
 

音声コードは視覚障害

のある方や高齢の方の

ための情報ツールです 

令和２年度仙台市「障害者週間のポスター」小学生部門 

最優秀受賞作品 ホライゾン学園仙台小学校 1 年 

宮路 曜全さんの作品 

令和２年度仙台市「障害者週間のポスター」中学生部門 

最優秀受賞作品 聖ドミニコ学院中学校 ２年 

佐々木 瞳さんの作品 

 障害者週間は、広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、

障害のある方の社会参加への意欲を高めることを目的としています。 

 仙台市では、毎年、障害者週間に合わせて障害の有無にかかわらず、市民

の皆さん誰もがお互いの人格と個性を尊重し、ともに支え合う「共生社会」

の実現を目指し、「障害者週間事業」を実施しています。 

仙台市 

問い合わせ：福祉まつり「ウエルフェア 2020」実行委員会 

（社会福祉法人仙台市障害者福祉協会内） 

TEL:022-266-0294・FAX:022-266-0292 

 HP http://shinsyou-sendai.or.jp/welfare/ 

日 時

会 場

・「心の輪を広げる体験作文」「障害者週間のポスター」 

コンクール入賞者表彰 

・「障害のある方の書道、写真、絵画」コンテスト入賞者表彰 

・仙台市障害者就労支援センター愛称採用者表彰 

 

昨年度の様子 

 

◉ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。 

◉咳やくしゃみをする際は、マスク、ハンカチ、上着の袖等で口元を

押さえる「咳エチケット」にご協力ください。 

◉ご入場の際などお客様同士の間隔を空けてお並びいただき、ソー

シャルディスタンスの確保にご協力ください。 

◉ご来場者に新型コロナウイルス感染者が発生した場合、仙台市ホ

ームページ等に個人情報は伏せた上で情報を公開する場合があり

ます。 

◉各会場へお越しの際は、２週間以内で下記に該当される場合はご

来場なさらないようお願いいたします。 

・平熱を超える発熱（37.5 度以上）や咳、くしゃみ、のどの痛み等、

風邪の症状がある場合。 

・倦怠感や息苦しさ、吐き気、嗅覚・味覚の異常を感じる場合。 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場

合や同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

・海外または国内の感染流行地域（クラスター等）への旅行、出張し

ている場合。 

◉厚生労働省から提供されている接触確認アプリ「COCOA」等の

活用にご協力ください。 

◉その他、感染防止のための措置や指示に従っていただき、感染防

止を意識した行動にご協力お願いいたします。なお、安全確保の

妨げになると判断した場合には、ご入場のお断りやご退場をお願

いする場合もございます。 

 

 

 

 

◉会場入口にて検温を実施し、37.5 度以上の発熱がある場合はご

入場をお断りする場合がございます。 

◉ご入場時にアルコール製剤による手指の消毒をお願いいたしま

す。（アルコールアレルギーのある方はお申出ください。） 

◉スタッフもマスクを着用し、必要に応じて、フェイスシールド等

を着用いたします。 
 

記念式典にご来場の皆さまへ新型コロナウイルス感染防止に関するお願い 

会場内での取り組み 

音声コードは視覚障害のある方や

高齢の方のための情報ツールです 

令和 2 年 11 月  9 日（月）～11 月 15 日（日）9:00～21:00 イオン仙台店 2 階      

  ◉「障害者週間のポスター」最優秀賞作品展示 ◉「書道・写真・絵画」コンテスト 入賞作品展示   
 

令和 2 年 11 月 17 日（火）～11 月 20 日（金）9:00～17:00 仙台市役所 1 階ロビー  

◉「障害者週間のポスター」最優秀賞作品展示  ◉「書道・写真・絵画」コンテスト 金賞作品展示 
 

令和 2 年 12 月 6 日（日）～12 月 13 日（日）9:00～17:00 仙台市福祉プラザ２階展示ロビー 

◉「障害者週間のポスター」「書道・写真・絵画」コンテスト 全作品展示                                  

仙台市障害理解促進 

キャラクター「ココロン」 

 
入場無料 

記念式典では手話・要約筆記の情報保証
もあります。直接会場へお越しください。 

 

tel:022-266-0294・FAX:022-266-0292


2660294 

 
   障害がある方もない方も楽しめるスポーツイベントです。多数

の競技体験コーナーをご用意しています。家族みんなでスポーツ
を体験しながら楽しめるイベントです。 
【日込時】 令和 2年 11月 28日（土） 10：00～12：30 
【会込場】 仙台市宮城野体育館 
【内込容】 ボッチャ、バトミントン、車いすテニスなどの競技体験 
 障害者スポーツ用具の展示など 
【持ち物】 室内用運動靴            
※申し込みは不要です。直接会場へお越しください。駐車場に 
限りがあります。できるだけ公共交通をご利用ください。 

【問合せ】  
仙台市障害者スポーツ協会  

  〒983-0039 
 仙台市宮城野区新田東 4-1-1 

 元気フィールド仙台内 
 TEL:022-236-8690  FAX:022-236-8691 

  

ミニ作品展 
【日込時】 令和 2年 12月 3日（木）～12月 9日（水） 

  9：00～17：00 どなたでも直接会場へ 
クリスマスコンサート 
【日込時】 令和 2年 12月 5日（土） 

  11：00～12：00 どなたでも直接会場へ 
シャボンフラワー教室 
【日込時】 令和 2年 12月 5日（土） 13：30～15：00 
【申込み】  令和 2年 11月 10日（火） 10：00から会場の 

  障害者福祉センターで、電話・FAX又は E-mailにて受付 

【問合せ】 
 仙台市太白障害者福祉センター  
 〒982-0012 
 仙台市太白区長町南 1丁目 6番 10号 
 TEL : 022-308-8801  FAX ： 022-308-8803   
 E-mail : office-ta@shinsyou-sendai.or.jp 

 

 
ミニ作品展 
【日込時】  令和 2年 12月 3日（木）～12月 9日（水） 

 9：00～17：00 どなたでも直接会場へ 
絵手紙で年賀状を作ろう 
【日込時】 令和 2年 12月 5日（土） 10：30～11：30 
【申込み】 令和 2年 11月 10日（火） 10：00から会場の 

       障害者福祉センターで、電話・FAX又は E-mailにて受付 
みやぎのコンサート 
【日込時】 令和 2年 12月 5日（土） 

 13：30～14：30 どなたでも直接会場へ 
 
【問合せ】 仙台市宮城野障害者福祉センター   

  〒983-0835仙台市宮城野区大梶 16番 2号 
     TEL : 022-292-8474  FAX ： 022-292-8476  
  E-mail : office-mi@shinsyou-sendai.or.jp 

 ミニ作品展 
【日込時】 令和 2年 12月 3日（木）～12月 9日（水） 

 9：00～17：00 どなたでも直接会場へ 
ロビーコンサート 
【日込時】 令和 2年 12月 5日（土） 

 11：00～12：00 どなたでも直接会場へ 
グラウンドゴルフ体験教室 
【日込時】 令和 2年 12月 5日（土） 12：30～14：00 
【申込み】 令和 2年 11月 10日（火） 10：00から会場の 

 障害者福祉センターで、電話・FAX又は E-mailにて受付 
 

【問合せ】 仙台市若林障害者福祉センター   
  〒984-0824仙台市若林区遠見塚東 8番 1号 
   TEL : 022-294-0450  FAX ： 022-285-2430   
  E-mail : office-wa@shinsyou-sendai.or.jp 

 

障害者週間のポスターコンクール、障害のある方の書道、写真、絵画コンテストの作品展 
【日込時】 令和 2年 12月 6日（日）～12月 13日（日） 9：00～17：00  
【会込場】 仙台市福祉プラザ２階展示ロビー 
【問合せ】 社会福祉法人仙台市障害者福祉協会 〒980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目 12番 2号 

        TEL : 022-266-0294  FAX ： 022-266-0292  

●書道の部 金賞受賞作品 
「夏の夜は（百人一首）」 
柴崎優美さん 

●書道の部 金賞受賞作品 
「想」斎藤大輝さん 

●絵画の部 金賞受賞作品 
「遊」高橋あゆみさん 

●絵画の部 金賞受賞作品 
「るろろろ（かたつむり）  
あった！」 鈴木正広さん 

●写真の部 金賞受賞作品 
「ばあばの着物で」佐藤笑美子さん 

●写真の部 金賞受賞作品 
「影も長く命輝く」佐野礼子さん 

 太白障害者 
 福祉センター 

 若林障害者 
 福祉センター 

 宮城野障害者 
 福祉センター 

仙台市宮城野体育館 
（元気フィールド仙台内） 

音声コードは視覚障害のある方や

高齢の方のための情報ツールです 

音声コードは視覚障害のある方や

高齢の方のための情報ツールです 

tel:022-236-8690

