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公益財団法人 川崎市身体障害者協会
川崎市障害者社会参加推進センター
川崎市障害者スポーツ協会
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川崎市障害者作品展 出展作品募集のお知らせ
第34回障害者による書道・写真コンテスト応募作品募集中
障害者フライングディスク教室 参加者募集
第46回 国際福祉機器展 H.C.R.2019のご案内
第5回川崎市障害者週間記念のつどいの開催について
平成31年度9月以降 川身協･障スポ協 主な行事予定

●○ 川崎市障害者作品展 出展作品募集のお知らせ ○●
趣

旨：障害者が創作した作品を広く一般に公開することにより、文化交流及び障害者の社会参加
推進を図り福祉の向上に寄与することを目的とします。

展示期間：令和元年12月18日(水)～令和元年12月22日(日)
会
場：アートガーデンかわさき 第３展示室
応募資格：原則として市内在住・在勤・在学の障害児者（グループも可）
出品物等：過去に当作品展に出展したことのないもの。１部門につき１人１点まで。
規

格：＊
＊
＊
＊
＊
※
※
※

絵画部門（日本画、洋画）… 長辺約１ｍ以内（装丁額含む）
写真部門（表装、額装）… Ａ２サイズ以内（額装部含長辺65cm以内）
書部門（表装、額装）… 長辺1.5m以内（装丁部含む）
手工芸部門 … 幅1m以内
俳句・短歌部門（表装、額装）… 長辺１ｍ以内
各作品の表装・額装は各自で行って出品して下さい。
手工芸部門は、吊り下げ又は据え置きが可能な事、他の部門は、吊り下げ可能な事
規格を超えるサイズの出展を希望する場合には、必ず事前にご相談ください。

申込方法：「作品展申込書」を、必要事項をご記入の上、作品とは別に障害者社会参加推進センター
へ申込期日までにご提出ください。※「作品展申込書」は、事務局通信10月号に掲載予定。
申込期日：令和元年11月1日(金)～令和元年11月22日(金)必着
注意事項：規格、応募資格に合わない作品はお受けできません。出品作品によっては、展示できな
い場合があります。趣味で作成した作品以外は出品できませんので、趣旨をご理解の上ご
出展ください。(出品できない例：作業所等で製作している製品・商品等)
お預かりした作品の破損・汚損等による賠償はいたしませんので予めご了承ください。
なお、梱包材等は各自で保管してください。
作品は搬入日に各自で展示会場へ搬入して頂きます。
搬入・搬出場所：アートガーデンかわさき 第３展示室
川崎市川崎区駅前本町１２番地１号 川崎駅前タワーリバーク３階
搬入・搬出方法：事前に指定された場所及び時間に各自・各団体で搬入・搬出すること。
なお、指定された時間に搬入・搬出が困難な場合は応相談。
搬入日時：令和元年 12 月 17 日(火) 午前 10 時～午後 4 時（予定）
搬出日時：令和元年 12 月 22 日(日) 午後 2 時～午後 4 時（予定）
主
共
後

催：川崎市 / 川崎市障害者社会参加推進センター ≪作品展申込書提出先・問い合わせ先≫
川崎市障害者社会参加推進センター
催：公益財団法人 川崎市文化財団
〒210-0834 川崎市川崎区大島１－８－６
援：公益財団法人 川崎市身体障害者協会
電話 ０４４－２４６－６９４１
神奈川新聞社(予定) tvk(テレビ神奈川)(予定)
FAX ０４４－２４６－６９４３
かわさきＦＭ(予定)
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第 34 回障害者による書道・写真コンテスト応募作品募集中
公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会主催で書道・写真コンテストが実施されます。
※実施は、全国身体障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)。
障害のある方々の文化、芸術活動の促進と技術の向上、またそれらの活動を通した積極的な自己実
現と社会参加の推進を目的としています。奮ってご応募ください。
募集内容：①書道部門…題材は自由。（硬筆・毛筆とも可）
②写真部門…・フリーの部（題材は自由）
・ポートレートの部（人物を題材とした作品が対象）
・携帯フォトの部(題材は自由: 携帯電話のカメラ機能を使って応募）
※応募は各部門1人 1作品まで（書道と写真双方の応募は可）
※写真部門は、フリーの部・ポートレートの部・携帯フォトの部から1つの部のみ応募可。
作品サイズ：①書道部門 半紙サイズ（約33.3cm×24.0cm）※毛筆･硬筆共タテ・ヨコ自由
硬筆はA4 サイズ（約21.0cm×29.7cm）
②写真部門 四ツ切、ワイド四ツ切サイズ
※写真部門全てタテ・ヨコ自由
デジタルカメラ作品の場合はA4 サイズ(約21.0cm×29.7cm)も可
携帯フォトの部は審査の関係上、画像サイズはVGA（640×480 ピクセル）
以上でご応募ください。
応募資格：①｢身体障害者手帳｣｢療育手帳｣｢精神障害者保健福祉手帳｣のいずれかの交付を受けている
方。②難病による障害のある方。①、②と同等であると主催者が認めた方。但し、当コン
テスト各部門において3回以上入賞されている方は審査の対象外とします。
応募方法：応募用紙に必要事項をご記入の上、作品を添えて川崎市身体障害者協会(川身協)へご提出
ください。一括して全国コンテスト事務局へ提出します。
(応募用紙は川身協へご請求ください。応募要項と併せて郵送いたします)
※個人での全国への直接応募は審査の対象外となりますのでご注意ください。
※携帯フォトの部は応募方法が異なります。ご注意下さい。
応募締切：9月24日(火)までにご応募ください。川崎市内の方の募集の取りまとめは川身協で行いま
すので、応募及び問い合わせは川身協事務局まで。
応募･問合せ先：〒210-0834 川崎区大島 1-8-6
公益財団法人 川崎市身体障害者協会(川身協) 担当：髙橋
TEL 044-244-3975 FAX 044-246-6943 E-mail：zksk@nifty.com
【コンテスト全般に関するお願い】
◆ご応募いただいた作品の返却は原則としていたしません。
◆作品の製作年月日は問いません。但し、他のコンテスト等に未応募のものに限ります。
◆ご応募いただいた作品の著作権は製作者ご本人に帰属しますが、当コンテスト事業の一環として行
う審査・審査結果の発表及び広報のための印刷・展示・放送（インターネットを含む）等における
使用権は、全国身体障害者総合福祉センターに帰属するものとします。
◆作品は素材のみに限ります。パネル・額縁・表装等をした作品は審
査対象外とさせていただきます。
◆公序良俗に反する表現につきましては、コンテスト事務局の判断で
審査対象外とする場合がありますのでご了承ください。
◆ご応募いただいた方の個人情報はコンテスト事務局が責任を持って
保管し、当コンテスト以外の用途に使用することはありません。
【作品の応募等コンテストに関するお問い合わせ先】
全国コンテスト事務局
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
全国身体障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）内 コンテスト事務局
TEL 03-3204-3611
FAX 03-3232-3621 E-mail contest@abox3.so-net.ne.jp
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☆平成 31 年度

障害者フライングディスク教室

参加者募集！！☆

フライングディスクの基礎的な技術・知識を学びながら、一緒に楽しみましょう！
主
日

催 川崎市障害者フライングディスククラブ
時 令和元年１０月２６日(土)、１１月９日(土)、２３日(土祝)、１２月７日(土) 全 4 回
（※開催時間１０時から１２時）

場

所 川崎市リハビリテーション福祉センター体育館またはグランド
（中原区井田 3-16-1 TEL 044-754-4566）

対象者 川崎市内在住の障害者の方（参加費無料）
持ち物 飲み物、タオル、体育館用シューズ、運動できる服装

申込および問合先： 下記の川崎市障害者フライングディスククラブ員まで
●山口 TEL080-2119-7734 FAX/044-244-7765 ●佐藤 TEL/FAX 044-952-2628
すすき

●薄
TEL/FAX 044-833-0248
●宮田 TEL/FAX 044-344-6334
※申込みは FAX にてお願いします。
（ＦＤ教室参加希望、住所、氏名、連絡先電話番号等を記入して下さい。）

第 46 回 国際福祉機器展 H.C.R.2019 のご案内
日本初の福祉機器の国際展示会である H.C.R.は、いまやアジア最大規模に達しています。
ハンドメイドの自助具から最先端技術を活用した介護ロボットまで、福祉機器の今・未来を、みて、
さわって、たしかめる 3 日間！さらに多彩なセミナー、イベントも実施されます。

期 日：2019年9月25日（水）～9月27日（金）10:00～17:30（27日は16:00まで）
会 場：東京ビッグサイト 西・南展示ホール（有明）
入場者登録制：公式ウェブサイトからの事前登録もしくは当日
ホームページ：https://www.hcr.or.jp/

入場料無料！

（一部プログラムは有料）

ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車

徒歩約3分

主催・問合せ
一般財団法人 保健福祉広報協会
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2

新霞が関ビル 5F

TEL 03-3580-3052
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第５回川崎市障害者週間記念のつどいの開催について
今年も障害者週間を記念した「第５回川崎市障害者
記念のつどい」を 11 月 30 日（土）にとどろきアリーナ
（手をつなぐフェスティバル内）にて開催します。
障害福祉向上に尽くした方への表彰や「心の輪を広げる
体験作文」「障害者週間記念ポスター」の入賞作品の表彰
、「心の輪を広げる体験作文」最優秀賞作品の朗読を行い
ます。
また、同時開催の手をつなぐフェスティバルでは障害
者施設で制作している自主製品の販売や様々なレクリエ
ーションが体験できる催しが行われる予定ですので、
皆様ふるってご参加ください。
※概要については改めてお知らせします。

障害者週間とは？
広く一般市民に障害者の福祉についての関心と理解を
深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あら
ゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを
目的とした週間のことです。

平成３１年度９月以降 川身協･障スポ協 主な行事予定
令和元年
９月 ７日（土）～８日（日）政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会及び親善
スポーツ大会 ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌 スガイディノス札幌白石
１８日（水）レクリエーション教室①写真撮影会（撮影会）夢見ヶ崎動物公園
１０月 ２日（水）～３日（木） 秋季関東甲信越静ブロック代表者会議 新潟県
２日（水）レクリエーション教室①写真撮影会（観賞会）南部身体障害者福祉会館
１２日（土）～１４日（月）全国障害者スポーツ大会 茨城県
１１月 ４日（日）かわさき市民祭り 障害者スポーツ体験ブース出展 富士通スタジアム川崎
１６日（土）身体障害者グランドゴルフ大会 富士見公園市民広場
３０日（土）障害者週間記念のつどい
(同時開催：第５回手をつなぐフェスティバル) とどろきアリーナ
１２月１４日（土）身体障害者ボッチャ大会 カルッツかわさき小体育室
１８日（水）～２２日（日）障害者作品展 アートガーデンかわさき
令和 2 年
１月２５日（日）身体障害者カローリング大会 カルッツかわさき小体育室
２月 ８日（土）川崎市障害者スポーツ大会第６部 ボウリング大会 川崎グランドボウル
３月 １日（日）川崎市長杯ボッチャ大会
１５日（日）第８回誰でもスポーツ広場ｉｎリバーサイド駅伝 古市場陸上競技場
※予定は変更される場合がございます。予めご了承願います。

発行人

神奈川県障害者定期刊行物協会
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1752 番地
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 3Ｆ 横浜市車椅子の会内
編集人 公益財団法人川崎市身体障害者協会事務局
〒210-0834 川崎市川崎区大島 1-8-6 南部身体障害者福祉会館 3Ｆ

頒価 10 円

