
パネルディスカッション第二部

障害理解を促進し、地域共生社会の実現を目指す

せたがやシンポジウム

しょう がい   り   かい そく　しん ち　 いき きょう せい  しゃ  かい じつ げん め　  ざ

〜地域共生社会の実現を目指して、今わたしができること〜
ち   いき きょう せい しゃ  かい じつ　げん め　　ざ いま

世田谷区は、障害の理解促進や差別解消、情報コミュニケーション等に関する条例の制定について、

さらに、障害のある方やその家族の不安解消や緊急時の対応など生活上の安全・安心を確保していく

ための地域生活支援拠点等の整備に向けて検討を進めています。地域共生社会の実現に向けて区民、

事業者、区、それぞれができることを、講演やパネルディスカッションなどを通じて考えるシンポジウム

を開催します。ぜひ、ご参加下さい。
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玉木 幸則 氏 （ＮＨＫ　Ｅテレ「バリバラ」コメンテーター）
たま　 き ゆき　のり し エヌエイチケー イー

小中学校は、地域の学校で学ぶも、高等学校は、全寮制の養護学校で隠とん生活。

日本福祉大学社会福祉学部第Ⅱ部卒業後、自立生活センター メインストリーム協会

で自立生活運動にのめり込む。

現在 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会権利擁護普及推進及び相談支援

アドバイザーを務める傍ら、内閣府 障害者政策委員会委員も務め、ＮＨＫ Ｅテレ

「バリバラ」にレギュラー出演中
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パネリスト：朝日 雅也 氏

あさ　ひ まさ　や し

（埼玉県立大学教授）

さいたまけんりつだいがくきょうじゅ

（世田谷区肢体不自由児(者)父母の会会長）
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砧総合支所成城ホール（世田谷区成城６-２-１）
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１００名 要事前申込。申込多数の場合は抽選とさせていただきます。

また、お申し込みいただいた方には、抽選の有無に関わらず、

結果を郵送でお知らせいたします。
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電話、ファクシミリまたはハガキ ※詳細は裏面参照
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主催：世田谷区　　担当：世田谷区障害福祉部障害施策推進課
しゅさいしゅさい せ　た がや　くせ　た がや　く せ　た がや　く しょうがいふく し  ぶ しょうがい し  さくすい しん  かせ　た がや　く しょうがいふく し  ぶ しょうがい し  さくすい しん  かたんとうたんとう

このマークは目の
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（例）車椅子を使用、

文字通訳が必要、
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締切／令和４年５月１９日締切／令和４年５月１９日 ※ハガキは、消印有効※ハガキは、消印有効

・参加申込時に、以下①〜⑤を伝えて（記入）ください。

・ハガキで参加申込をする場合は、世田谷区障害施策推進課

（〒１５４-８５０４ 世田谷区世田谷４-２１-２７）あてに郵送してください。

・参加申込時に、以下①〜⑤を伝えて（記入）ください。

・ハガキで参加申込をする場合は、世田谷区障害施策推進課

（〒１５４-８５０４ 世田谷区世田谷４-２１-２７）あてに郵送してください。

①行事名①行事名

②氏名②氏名

③住所③住所

④電話またはFAX④電話またはFAX

会場案内
かいじょう あん ない

系統

成01（成城学園前駅西口～つつじヶ丘駅南口）

成02（成城学園前駅西口～千歳烏山駅北口）

成04（成城学園前駅西口～調布駅南口）

成05（成城学園前駅西口～狛江駅北口）

成06（成城学園前駅西口～千歳烏山駅南口）

歳20・21（成城学園前駅西口～千歳船橋駅）

渋24（成城学園前駅西口～渋谷駅）

等12（成城学園前駅（南口）～等々力操車所）

用06（成城学園前駅（南口）～用賀駅）

玉07（成城学園前駅西口～二子玉川駅）

玉31（成城学園前駅（南口）～二子玉川駅）
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小田急バス・東急バス：

     成城学園前駅 下車徒歩５分

電車：小田急小田原線 成城学園前駅 下車徒歩４分

こう　つう

＜ 交 通 ＞

※駐車場がありませんので、電車・バスをご利用ください。
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