アジア太平洋障害者連携フォーラム2019

社会を変える障害者の
ネットワークと日本の役割

アジア太平洋 障害者 日本の社会貢献
×

×

を理解する2日間
開催
日時

平成

31年2月2日 土 ～ 3日 日
10：00 ～ 16：00
交流会
16：20 ～

● 障害当事者/支援団体の皆様
● 関係省庁/機関にお勤めの皆様

会場

● 社会貢献に関心が高い企業の皆様

品川フロントビル
東京都港区港南2-3-13

● 国際協力/障害者問題に関心をお持ちの皆様

ぜひ、ご来場ください

MAP
当ビル駐車場入口

基調講演
講演テーマ：

バリアバリュー

～障害を価値に変える

株式会社ミライロ 代表取締役社長

垣内 俊哉氏

講演予定内容： ■起業までの経緯
■バリアバリューの思考
■4000万人市場を創る発想
■社会性と経済性の追求
■ビジネスがもたらすインパクト
プロフィール：
1989年愛知県生まれ、幼少期から車いすで生活
を送る。立命館大学経営学部在学中の2010年、
障害を価値に変える
「バリアバリュー」
を理念に掲
げ、株式会社ミライロを設立。現在は、「誰もが
使いやすいユニバーサルデザイン」
を提案するコ
ンサルタントとして活躍中。

主

催

公益財団法人

問い合わせ先

公益財団法人
〒162-0052

港南口

日本障害者リハビリテーション協会

品川フロントビル

品川駅

品川フロントビル会議室

電車でお越しの方 品川駅港南口より徒歩3分
お車でお越しの方 品川フロントビル駐車場及び周辺駐車場が利用できます
（有料）

定員200名

参加者

募集

申込方法

入場無料

事前登録制

定員を超えた場合は
抽選とさせて頂きます。

下記URLへアクセス。
ORコードもご利用下さい。

https://www.kokuchpro.com/event/collaboration_forum/

日本障害者リハビリテーション協会

東京都新宿区戸山 1-22-1

両日
とも

研修課

共

催

日本財団

03-5273-0633

fax 03-5273-1523

E-mail: inquiry@dinf.ne.jp

アジア太平洋障害者連携フォーラム2 019

The Collaboration Forum on Persons with
Disabilities in Asia & the Pacific 2019

社会を変える障害者のネットワークと日本の役割
日

時

2019年2月2日（土）～ 3日（日）10：00 ～ 17：50

募集定員

会

場

品川フロントビル（品川駅港南口徒歩3分）

日英同時通訳 手話通訳 要約筆記付

言

語

200名

PROGRAM 1 2月2日
（土）
09：30

開場

10：30 ～ 11：30

基調講演

10：00 ～ 10：25

開会挨拶

「バリアバリュー～障害を価値に変える」
13：00 ～ 14：20

セッション1

「社会包摂に向けたアジア太平洋地域の
障害者運動の軌跡」
＜モデレーター＞
日本貿易振興機構

新領域研究センター主任調査研究員

…………………………………………………………………………………………………………………………………

14：40 ～ 16：00

小林 昌之氏

セッション2

「障害者団体の組織能力強化に向けた
取り組みとその成果」
＜モデレーター＞

16：20 ～ 17：50

＜ゲストスピーカー＞

………………………………………………………

・フィジーろう協会

理事

………………………………………………………………

五井渕 利明氏

俊哉 氏

事務局長

ネイ・リン・ソウ氏（ミャンマー・肢体障害）
ナンギオ・エヴァ氏（フィジー・聴覚障害）

・ユニバーサルプログレス自立生活センター
……………………

垣内

業務マネージャー

代表

オンダラフバヤール・チョロンダワ氏（モンゴル・肢体障害）

＜ゲストスピーカー＞

・プノンペン自立生活センター

事務局長

…………………………………………………………………

・台北市新活力自立生活協会
……………………………………………

（特非）CRファクトリー

代表取締役社長

・ミャンマー自立生活センターイニシアチブ

……………………………………………………………

アジア経済研究所

16：00 ～

株式会社ミライロ

サミス・メイ氏（カンボジア・肢体障害）

事務局長

リン・チュン・チェ /林 君潔氏（台湾・肢体障害）

・（認定NPO法人）
ムラのミライ 研修事業チーフ・認定メタファシリテーション
トレーナー ……………………………………………………………………………………………………………原 康子氏

閉会挨拶
交流会

PROGRAM 2 2月3日
（日）
09：30

開場

10：10 ～ 11：30

セッション3

10：00 ～ 10：10

開会アナウンス＆挨拶

「国境を越えた障害者の
ネットワーク構築が生み出す価値」
＜モデレーター＞

（一財）CSOネットワーク

13：00 ～ 14：20

事務局長/理事 ……………………………………… 黒田 かをり氏

セッション4

「障害者自ら仕事をつくる
起業というオプション」
＜モデレーター＞

（特非）アントレプレナーシップ開発センター

14：40 ～ 16：00

理事長

……………

原田 紀久子氏

セッション5

「社会課題解決に向けた投資資金提供の
流れをいかにつくるか」
＜モデレーター＞
慶応義塾大学大学院

16：00 ～

16：20 ～ 17：50

政策・メディア研究科

特任講師 ……………………伊藤 健氏

＜ゲストスピーカー＞

・マイルストーン障害者協会
…………………………

代表

シャフィック・ウル・ラフマン氏（パキスタン・肢体障害）

・(特非)メインストリーム協会

代表 …………………………… 廉田 俊二氏
（肢体障害）

・名古屋学院大学 国際文化学部

教授／元ユネスコ

パキスタン所長

……………………………………………………………………………………………………………………………

＜ゲストスピーカー＞

・フォーオールエイブル

…………………………………………………

・コーヒーハウス

代表

ナムチョック・ペットセン氏（タイ・肢体障害）

CODA

店主

…………………………………

尾中 幸恵氏（聴覚障害）

・㈱ユニバーサルスタイル／㈱スタイル・エッジMEDICAL
………………………………………………………………………………………………………

＜ゲストスピーカー＞

長田 こずえ氏

・公益信託アジアコミュニティトラスト

代表取締役

初瀬 勇輔氏（視覚障害）

チーフプログラムオフィサー

…………………………………………………………………………………………………………………………………

・ARUN合同会社

鈴木 真里氏

代表 ………………………………………………………………………………… 功能 聡子氏

・㈱りそな銀行 アセットマネジメント部 責任投資グループ グループリーダー
………………………………………………………………………………………………………………………………………

松原 稔氏

閉会挨拶
交流会

※プログラム内容は変更となる可能性がございます。

問い合わせ先

公益財団法人
〒162-0052

日本障害者リハビリテーション協会

東京都新宿区戸山 1-22-1

研修課

03-5273-0633

fax 03-5273-1523

E-mail: inquiry@dinf.ne.jp

