポーツフェスティバ
ル2022in群馬

ユニバーサルスポーツ（風船バレー・卓球バレー・ボッチャ）を通じ、国籍や年齢、障害の
有る無しに関わらず、参加者全員でスポーツを楽しみ、相互理解を促すイベント。当日は
子ども、高齢者、外国人留学生、障害当事者等が参加する予定。ユニバーサルスポーツ
は、全ての人々が平等に参加できるスポーツであり、共生社会の一助となる大きな可能性
を秘めている。

令和4年11月6日（日）
群馬県前橋市
ヤマト市民体育館前橋

○

独立行政法人国際協力機構
JICA群馬デスク
TEL:027-243-7271
FAX:027-243-7275

令和４年度　「障害者週間」関連行事（予定）【関係機関・団体 主催行事】
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06 外務省
独立行政法人国際
協力機構

ユニバーサルスポーツフェスティバ
ル2022

　ユニバーサルスポーツ（風船バレー・卓球バレー・ボッチャ）を通じ、国籍や年齢、障害の
有る無しに関わらず、参加者全員でスポーツを楽しみ、相互理解を促すイベント。当日は
子ども、高齢者、外国人留学生、障害当事者等が参加する予定。ユニバーサルスポーツ
は、全ての人々が平等に参加できるスポーツであり、共生社会の一助となる大きな可能性
を秘めている。

令和4年10月30日（日）
東京都渋谷区
JICA東京センター　講堂

○
https://www.jica.go.jp/tokyo/topic
s/2022/dit50g0000001nal.html

07 外務省
独立行政法人国際
協力機構

就労支援にかかる労働/福祉行政
官連携活動促進ワークショップ

JICA技術協力プロジェクト「スリランカにおける障害者の就労支援促進プロジェクト」の活
動の一環として、同国初の障害者就労支援にかかる労働行政と福祉行政の連携活動を
実施しており、本ワークショップでは連携活動の成果確認と分析を行い、今後の活動計画
を検討する。

令和4年11月1日(火)
スリランカ国　ガンパハ県
Samara Banquet Hall

×

08 外務省
独立行政法人国際
協力機構

就労支援にかかる労働/福祉行政
官連携活動促進ワークショップ

JICA技術協力プロジェクト「スリランカにおける障害者の就労支援促進プロジェクト」の活
動の一環として、同国初の障害者就労支援にかかる労働行政と福祉行政の連携活動を
実施しており、本ワークショップでは連携活動の成果確認と分析を行い、今後の活動計画
を検討する。

令和4年11月3日(木)
スリランカ国　コロンボ県
Movenpick Colombo

×

09 外務省
独立行政法人国際
協力機構

就労する障害者との意見交換会

JICA技術協力プロジェクト「スリランカにおける障害者の就労支援促進プロジェクト」の活
動の一環として、同国ではこれまで行政サービスの改善に障害当事者の意見が十分に反
映されてこなかった背景を踏まえて就労している障害者の意見を伺う機会を設ける。同プ
ロジェクトでは定期的にこうした機会を設けることによって障害当事者と行政機関の建設
的な対話を促進していく。

令和4年11月5日（土）
スリランカ国　コロンボ県
Renuka City Hotel

×

10 外務省
独立行政法人国際
協力機構

国際障害者の日記念マーチ

障害者の権利に対する一般市民の理解を促進するために、ビジャリカ市内で障害者が
マーチを行う予定。
※この活動は、JICAの課題別研修員に参加した帰国研修員により組成された中南米地
域自立生活ネットワーク(RELAVIN)参加10カ国の関連組織が連携して行うもの。同日にそ
れぞれの国で同様の活動が予定されており、各国のマーチの様子をオンラインでライブ配
信することが計画されている模様。パラグアイのマーチについては、派遣中の専門家及び
CP機関の協力が予定されている（詳細検討中）。

令和4年12月3日（土）
パラグアイ国　グアイラ県　ビ
ジャリカ市内

○
https://www.facebook.com/proyec
toimpactopy

独立行政法人国際協力機構
人間開発部　高等教育・社会保障
グループ　社会保障チーム
TEL:03-5226-8330
FAX:

11 法務省
日本司法支援セン
ター

当センターのサービス（特定援助
対象者法律相談援助）の周知

　下記の「特定援助対象者法律相談援助」についてメールマガジン、twitterにより期間中
数回周知する。

　高齢や障がいのため認知機能が十分でないために、法的問題を抱えていても、御自分
で法律相談を受けるために行動することが難しい方（特定援助対象者）を対象として、福
祉機関などの支援者の方から、法テラスに御連絡いただくことによって、弁護士や司法書
士が、支援者の皆様と連携して出張法律相談等を実施する。資力の有無にかかわらず御
利用いただけるが、一定の資力をお持ちの方には、相談料5,500円の負担がある。

令和4年11月～令和5年1月の間の
月１～２回

https://www.houterasu.or.jp/

日本司法支援センター（法テラス）
本部　総務部　広報・調査室
TEL:0503383-5348
FAX:03-5358-1058
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12 文部科学省
独立行政法人国立
特別支援教育総合
研究所

令和４年度国立特別支援教育総
合研究所公開

　令和４年度の研究所公開は、国立特別支援教育総合研究所（特総研）を一般開放する。
特総研の研究内容を紹介するほか、体験型の展示を通じて特別支援教育や障害への理
解を深めていただくことができる。あわせて、オンラインで特総研の事業を紹介する動画配
信も行う。

一般公開日：令和４年11月５日（土）
10:00～15:00
オンライン動画配信期間：令和４年
11月５日(土）9:30～12月11日（日）

国立特別支援教育総合研究
所（神奈川県横須賀市野比）

○
http://www.nise.go.jp/nc/laborator
y_release

独立行政法人国立特別支援教育
総合研究所
総務部総務企画課広報係
TEL:046-839-6803
FAX:-

13 文部科学省
独立行政法人国立
特別支援教育総合
研究所

令和４年度特別支援教育推進セミ
ナー

　特総研は、地域における特別支援教育の理解啓発を図るため、教育委員会、特別支援
教育センター、関係団体等及び大学と連携を図りながら、インクルーシブ教育システム構
築に向け、特別支援教育推進セミナーを開催する。
　本セミナーでは、昨今の教育課題に対応した特別支援教育に関する講義や、実践発
表、研究協議を行う。全国を６ブロック（北海道・東北ブロック、関東甲信越ブロック、東海・
北陸ブロック、近畿ブロック、中国・四国ブロック、九州ブロック）に分け、参加者はブロック
内の他の自治体や学校の参加者と交流を図ることで、新たな視点や知見を広げる機会と
する。
　令和４年度は、関東甲信越ブロック、東海・北陸ブロック、近畿ブロックを対象に開催す
る。

　対象：
　・関東甲信越ブロック：関東甲信越ブロック内の特別支援教育にかかわる教育関係者、

関東甲信越ブロック：令和４年11月
30日（水）11:00～17:00
近畿ブロック：令和４年12月８日
（木）13:00～17:00
東海・北陸ブロック：令和４年12月９
日（金）13:00～17:00

オンライン ○
https://www.nise.go.jp/nc/snep-
seminar

独立行政法人国立特別支援教育
総合研究所
総務部総務企画課広報係
TEL:046-839-6803
FAX:-

14 文部科学省
独立行政法人国立
特別支援教育総合
研究所

令和４年度盲ろう教育実践セミ
ナー

　盲ろう教育の基礎・基本的な内容や、最新の知見、具体的な指導実践等を提供する場と
して本セミナーを開催する。

　対象：盲ろう幼児児童生徒の教育・療育等に関わっている、あるいは盲ろう教育に興味・
関心のある教職員等

・令和４年10月30日（水）10：00～
12：00
・令和４年11月10日（木）15：30～
17：00

オンライン ○
https://www.nise.go.jp/nc/each_ob
stacle/overlap

15 文部科学省
独立行政法人国立
特別支援教育総合
研究所

令和４年度難聴児の切れ目ない支
援体制構築と更なる支援の推進に
向けた地区別研究協議会

　難聴児の早期支援に関わる全国の特別支援学校（聴覚障害）乳幼児教育相談担当者
等の専門性の向上を図るとともに、保健・医療・福祉・教育関係者間の連携を促進するた
め、本協議会を開催する。

　対象：
　・全国の特別支援学校（聴覚障害）の管理職、乳幼児教育相談担当教員
　・全国の難聴児の早期支援に携わる保健・医療・福祉・教育関係者等

・令和４年12月１日（木）10:10〜
16:15
・令和４年12月16日（金）10:10〜
16:15
オンデマンド講義配信
令和4年7月1日（金）～令和5年1月
10日（月）

オンライン ○
https://www.nise.go.jp/nc/training_
seminar/national_training/enter

16 文部科学省
独立行政法人日本
学生支援機構

令和４年度障害学生支援理解・啓
発セミナー

　日本学生支援機構では、障害のある学生が在籍しない学校や、障害学生支援を初めて
担当する教職員、管理者を対象としたセミナーを実施し、障害学生支援の理解・啓発を
図っている。今年度は、令和３年６月に公布された、「障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律の一部を改正する法律」（令和３年法律第５６号）により、全ての大学等に
おいて合理的配慮の提供が義務化されること等に焦点を当て、オンラインでセミナーを開
催する。

・令和４年11月中旬 オンライン ×
https://www.jasso.go.jp/gakusei/to
kubetsu_shien/event/rikai/index.ht
ml

17 文化庁 国立科学博物館 手話で楽しむ植物園
植物と、関連する手話について解説。手話通訳つき。障害者、健聴者も共に植物と手話を
学ぶイベント。

令和4年11月3日（木）13:30～15:00

※　事前申込必要

独立行政法人 国立科学博物
館 筑波実験植物園

○
https://tbg.kahaku.go.jp/event/ind
ex.php?date=20221103

独立行政法人 国立科学博物館
研究推進・管理課
TEL:029-851-5159
FAX:029-853-8998
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18 文化庁

独立行政法人国立
美術館　京都国立
近代美術館
（文化庁との共催）

「CONNECT⇄＿」アートでこころを
こねこねしよう

　「CONNECT⇄＿」（主催：文化庁、京都国立近代美術館）は、共生社会やさまざまな多様
性について関心を深めることを目的とした「ここから展」（主催：文化庁）を引き継ぎ、令和2
年度より新たに立ち上げた事業である。2022年度は京都市内の府立・市立のミュージアム
や劇場、図書館、動物園等が連携し、障害者週間にあわせて障害のある方が制作した作
品の展示、障害の有無にかかわらず共に参加できる鑑賞イベント、ワークショップ、字幕
付き上映会など多彩なプログラムを実施する。

令和4年12月1日（木）～12月18日
（日）

京都国立近代美術館、京都
市京セラ美術館、京都府立図
書館、京都市動物園、ローム
シアター京都、日図デザイン
博物館（京都市勧業館みやこ
めっせ地下1階）、京都市美
術館別館

○ https://connect-art.jp/2022/

①文化庁地域文化創生本部

②「CONNECT⇄__」事務局（京都新
聞COM事業推進局開発推進部内）
①文化庁地域文化創生本部　総
括・政策研究グループ
〒605-8505 京都市東山区東大路
通松原上る三丁目毘沙門町43-3

②「CONNECT⇄__」事務局
〒604-8567 京都市中京区烏丸通
夷川上ル 京都新聞COM事業推進
局開発推進部内
TEL:①TEL：075-330-6725

②TEL：075-255-9757
FAX:①FAX：075-561-3512

②FAX：075-255-9763

19 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立映画
アーカイブ

上映企画「日本の女性映画人（1）
――無声映画期から1960年代ま
で」

　上映企画「日本の女性映画人（1）――無声映画期から1960年代まで」において、開催期
間中にバリアフリー上映を１回(3月予定)設け、聴覚障害の方向けの日本語字幕と、映画
の音声を増幅するヒアリングループシステム座席を用意する。また、視覚障害の方向けの
音声ガイドをFM配信し、ラジオ貸出も行う。(事前予約制)

令和5年2月7日(火)～3月26日(日)
国立映画アーカイブ  (小ホー
ル)

○
https://www.nmao.go.jp/events/ev
ent/chichana_bjtour_20221221/

20 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立国際
美術館

みる＋（プラス）「美術館ではなして
みる」

　「みる＋（プラス）」は、視覚（みる）だけに頼ることなく、ほかの感覚器官もプラスして働か
せることにより、だれでもが鑑賞をはじめとする美術館のアクティヴィティを楽しめることを
目指すプログラムです。
今回は、「すべて未知の世界へＧＵＴＡＩ ー 分化と統合」展を対話しながら鑑賞した後に、
全体でそれぞれの鑑賞体験を持ち寄り、交流します。

令和4年10月30日（日）14時〜16時 国立国際美術館 ○
https://www.nmao.go.jp/events/ev
ent/miru_plus20221030/

21 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立国際
美術館

みる＋（プラス）自由に参加！「50
個の『・（てん）』から絵をかこう」
ワークショップ

　「みる＋（プラス）」は、視覚（みる）だけに頼ることなく、ほかの感覚器官もプラスして働か
せることにより、だれでもが鑑賞をはじめとする美術館のアクティヴィティを楽しめることを
目指すプログラムです。
今回は、だれでもできる、50個の「・（てん）」から絵をかく方法を試して絵をかきます。触っ
て確認しながら絵をかく方法もありますので、見えない、見えにくい方もご参加ください。
参加方法：プログラム開催時間（10:30〜16:30）であれば、いつでも自由に参加できます。
講師：勅使河原君江（神戸大学大学院 人間発達環境学研究科准教授）

令和4年11月20日（日）10時30分〜
16時30分

国立国際美術館 ○
https://www.nmao.go.jp/events/ev
ent/miru_plus20221120/

22 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立国際
美術館

みる＋（プラス）「さわったり、きい
たり、はなしたり」

　「みる＋（プラス）」は、視覚（みる）だけに頼ることなく、ほかの感覚器官もプラスして働か
せることにより、だれでもが鑑賞をはじめとする美術館のアクティヴィティを楽しめることを
目指すプログラムです。
今回は、さわる、きく、はなすをたくさん取り入れながら、作品を楽しむこと、作品を見ること
とは、どういうことなのか考えていきます。

令和4年12月4日（日）13時〜16時 国立国際美術館 ○
https://www.nmao.go.jp/events/ev
ent/miru_plus20221204/
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23 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立国際
美術館

ちっちゃなこどもびじゅつあー

0歳から参加できる親子向け鑑賞プログラム「ちっちゃなこどもびじゅつあー」に、子どもの
手話の力を育む「こめっこ」を迎えて、きこえない、きこえにくいお子さんも一緒に手話での
絵本読み、鑑賞を楽しめる回を設けます。
協力：大阪府「こめっこ」プロジェクト

令和4年12月21日（水）15：30～16：
45

国立国際美術館 ○
https://www.nmao.go.jp/events/ev
ent/chichana_bjtour_20221221/

24 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立新美
術館

李禹煥　で　哲学対話
李禹煥の作品を鑑賞し、わき上がった疑問や不思議、謎をみんなで出しあい、そこから
「問い」を立てて話し、考える、ちょっと知的なワークショップを手話通訳付きで開催します。

令和4年10月10日（月・祝）10：30～
12：30

国立新美術館 ○
https://www.nact.jp/exhibition_spe
cial/2022/leeufan/

25 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立新美
術館

「国立新美術館開館15周年記念
李禹煥」展
視覚障害者とつくる美術鑑賞ワー
クショップ

　このワークショップでは、障がいの有無、見方、考え方などさまざまな違いを持った人が
集まり、展示室の中で作品について「見えること」、「見えないこと」、「印象や感想」を言葉
にしてそれぞれの経験を語ります。障がいの有無に関わらず、どなたでもご参加いただけ
る、約2時間のワークショップです。
協力：視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

令和4年10月18日（火）16：00～18：
00

国立新美術館 ○
https://www.nact.jp/exhibition_spe
cial/2022/leeufan/

26 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立新美
術館

「国立新美術館開館15周年記念
李禹煥」展 障がいのある方のため
の特別鑑賞会

休館日を利用し、障がいのある方のための特別鑑賞会をおこないます。
令和4年10月18⽇（火）10：00〜16：
00

国立新美術館 ×
https://www.nact.jp/exhibition_spe
cial/2022/leeufan/

27 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立新美
術館

DOMANI・明日展 2022-23
ドキュメンタリー映画『手でふれて
みる世界』上映会＆トーク

　「障害者週間」連携事業として、視覚に障害を持つアルド・グラッシーニとダニエラ・ボッテ
ゴニ夫妻の働きかけで1993年、イタリアのマルケ州アンコーナ県に設立された「オメロ触覚
美術館」をめぐるドキュメンタリーの上映会と、ゲストをお迎えしたトークを行います。

主催：文化庁、国立新美術館
協力：ヴァンジ彫刻庭園美術館

令和4年12月4⽇（日）13：30上映
会、14：30～15：30トーク

国立新美術館 ○
https://domani-
ten.com/2023/event.php

28 文化庁
独立行政法人国立
美術館　国立新美
術館

DOMANI・明日展 2022-23
鑑賞ワークショップ「ふれてあじわ
う・ふれてかたる」

　障害等にかかわらずさまざまな人々が一緒に楽しめる鑑賞ワークショップを開催。
「触覚」の研究者として著名な渡邊淳司氏（NTT）監修のもと、普段は視覚による美術鑑賞
体験を触覚でも共有するワークショップを行います。

令和4年12月10日（土）13：00〜15：
00

国立新美術館 ○
https://domani-
ten.com/2023/event.php
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29 文化庁
独立行政法人国立
文化財機構
京都国立博物館

障がいのある方のための特別鑑
賞会

当館が行っている「誰もが楽しめる四季折々の行事等に合わせた展示及びイベントへの
取組」に基づき、『特別展　京にいきる文化　茶の湯』の休館日を利用して、京都市内、近
隣地域の障がい者や福祉施設利用者、付添者を対象に、「障がいのある方のための特別
鑑賞会」を開催する。（事前申込制）

令和4年11月21日（月）13：00～16：
00

京都国立博物館（京都市東
山区）

× https://www.kyohaku.go.jp/jp/

30 文化庁
独立行政法人国立
文化財機構
九州国立博物館

みんなdeきゅ～はくを楽しもう！！

　視覚に障害をお持ちの方向けのバックヤードツーと、文化財のレプリカや楽器に触れる
ことのできる体験プログラムを実施する。バックヤードツアーでは、博物館の建築模型や
収蔵庫の壁面模型に触ることができ、文化財のレプリカ・楽器体験では、仏像の顔の模型
や刀剣のパーツ等に触れ、研究員の解説を聞くことができるほか、インドネシアの楽器を
鳴らしたり演奏を聞くことができる。全2回、各回10組限定（申込は、10月15日（土）必着）
で、申込多数の場合は抽選となる。

令和4年11月27日（日）

①10：00～12：00（9：30～受付開
始）
②13：00～15：30（13：00～受付開
始）

九州国立博物館１階ミュージ
アムホール

○
https://www.kyuhaku.jp/event/eve
nt-220928-2.html

31 厚生労働省
国立障害者リハビリ
テーションセンター

令和４年度障害者週間記念事業
ボランティア等の活動を長年継続して活動している方に対して感謝状を授与しWeb上で公
表する。

令和4年12月3日(土)～12月16日
(金)

Web開催 ○ http://www.rehab.go.jp/

国立障害者リハビリテーションセン
ター

企画・情報部企画課

TEL:04-2995-3100
FAX:04-2995-3661

32 厚生労働省
国立障害者リハビリ
テーションセンター

令和４年度障害者週間記念事業
（特別講演）

障害福祉にゆかりのある方を招いて障害・障害者の理解促進のための特別講演をWeb配
信する。

令和4年12月3日(土)～12月16日
(金)

Web開催 ○ http://www.rehab.go.jp/

国立障害者リハビリテーションセン
ター

企画・情報部企画課

TEL:04-2995-3100
FAX:04-2995-3661

33 厚生労働省
社会・援護局障害保
健福祉部企画課自
立支援振興室

障害者自立支援機器「シーズ・
ニーズマッチング交流会2022」

　本交流会では、障害当事者（ユーザー）側が持つニーズと開発側が持つシーズのマッチ
ングを目的とした支援機器に関する交流会を開催し、実用的な支援機器が開発されるよ
う、試作機等を用いてユーザーと開発側が膝を交えて意見交換できる場を設けるととも
に、効果的なモニター評価等を行う機会を創出することを目的に平成26年度より毎年開催
している。本年度もまた遠隔地からでも交流会に参加できるよう、Ｗｅｂ開催と会場開催の
ハイブリット開催とした。Ｗｅｂ開催では、令和４年10月から令和５年1月まで4ヶ月に渡り毎
月新しいコンテンツを定期配信する。また、会場開催は令和４年11月28日～30日に大阪、
令和4年12月14日～16日に東京で開催する。

【Web開催】
令和4年10月1日（土）～令和5年1
月31日（火）9:00～17:00
【会場開催】
①大阪会場
令和4年11月28日（月）～30日（水）
初日 13:00～17:00／9:00～17:00
②東京会場
令和4年12月14日（水）～16日（金）
初日 13:00～17:00／9:00～17:00
（最終日のみ16:00）

①OMM（2階展示Aホール）
②東京都立産業貿易セン
ター浜松町館（2階展示室）

○
http://www.techno-
aids.or.jp/2022koryukai/web/hall/c
ms/

35 農林水産省
一般社団法人
日本農福連携協会

農福連携全国フォーラム2022 in
石巻

　農福連携の推進に当たって、農福連携によって誕生している特色ある産品・商品をどうう
まく販売に結びつけ、障害者等の所得の向上に結び付けていくかということが一つの重要
な課題となっていることにも鑑み、「持続可能な取組に向けて～地域づくりと販路拡大の取
組の推進」をテーマに掲げ、基調講演、事例発表、パネルディスカッション等を内容とする
フォーラムを開催するほか、農福連携事業者等による物産展（販売会）を開催する。

令和４年11月22日（火）～11月23日
（水）
➀11/22（火）9:30～18:00
（フォーラム）
②11/23（水）10:00～11:30
（スタディツアー）
③11/22（火）11:00～16:00
　 11/23（水）10:00～15:00
（物産展）

宮城県石巻市　石巻防災セ
ンター多目的ホール（フォーラ
ム）
一般社団法人イシノマキ・
ファーム（スタディツアー）
石巻駅前にぎわい交流広場
（物産展）

○

https://noufuku.or.jp/%e8%be%b2%e
7%a6%8f%e9%80%a3%e6%90%ba%e5%
85%a8%e5%9b%bd%e3%83%95%e3%82
%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a
02022-11-22-
23%e9%96%8b%e5%82%ac/

一般社団法人
日本農福連携協会
‐
TEL:03-5323-3633
FAX:03-3346-1050
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36 経済産業省
公益財団法人共用
品推進機構

トークイベント：本の街でこころの目
線を合わせる「第5回　特別でない
どこにでもいる老人Ｂの世間話」

　当事者以外にはなかなか伝わらない障害やその状況を抱えての暮らし。そんな日常を、
本を通じて発信する人たちがいる。神保町ブックセンターにおいて、当事者や関わる人た
ちの話に耳を傾け、障害について共に考えるイベントを開催する。見えていないのに「世
間」が見えている老人Ｂと、「出会い！ふれ愛！わきあいあい！」をモットーにしている噺家
Ｓが繰り広げるトークショーを開催する。

令和4年11月11日（金）午後7時～8
時30分

神保町ブックセンター（東京
都千代田区会場）

○
https://www.jimbocho-
book.jp/2113/

本の街でこころの目線を合わせる
実行委員会（事務局：神保町ブック
センター、合同出版、共用品推進機
構）
事務局
TEL:03-6268-9064（神保町ブックセ
ンター）
FAX:042-401-2931（合同出版）
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