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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 

山 浦 

西 平 

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 

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。ピ

アカウンセリング講座も予定して

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、8月は休み、11

月は外出企画です。1月は

第 2 水曜日となります。 

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 社会適応訓練室 

※5 月は外出のためサロンは

休みです。1月、11月は第 2

木曜日となります。 

 

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～ 

5 月には外出企画でタンデム自

転車を体験します♪ 

 

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。 

 

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 
 

mailto:mp-daihyo@ac.auone-net.jp
http://www.matsubarashakyo.net/
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２０１６年度ピア☆サロンのご案内  

 

補助犬（介助犬・盲導犬・聴導犬）の 

３ワン 普及します！ 
 

みなさん、補助犬を知っていますか？  

「介助犬」は手や足に障がいのある人の日常生活動作をサポートし、「盲導犬」は目の見えな

い人、見えにくい人が街中を安全に歩けるようにと誘導し、「聴導犬」は音が聞こえない、聞こ

えにくい人に生活の必要な音を知らせます。よく知られていないので、ペットと誤解され飲食

店やスーパーで入店を断られることもあります。 

 ぜひ参加して、補助犬のことを正しく理解しましょう。 

 

 

○日 時： ７月３１日（日）１３：００～１６：３０（受付１２：３０から） 

○会 場：ゆめニティプラザ 多目的ホール（河内松原駅前） 

○対象者：障がいのある人や一般市民・事業主の方 

○協 力：関西盲導犬協会、日本サポートドッグ協会 

○内 容：補助犬のデモンストレーション、利用者のお話 

○参加費：無料 

 

 

 

 

 

 

 

「肢体障がい担当ピアカウンセラーがバトンタッチ!!」 
 

平成 28 年 4 月より肢体障がい担当ピアカウンセラ

ーが交代をします。山浦孝臣氏（ピアカンネームやま

ちゃん）が火曜日に、西平和子氏（ピアカンネームか

ずちゃん）が金曜日にと週 1回ずつ勤務をします。 

やまちゃんは 74歳の大ベテランです。かずちゃん

も実務はバリバリこなしています。これまでとは違っ

たアプローチでみなさんと関わり、肢体障がい者サロ

ンを進めていきます。乞うご期待!! 

 

＊詳細については、まつばらピアセンターまでお問い合わせ下さい。 

いろいろサポートしてく

れるから助かるわ。 
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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 

 ２０１６年度のサロンはミニ外出（４月）、手作り（５月）、

映画鑑賞（７月）、防災（９月）、クリスマス会（１２月）、新

年会（１月）、講演（6 月、２月）、ゲーム（１０月）を行う

予定です。外出企画は１１月 2 日に関西空港見学を計画して

います。９月ごろに案内しますので、お楽しみに。 

◆出張相談 

今年から出張相談は不定期となります。相談が必要な場合は予約してください。 

場所は、基本的には松原市総合福祉会館ですが、希望に応じてお伺いします。 

◆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） 

 

視覚障がい者向け外出サロン 

〜タンデム自転車サイクリング体験会〜 

 

前後にサドルとペダルが２つ付いた「タンデム自転車」をご存知ですか？これなら、視覚障

がい者も後ろでペダルをこいで、サイクリングを楽しむことができるのです♪ 

 

★日時 ５月１９日（木）１３：００〜１５：００ 

    集合１２：４５ 市役所ロビー 

★行先 大阪市西淀川区千舟（市バス利用） 

    あおぞら財団 

（大阪でタンデム自転車を楽しむ会） 

★定員 2４名 申込締切 4 月２８日（木） 

 

 

◆視覚障がい者サロン 

※６月２日（木）・９月１日（木）は、【脳トレ体操】を予定しています。お楽しみに!! 

（視覚障がいピアカウンセラー 大西） 

参加費無料 
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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  

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 

山浦、西平 

mp-shitaipeer@ac.auone-net.jp 

火 １０：００～１６：００ 

金 １０：００～１６：００ 

 

連絡先：ＴＥＬ ０７２‐３３７‐７３３３  ＦＡＸ ０７２‐３３５-１２９４
い い ふ く し

  

「マッピー通信」の点字版・デイジー版をご希望の方は、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> ～退職のご挨拶～ 

2000年 10月より 15年 6か月

間、多くの皆さんに支えて頂きながら、

楽しく精一杯活動することができま

した。今後この貴重な経験を生かし更

なる高みにチャレンジして行きたい

と思っています。まつばらピアセンタ

ーを通じで出会えた全ての皆さんに

心から感謝いたします。       

 

（肢体担当ピアカウンセラー 根木）  

 

 約５年半、外出企画でいろんな見学

に行き、サロンでは楽しくお話しや体

験ができ、地域のサロンでは松原市を

くまなく見てと、たくさんの経験がで

き、勉強になりました。ここで得たも

のを礎に次の世界に飛び立っていき

たいと思います。お世話になりました。

ありがとうございました。 

 

（手話通訳 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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