
会場 : 品川シーズンテラス

参加費

（セミナーを除く）

無料18:00-21:00
10:00-17:00

28日（金）
29日（土）

2O17年 月 日（金） 日（土）4 28 29

地域で取り組む多様性への理解と共生社会の実現
『ユニバーサルキャンプ TOKYO２０１７』では、年齢や障がいの有無に関わらず、

みんなが一緒にいきいき暮らせる社会の実現を目指すため、芝浦港南地区で活動する企業や

そこで暮らす人々があつまり、広く社会にメッセージを発信していきます。

　

ユニバーサルキャンプ TOKYO 実行委員会
特定非営利活動法人ユニバーサルイベント協会／ NTT都市開発株式会社／品川シーズンテラスビルマネジメント株式会社／ TSP太陽株式会社／株式会社丹青社

主 催 ：

港区／港区教育委員会／東京都／港南振興会 ／ TOKYO FM後 援 ：
特定非営利法人エイブル・アート・ジャパン／一般社団法人ダイバーシティアテンダント協会／一般社団法人日本ボッチャ協会／特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会協 力 ：
info@u-event.jp問 合 せ ：

パートナー：



詳細は ▶　http://u-event.jp/unicamp_tokyo

『スポーツから生まれる共生社会』
～インクルーシブな社会を目指して～

ゲスト：廣瀬 誠選手

ゲスト：高山樹里選手

愛知県西尾市出身　
柔道選手
男子 60kg 級
/B2( 弱視 )
リオパラリンピック
男子60kg級
銀メダル

聞き手：初瀬勇輔選手

神奈川県横須賀市出身。日本の女子ソフト
ボール選手、ボブスレー選手。

トークショー

月 日（金）4 28 イベント広場

俳優 / 演出家・日本劇作家協会会員・日本
演出者協会会員・（公財）現代人形劇セン
ター評議員・国立障害者リハビリテーショ
ン学院非常勤講師・文化庁主催演劇大学講
師・office 風の器主宰。
19 歳で俳優に。劇団「デフ・パペットシア
ター・ひとみ」代表を務める。22 歳、松
山善三演出の『赤
い椿の物語』出演。
『オルフェ』の主役、
ふじたあさや演出
『曽根崎心中』の主
役徳兵衛など、数々
の作品に出演。

庄崎隆志さん
［手話パフォーマー］

エンターテインメント

月 日（金）4 28 イベント広場

東京生まれ。6 歳の時、おたふくかぜから髄
膜炎を併発し、視覚を失う。東京教育大学(現
筑波大学 ) 付属盲学校で小中高を学ぶ。早
稲田大学大二文学部卒業。情報処理会社に
プログラマーとして勤めるが、かねてからの
思いを叶えてプロの「語り部」となり、現在
に至る。映画「津軽」に出演。1993 年、
わたぼうし語り部コ
ン ク ー ルで 入 選。
1999 年、劇団ファ
ンハウスの「風に吹
か れ て」」の 主 役。
表現集団夢云空 ( ム
ンク ) で講演活動。
ルパン文芸会員。

川島昭恵さん
［語り部］

エンターテインメント

月 日（土・祝）4 29 イベント広場

JAPAN×AFRICA [JAFRICAN］
実の 3 兄弟によるジャンルにとらわれない
魂の音楽、情熱のハーモニー。日本とガー
ナのハーフである矢野マイケル、デイビット、
サンシローの三兄弟からなるヴォーカルユ
ニット。デイビットは学生時代から「ユニク
ロ」のモデルや CM 等に出演。主演を務め
たドキュメンタリー
映画「ハーフ」以降、
主にアイデンティ
ティー、マイノ リ
ティー、人種差別、
国際交流、異文化
共存などをテーマ
に全国で多数講演。

YANO BROTHERS
［ミュージシャン］

エンターテインメント

月 日（金）4 28 イベント広場

滑らかで感情的に独自の感性で表現する“手
話”と“ダンス”を融合したスタイルで、老
若男女問わず人気を集める。「手話」の難し
いイメージや福祉のイメージを無くし、コミュ
ニケーションの１つとして各種イベントの他、
老人ホームでのイベントなども行う。また「手
話」に関するイベントの主催や講演など幅広
い活動を重ねる。聴
覚障がいの方々に音
楽を楽しんでもらい
たいのはもちろん、
手話が分からない
方々にも手話の魅力
や大切さを知るキッ
カケになればと、活
動している。 

水戸 真奈美さん
［ミュージシャン］

エンターテインメント

ママとして普通に日々を生きてきた今だか
ら歌えるオリジナルを中心に…洋・和 POP
カヴァーなど、沢山の方に聴いていただき
たいと結成したおかんデュオ。ユニキャン
に出会って夢に一歩踏み出して、オリジナル
曲は多くの人に感動を呼び覚ましている。
今回は、全盲のドラマー隊長こと松村道生
との共演が楽しみ。

Mari Mari & 隊長さん
［ミュージシャン］

エンターテインメント

月 日（土・祝）4 29 イベント広場月 日（土・祝）4 29 イベント広場

千葉県君津市生まれ。小学校の頃から走る
のが遅くなり歩き方がおかしくなり、20 歳
のときに診断がつく。進行性の難病筋ジスト
ロフィーだった。10 年後には車椅子、その
先は寝たきりと告げられ、人生のどん底に落
ちる。しかし、死ぬのは怖く、生きるしかない。
元気でいられる時間が限られているなら、今
を全力で楽しく生き
ていこうと決めた。
「筋ジスと闘い歌う」
と掲げ、現在はイベ
ント、学 校、病 院、
老人ホームなどで講
演ライブを行い、病
気・障害の認知活動
を行っている。

小澤綾子さん
［ミュージシャン］

エンターテインメント

月 日（土・祝）4 29 イベント広場 月 日（土・祝）4 29 イベント広場

交流を通じ、多様な障がいのある人たちを
知る…ユニバーサルイベント協会の特別講
師たちによる、体験型の交流プログラム。
障がいのある人たちとのコミュニケーショ
ンを通じ、一緒にその不便さ体験やサポー
ト体験を楽しみながら経験するもの。

・『光の部屋』
　（視覚障がいサポー
　ト体験）
・『音の部屋』
　（聴覚障がいサポー
　ト体験）
・『動きの部屋』
　（肢体障がい、車い
　すサポート体験等）

ダイバーシティ・
コミュニケーション

交流プログラム

ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もし
くは同程度の四肢重度機能障がい者のため
に考案されたスポーツで、パラリンピック
の正式種目。ジャックボール（目標球）と
呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ
６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、
他のボールに当てた
りして、いかに近づ
けるかを競う。

ボッチャ
（リオパラリンピック 団体戦 銀メダル）

体験プログラム

月 日（土・祝）4 29 3階オフィスロビー

月 日（金）4 28    3階オフィスロビー

「KURUMIRU（くるみる）」は、都内152の「就
労継続支援 B 型事業所」で作られた陶器やア
クセサリー、バッグ等の商品（自主製品）を
都庁、丸井錦糸町店、伊勢丹立川店で販売。
障害のある方の多様な活動の一端を知っても
らうため、自主製品の魅力を発信している。

『KURUMIRU（くるみる）』
（東京都福祉保健局）

活動紹介プログラム

月 日（土・祝）4 29 3階オフィスロビー

月 日（金）4 28    3階オフィスロビー

視覚障害者5人制サッカー（視覚障害者サッ
カー、通称：ブラインドサッカー）とは視覚
に障害を持った選手がプレーできるように
考案されたサッカーである。競技は国際視
覚障害者スポーツ連盟（IBSA）が統括して
おり、国際サッカー連盟（FIFA）が定めたフッ
トサル（5 人制室内
サッカー）のルール
を一部修正したもの
に沿って行われる。

ブラインドサッカー
（乃木坂ナイツ）

体験プログラム

月 日（土・祝）4 29 イベント広場

月 日（金）4 28    イベント広場

『ダイバーシティは成長戦略であり、リスク管理である』
……多様な講師からダイバーシティの価値を体験する……

セミナー

メイン講師：内山早苗さん
株式会社 UD ジャパン代表取締役　ＮＰＯ法人ユニバーサルイベント協
会代表理事　一社）ダイバーシティ・アテンダント協会代表理事　ＮＰ
Ｏ法人障がい者就業・雇用支援センター副理事長

◆ ダイバーシティで違いを価値に換える ◆ 障がいのある講師から学ぶ
◆ ダイバーシティを先取りして、わくわく先進企業になろう！

月 日（金）4 28 16:00 18:00
10:00～

～
12:00／13:00～15:00月 日（土・祝）4 29

会 場 ：
受 講 料：

品川シーズンテラス3階ホール
3,000 円 募集人数： 100 名／回

各部屋講師： ●光の部屋　池松 朔太郎さん
　　　　　    ●音の部屋　西岡克浩さん
                   ●動きの部屋　杉野政広さん　　　　

Good Job!プロジェクト
（NPO法人エイブル・アート・ジャパン）

活動紹介プログラム

障害のある人とつくる新しい仕事・はたら
き方をテーマに展示と販売を行う。29 日
11:00～16:00 ノートの表紙に点字でデザ
インを施すワークショップを随時開催。参
加費無料、誰でも参加可。

月 日（土・祝）4 29 3階オフィスロビー

月 日（金）4 28    3階オフィスロビー

［電車でのアクセス］
JR品川駅 港南口より徒歩6分

［バスでのアクセス］
バスでお越しの際は、
都営バスホームページより
バス停留所をご確認ください。

会場:品川シーズンテラス［イベント広場、3階オフィスロビー］


