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まつばらピアセンター  (障 害 者 等 相 談 支 援 事 業） 
                       社会福祉法人 松原市社会福祉協議会 

                       〒580‐0043 松原市阿保 1‐1‐1 

                              松原市役所 東別館 1 階 
                       TEL：072‐337‐7333  FAX：072‐335‐1294 

                       E‐mail：mp-daihyo@ac.auone-net.jp 

                       URL：http://www.matsubarashakyo.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肢体障がい者サロン 

 

担当：ピアカウンセラー 

根 木 

毎月第 2 火曜日 

13：30～15：00 

松原市総合福祉会館 

2 階 社会適応訓練室 

リラックスした雰囲気の中、障が

い種別を問わず、参加者同士が気軽

にお話できるサロンです。講師を招

いて行事も予定しています。みなさ

んの参加お待ちしていますね。 

聴覚障がい者サロン 

 

担当：ピアカウンセラー  

伊 藤 

毎月第１水曜日 

13：30～15：30 

松原市総合福祉会館 

2 階 社会適応訓練室 

※ただし、7 月は外出企画、 

９月はピア☆サロンです。 

毎回テーマを決めて、楽しく交流

したり、生活知識を高める企画をし

ています。今年もいろいろやります

ので、気楽に参加してくださいね。 

見えない・見えにくい方

のサロン ｢ゆう｣ 

担当：ピアカウンセラー 

大 西 

毎月第 1 木曜日 

13：30～15：30 

松原市総合福祉会館 

2 階 図書室 

※ただし、5 月は外出企画、 

９月はピア☆サロンです。 

1 月はお休みです。 

見えない・見えにくい人たちが、

普段感じていることや悩みをあり

のままに話せる“場所”にしたいと

思っています。新しい仲間が増える

といいなぁ～♪ 

 

まつばらピアセンターでは、毎月定例で｢サロン｣を開催します。 

初めての方も気軽にご参加ください！ 

注）各サロンの日時・場所は変更する場合があります。 

参加してみたい方・関心のある方は、一度ご連絡ください。 

ピアセンターの FAX番号が 4 月 1 日より変更します。 

新番号 ０７２－３３５－１２９４
イ イ フ ク シ

 

 です。 

mailto:mp-daihyo@ac.auone-net.jp
http://www.matsubarashakyo.net/


(2) 第 41号             マッピー通信           平成 26年 4月１日 

 

 

ピア☆サロン 9月に開催予定 テーマ「 防 災 ! 」 
 

聴覚障がい者向けの企画に参加しよう！ 

◆聴覚障がい者サロン 外出企画 
 

 

 

【日 時】 ７月 2日（水）10：００～16：00（予定） 

【場 所】 今池水みらいセンター（天美西 7丁目） 

【参加費】 無料 

【交通方法】 ぐるりん号（松原市内公共施設循環バス） 

【内 容】 松原市内の大和川近くに下水処理場があり、街を浸水から 

守る役割もしています。日々使った水がどのように処理さ 

れているのか、手話通訳付きで、見学できます。 

【申込方法】 氏名・連絡先（FAX）を記入の上、ファックスにて 

まつばらピアセンターまで申し込んでください。 

【申込締切】6月１８日（水）厳守 

 

◆出張相談【グループ相談・個別相談】（総合福祉会館、毎月第 2 月曜日） 

今年から出張相談は、次のように変わります。※8月、10月、１月はお休みです。 

・偶数月（4、6、12、2月）：グループ相談（12：00～15：００） 

・奇数月（5、7、9、11、3月）：個別相談（13：00～15：００）、予約必要 

 

◆地域サロン 

地域に出向いて、地域住民と聴覚障がい者の架け橋となって、交流サロンを行います。ど

この地域かは未定。今年はあなたの地区に向かうかも？ 

 自分の地域でサロンをしてほしい人は連絡ください。 

（聴覚障がいピアカウンセラー 伊藤） 

2 面、3 面の各サロンの申込みや問合せは、下記までよろしくお願いします。 

まつばらピアセンター  TEL 072-337-7333 FAX 072-335-1294 
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視覚障がい者向けの企画に参加しよう！ 

◆視覚障がい者サロン 外出企画  
 

 

昨年秋にオープンした、全国初の触って鑑賞できる美術館です。 

カメオなどの宝石彫刻をはじめ、木や石の彫刻作品をゆっくり触って楽しみましょう♪ 

【日 時】 ５月１３日（火） 雨天決行           

【集 合】 ９：３０ 市役所市民ロビー 

      市のマイクロバスを利用します 

      １６：３０ 解散予定 

【費 用】 入館料 障害割引 600円（付添い 1名無料） 

      昼食代…現地で予約注文可（1000円）または持参 

【定 員】 ２５名 

【申込締切】5月 1日（木）厳守 

          

（視覚障がいピアカウンセラー 大西） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

肢体障がい者向けの企画に参加しよう！ 

◆肢体障がい者サロン 特別企画 
 

 
【日 時】 ７月 29日（火）１３：３０～１５：3０          

【場 所】 松原市総合福祉会館 2階 調理室 

【定 員】 ２0名 

【申込締切】7月 18日（金）厳守 

詳細は、まつばらピアセンターまでお問い合わせください。 

毎月肢体障がい者サロンは、第 2火曜日１３：３０～15：00 

松原市総合福祉会館にて、開催しています。日時・場所を変更する場合があります。 

参加希望される方は、事前にまつばらピアセンターまでご確認ください。  

 

（肢体障がいピアカウンセラー 根木） 
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↓相談内容・日時 ※相談は無料。自宅へ訪問もします。プライバシー・秘密は守ります。 

まずは、電話・ＦＡＸなどでご連絡ください。祝日・１２/２９～１/３は休み 

福祉相談 

社会福祉の相談員が生

活全般に関する相談を

お聴きします。 

担当 中西 

mp-daihyo@ac.auone-net.jp 

月～金曜日 

９：００～１７：３０ 

ピア・カウンセリング 

障がいのあるピアカウ

ンセラー(相談員)が、み

なさんの思い・悩み・や

りたいことなどを、仲間

としてお聴きします。 

聴覚障がい担当 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ伊藤 

mp-chokakupeer@ac.auone-net.jp 

手話通訳者 細井 

月 １０：００～１７：００ 

水 １０：００～１７：００ 

視覚障がい担当 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ大西 

mp-shikakupeer@ac.auone-net.jp 

火 １０：００～１６：００ 

木 １０：００～１６：００ 

肢体障がい担当 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ根木 

mp-shitaipeer@ac.auone-net.jp 

火 １３：００～１７：００ 

金 １０：００～１６：００ 

 

連絡先：ＴＥＬ ０７２‐３３７‐７３３３  ＦＡＸ ０７２‐３３５-１２９４  

 

「マッピー通信」の点字版・テープ版をご希望の方は、まつばらピアセンターまでご連絡ください。 

 

 

<マッピーの声> 

奇しくもこの原稿を書いている今日 2014

年２月 19 日は、障がいがある人への差別を

禁止したり社会参加を促す国連の「障害者権

利条約」が、日本で効力を発揮すると条約で

規定された日です。日本がこの条約に「署名」

してから「批准」するまで、７年という実に

長い長い時間が経っています。国連加盟１９

３か国のなかで１４１番目の締約国だそうで

す。私たち障がいのある人や関係者にとって

は、いくつもの国内法の改正手続きを経た「批 

 

准」の実現で、画期的な出

来事だったのですが、一般

的にはあまり話題になりま

せんでした。この条約は「障

がい（者）」をめぐる様々な

捉え方がこれまでとは異なっていて、あらゆ

る人に関係する内容となっています。誰もが

住みよい社会にするために、多くの人にこの

条約に関心をもってもらいたいなと思います。 

手話通訳者 細井  

※たくさんの人に知ってほしい！協力してほしい！など、読者の皆さんからの投稿もお待ちしています。 

（営利目的、宗教、政党活動に関するものについては掲載できません。また、紙面の都合上掲載できない場合があります。） 

 

★まつばらピアセンターについて★ 

松原市にお住まいの、障がいのある方とその家族の身近な相談窓口です。 

支 援 内 容   ①ホームヘルパーやデイサービス、ショートステイなどの利用援助 

        ②社会資源を活用するための支援 ③社会生活力を高めるための支援 

       ④ピア・カウンセリング      ⑤権利の擁護のために必要な援助 

⑥専門機関の紹介  みなさんが地域で自分らしく生活できるようお手伝いします！ 

 

 

支 援 内 容   ①ホームヘルパーやデイサービス、ショートステイなどの利用援助 

        ②社会資源を活用するための支援 ③社会生活力を高めるための支援 

       ④ピア・カウンセリング      ⑤権利の擁護のために必要な援助 

⑥専門機関の紹介  みなさんが地域で自分らしく生活できるようお手

伝いします！ 
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