
4JDSニュース

全国各地で開催される３／ 21「世界ダウン症の日」関連イベント
国連制定から３回目の「世界ダウン症の日」を記念して、より多くの方々に、“ダウン症”

を知ってもらうため、全国各地で関連の催しが開催されます。昨年から JDSが定めた「ダ

ウン症啓発月間」の３月（２月・４月も含む）に、次のような企画があります。＜終了分も含む＞

●＜山梨・山梨大学＞ダウン症フォーラム
　＊日時：３月15 日（土）13：00 〜16：30
　＊場所：山梨大学 玉穂キャンパス 看護学科棟
　＊資料代：500 円　　定員：80 名
　＊問合せ・申込み：中込さと子
　　　　　　FAX 055 － 273 － 8457
　　　　　　snakagomi@yamanashi.ac.jp

●＜東京・大手町＞音楽イベント
　「M.O.D.S」(Music Organization for　

　People with Down Syndrome) Vol2

　＊日時：３月15 日（土）13：00 〜 17：00
　＊場所：パソナグループ本社　★有料
　＊申込み・問合せ：アクセプションズ

●＜神奈川・川崎＞ ダンスイベント
　「世界ダウン症の日 2014 関東公演」　　

　＊日時：３月 22 日（土） 15：00 〜 20：00
　＊場所：クラブチッタ川崎　★有料 
　＊主催・問合せ：株式会社 BASHLINE
          　　　　    info@bashline.jp

●＜ JDS 大阪支部＞写真展
「世界ダウン症の日写真展 in 大阪 2014」

　＊開催：３月15 日（土）〜 23（日）10：00 〜 18：00
　＊場所：空中庭園展望台ギャラリー（梅田）
　＊問合せ：JDS 大阪支部
　jds.osk@gmail.com　090 ー 8129 ー 1201

●＜ JDS 奈良北支部＞公開講演会
　「『お金』のトラブルを防ぐために 

　　〜親なき後への備え〜」

　＊日時：３月 21 日（金・祝）10：00 ～ 12：00
　＊場所：奈良市総合福祉センター ３階 集会室　　　
　＊講師：鹿野佐代子氏

「LOVE JUNX」はもちろんのこと、「MAX」
「三浦大知」がスペシャルゲストとして登
場！（「Fairies」の出演はなしに ) 

「PaniCrew」ほか 40 以上のパフォーマーが
出演する一大ダンスイベントです！！　
★チケットぴあ、ローソンチケットからチ　
　ケットが購入できます。
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＝３月２１日は国連認定「世界ダウン症の日」＝

日本ダウン症協会 奈良北支部主催 第５回 公開講演会

■日時 平成 ６年 月 １日（金）＜春分の日＞

～ 第 部「親なき後のお金のはなし」

～ 第 部「子どもの経済観念を育てる」

☆終了後、講師を囲んで昼食会を催します（当支部会員限定、 まで）。

■場所 奈良市総合福祉センター 階 集会室

（奈良市左京 ℡ ）

① 近鉄京都線「高の原」駅下車 左京循環バス乗車 分

「奈良市総合福祉センター前」下車すぐ

② 関西本線「平城山」駅下車 徒歩約 分

■参加者へのご案内

○参加費は無料、ただし資料代として、当日お１人 円いただきます。

（ 奈良北支部の正会員、特別会員は、資料代は不要です。）

○参加ご希望の方は、 月 日（月）までに、下記宛にメールでお申し込みください。

＜講演会参加申込先メールアドレス＞ ｊｄｓ．ｎａｒａｋｉｔａ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

メールの件名は「講演会参加希望」とし、①お名前（来場者全員のフルネーム）、②当日

連絡のつく携帯電話番号とメールアドレス、を明記してください。

（お知らせいただいた個人情報は、本講演会の受付事務以外に使用いたしません。）

○昼食会は、 奈良北支部の正会員、特別会員限定です。お弁当をまとめて注文しますので、

申し込み時に、③お弁当の希望個数、を明記して下さい（当日昼食を持参しても構いません）。

○保育は 奈良北支部正会員限定です。申し込み時に、④「保育希望」と明記して下さい。

 

後援：公益財団法人 日本ダウン症協会

 

後援 財団法人 日本ダウン症協会

講師： 鹿野 佐代子氏

鹿野さんは、大阪府立稲スポーツセンターの職員として勤務されるかたわら、

ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、障がいを持つ方々を経済的な視点

から支える活動を幅広く展開されています。又、「大阪手をつなぐ育成会」の社会

政策研究所・客員研究員としても活動されています。

本講演会では、主に知的なハンディのある人とその家族が「お金」と上手に

付き合っていくための工夫について、分かりやすくお話しいただきます。

 

＝すべての人が安心して暮らせる社会を目指して＝

「お金」のトラブルを防ぐために
～親なき後への備え～

【ＪＤＳ大阪支部主催】写真展 【ＪＤＳ奈良北支部主催】公開講演会 【BASHLINE 主催】ダンスイベント
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●＜ JDS 香川支部＞チラシ配布
　ショッピングセンターでチラシ配布　
　３月 21 日、ダウン症のある人たちが中心に
なって「イオンモール綾川」で香川支部制作の
チラシとＪＤＳのリーフレットを配ります。

●＜大阪府堺市＞コンサートと写真展
　新倉壮朗『タケオ』コンサートと

　川田たいし写真展

　＊日時：３月 21 日（金・祝）　15：00 〜 17：00
　＊場所：ビッグ・アイ（国際障害者交流センター）
　　　　大ホール＆ホワイエ

●＜京都＞ダンスをネットで公開
　みんなで踊ろう！

　「恋するフォーチュンクッキー」　
　京都市の親の会「トライアングル」のみな
さんが、３月 21 日に YouTube などでダン
スを公開！

●＜大阪・門真＞ダンス
　「世界ダウン症の日 2014 関西公演」

　＊日時：４月５日（土）   12：00 〜 18：00　 
　＊場所：門真市民文化会館　★有料
　＊主催・問合せ：株式会社 BASHLINE
　　　　   info@bashline.jp

　「Break It！〜すべての人に笑顔を〜」

　＊日時：３月 23 日（日）   10：00 〜18：00
　＊場所：神戸ハーバーランドスペースシアター
　＊主催：ミュージック・ボックス
　　　　　 http://m-box.info/

●＜兵庫・神戸＞ステージパフォーマンスや出店

●＜ JDS 広島＞音楽イベント
　「えんぜるふぃしゅ音楽祭」　
　＊日時：３月 30 日（日）13：30 〜 16：00
　＊場所：広島市東区民文化センター
　＊主催：ＪＤＳ広島支部
　　　　　http://angelfish-hiroshima.org/

●ダウン症フォーラム

　＜山梨県甲府市＞

●音楽イベント

　＜東京都千代田区＞

●【JDS 大阪支部主催】写真展

　＜大阪府大阪市＞

●ダンスイベント：関東

　＜神奈川県川崎市＞

●ステージパフォーマンスや　　

　出店

　＜兵庫県神戸市＞

●ダンスイベント：関西

　＜大阪府門真市＞

●【JDS 広島支部主催】

　音楽イベント

　＜広島県広島市＞

●【JDS 主催】記念イベント

 　「STEP FORWARD 　　　　　

　TOGETHER みんなで一

　緒に前へ進んでいこう」

　＜東京都台東区＞

●【JDS 主催】英国発の写真展

　「ダウン症　家族のまなざし−　

  Shifting Perspectives −」

　＜東京都港区＞

●【JDS 奈良北支部主催】　

　公開講演会

　＜奈良県奈良市＞

●【JDS 香川支部主催】

　啓発チラシ配布

　＜香川県綾川町＞

●『タケオ』ライブと

　川田たいし写真展

　＜大阪府堺市＞

●ダンスのネット配信

　＜京都発＞

3 ／ 15（土）

　     〜 23（日）

3 ／ 21（金・祝）

　　　〜 30（日）

3 ／ 22（土）

3 ／ 23（日）

3 ／ 30（日）

4 ／ 5（土）

3 ／ 21「世界ダウン症の日」

JDS 主催イベント ＆ 関連行事


