
横濱ジェントルタウン倶楽部は、「人にやさしいまち（ジェントルタウン）」づくりを
目指しています。人々がお互いに思いやりを持ち、誰もが行きたいと思う街、横浜ら
しい魅力を楽しむことができる街、そして自由に活動し働くことができる街、そんな
「人にやさしいまち」こそが、多くの人が集ういきいきとした街だと考えています。

特定非営利活動法人
横濱ジェントルタウン倶楽部

横浜市中区弁天通6-85　宇徳ビル403号室
有限会社悦計画室 桜井悦子
TEL 045-681-3877   FAX 045-663-9273

横浜市中区末広町 2-6-10 
伊勢佐木町 1・2丁目地区商店街振興組合 中村徹
TEL 045-261-7535   FAX 045-261-7647

MAIL info@yokohama-gentle.jp
WEB www.yokohama-gentle.jp

関内駅周辺福祉のまちづくり重点推進地区協議会
平成 11 年度（1999 年度）～平成 15 年度（2003 年度）
○横浜市が関内駅周辺地区を「福祉のまちづくり重点推進地区」に指定（H11 年 12 月）
○重点推進地区協議会（北沢猛会長）が活動を開始
○「人にやさしいまち歩き：まち・人発見ぬくもりづくりワークショップ」（H12 年 6 月）
○「関内・福祉のまちづくり市民フォーラム」（H12 年 11 月）
○「イセザキフォーラム」（H12 年～H15 年 毎年 11 月）
○「関内駅周辺地区福祉のまちづくり宣言」 (H13 年 4 月 )
○「車いす神輿」（H13 年～H15 年 毎年 9 月）
○「福祉のまちづくりとアート展」（H13 年～H15 年 毎年 10 月～11 月）
○「バリアフリー接客勉強会」（H13 年、H15 年）
○「バリアフリーマップ 関内触知図」完成（H14 年 3 月）
○「人にやさしい商店街シンポジウム」（H14 年 11 月）
○「関内ガイドブック」完成（H15 年 3 月）
○「ぬくもりビンゴラリー」（H15 年 10 月）
○「福祉のまちづくり重点推進地区」の指定終了、協議会解散（H16 年 3 月）

横濱ジェントルタウン倶楽部
平成 16 年度（2004 年度）
○関内駅周辺重点推進地区協議会有志により「横濱ジェントルタウン倶楽部」結成（加藤昇一会長）（7月）
○「車いす神輿」に協力（9月）
○「第２回ぬくもりビンゴラリー」（10 月）
○「第４回おでかけアート展覧会」（10 月～11 月）
●「関内触知図」が「第４回街歩きマップコンテスト」で国土交通大臣賞を受賞（9月）
○作業所製品開発講習会（2月）
平成 17 年度（2005 年度）
○横浜市協働事業提案制度モデル事業：「触る地図横浜バリアフリーマップ」作成
○「車いす神輿」に協力（9月）
○「第５回おでかけアート展覧会」（10 月～11 月）
○「第３回ぬくもりビンゴラリー」（11 月）
平成 18 年度（2006 年度）
○横浜市協働事業提案制度モデル事業：「触る地図でまち歩き」（8月）・「バリアフリーマップ博覧会＆フォーラム」（10月）
  の実施、「魅力スポット情報」WEB版の作成（3月）
○全国都市再生モデル調査：バリアフリー整備・拠点整備の検討、作業所製品開発実験事業等
○「車いす神輿」に協力（9月）
○「第６回おでかけアート展覧会」（9月～10 月）
○「第４回ぬくもりビンゴラリー」（11 月）
平成 19 年度（2007 年度）
○横浜市協働事業提案制度モデル事業：観光ツアーの検討、「ズーラシア触知図」・冊子「こころのバリアフリー」の作成
○「車いす神輿」に協力（9月）
○「第５回ぬくもりビンゴラリー」（11 月）
○「ナカナ・カフェ」企画・運営に協力（9月オープン）
○「横浜駅さわる地図バリアフリーマップ」完成（3月）
○「触る地図横浜バリアフリーマップ」改訂
平成 20 年度（2008 年度）
○小学校への「出前教室」に協力
○「横浜駅さわる地図バリアフリーマップ」増刷及びＰＲ版完成（4月）
○「横浜駅音声乗換え案内」の検討開始
○「車いす神輿」に協力（9月）
○「第６回ぬくもりビンゴラリー」（11 月）
平成 21 年度（2009 年度）
○小学校への「出前教室」に協力
●「第４回横浜・人・まち・デザイン賞受賞」（9月）
○「車いす神輿」に協力（9月）
○「第７回ぬくもりビンゴラリー」（11 月）
平成 22 年度（2010 年度）
○横浜市福祉教育研修に協力（6月）
○ＮＰＯ法人横濱ジェントルタウン倶楽部の設立（8月）

〈連絡先〉 特定非営利活動法人 横濱ジェントルタウン倶楽部

横濱ジェントルタウン倶楽部のこれまでのあゆみ

発行日 / 平成 22 年 8 月



ビンゴラリー （H13～ ） おでかけアート展覧会 （H13～H18）

車いす神輿 （H13～ ） 主催：イセザキ・モール1・2st.

出前教室 （H20～H21） 接客勉強会 （H13、H15）

冊子「こころのバリアフリー」 （H19）

触る地図とは、視覚障害者が触ってわかる地図（触知図）

のことです。カラー印刷の地図の上に透明な樹脂で凹凸

をつける等の方法で、健常者や車いす使用者など多くの

人が共に使える「共用マップ」としているのが特徴です。

横浜の魅力スポット発掘のため、当倶楽部と横浜シティガイド協

会のメンバーが、飲食店や観光スポットを取材し、それぞれの魅力

や人的対応も含めたバリアフリーへの配慮を紹介しています。

当倶楽部では、障害当事者が主体的に活動に関わる場・

機会をできるだけ増やし、さらに障害者の自立に向けて、

障害者の活動をビジネスとしていく可能性についても模

索していきます。

様々な触る地図の作成 （H16～） 触る地図の活用 （H17～H18）

初代触知図とガイドブック （H13～H14）

障害者施設等の製品開発 （H18） ナカナ・カフェの企画・運営への協力 （H19～）

バリアフリー整備への提案

障害者や高齢者、子ども達などが楽しく参加できるイベン

トを開催し、人々が街へ出かけるきっかけをつくります。

ここでの出会いと交流の中から、「人にやさしいまち」

づくりのネットワークを広げていきます。

「人にやさしいまち」の実現のためには、困っている人に

声をかけ手助けのできる人を育てることが重要です。学

校、地域、商店街などあらゆる場に「こころのバリアフ

リー」を広げていきます。

イベント 福祉教育・こころのバリアフリー

触る地図の作成と活用

魅力スポット情報の提供

障害者の新たな活動の
場と機会づくり

障害者等とサポーターが伊勢

佐木・馬車道・マリナード等

の協力店をまわり、食事や買

い物を楽しみます。店で集め

たスタンプでビンゴゲームも

行います。このイベントで、

参加者も店の人も、お互いに

安心して気兼ねなく買い物が

できる店を発掘していきます。

伊勢佐木町の店主との雑談の

中で、車いす使用者が「御神

輿を担いでみたい」と言った

ことから生まれた車いす神輿。

お三の宮秋祭の風景として

すっかり定着してきました。

参加者は車いす神輿を楽しめ

ると同時に、周りの人のちょっ

とした手助けの大きさを学べ

る絶好の機会です。

横浜 YMCA やアニミと連携し

て、商店街の店員や経営者を対

象とした「バリアフリー接客勉

強会」「バリアフリー研修会」を

開催しました。勉強会や研修会

を通じて、商店街のメンバーと

障害者がお互いに理解を深め何

が大切かを学びました。また当

事者への声かけや手助けなどを

実際に体験してもらいました。

この冊子は、障害のあるなしに

かかわらず、困った状況にある

人に接するときの基本的な考え

方や心構えを伝えることを主眼

に、イラストと簡単な文章で構

成しています。福祉教育や接客

勉強会などの教材として使うこ

とを意図しましたが、どなたに

でも見ていただきたいと考えて

います。（１冊 100 円）

「おでかけアート展覧会」は、障害

者の作品を色々な店に持ち込んで店

先や店内に飾り、店主と作者との交

流の機会をつくるとともに、店を訪

れるお客様にも作品や作者への理解

を深めてもらうためのイベントです。

ART LAB OVA 等の協力を得て、

平成18 年まで形を変えながら６年

の間毎年実施しました。出展者の自

信につながったという声もありまし

た。展示だけでなく、一緒に作品を

つくるワークショップや、車いすダ

ンスなどのイベントも行いました。

平成 20・21 年度は、横浜市健康福

祉局が実施した小学校の出前教室に

協力しました。当倶楽部の障害当事

者やサポーターが講師となり、当事

者の話のほか、誘導体験や車いす体

験、視覚障害者生活用品の紹介、校

内探検、寸劇など、様々な方法で「こ

ころのバリアフリー」を訴えました。

平成18年度の全国都市再生モデル調

査において、障害者・商業者・デザ

イナーのコラボレーションにより、

障害者施設等の製品について検討

し、個性的で魅力的な商品開発の可

能性があることがわかりました。ま

た実験事業として「ジェントルブラ

ンド」商品を開発し、障害者施設等

で制作して販売しました。

中区障害者団体連絡会、本牧活動

ホームと連携して、中区役所１階の

「ナカナ・カフェ」の企画・運営に

協力しています。ナカナ・カフェで

は障害者が働くコーヒーショップの

ほか、障害者施設や市民の手作り製

品の展示・販売を行うナカナ・ボッ

クスを設け、市民との交流や製品の

品質向上をめざしています。

「触る地図横浜バリアフリーマップ」

は、初代触知図の使い勝手を検証

し、より使いやすいデザインとし

ました。そのほか、「横浜駅さわる

地図バリアフリーマップ」、「ズー

ラシア触知図」などがあります。

「触る地図でまち歩き」では、横浜

シティガイド協会の協力を得て

マップ内の観光スポットを巡りま

した。「バリアフリーマップ博覧会

＆フォーラム」では、全国のバリア

フリーマップ、触知図、視覚障害者

の生活用品の展示や、触知図の可能

性についての議論を行いました。

「関内触知図」は、関内地区の魅力

スポットやバリアフリー情報などを

掲載したマップで、初めて触知図と

して作成したものです。地域内の飲

食店や観光スポット情報を掲載した

「関内ガイドブック」とペアで、携

帯に便利な大きさです。

街や建物のバリアフリー整備につい

ては、障害当事者による検証・提

案が不可欠です。当倶楽部では、

倶楽部内外の当事者の意見を踏ま

え、積極的に課題の指摘やバリアフ

リー整備への提案をしていきます。

イベント 福祉教育・こころのバリアフリー

触る地図の作成と活用

魅力スポット情報の提供

障害者の新たな活動の
場と機会づくり
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