
(1) 第 54号             マッピー通信           令和 2年 10月 1日 
 

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@matsubarashakyo.net 

                       URL：http://www.matsubarashakyo.net 

 

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☆サロン合同企画～   20周年記念 

まつばらピアセンターは、平成 12 年 10月

に開設し、20 周年を迎えます。今年度は 20

周年記念として式典などの企画をしておりま

した。「コロナ禍の中、3 密を避け行うには」

と、ピアカウンセラーとともに、何度も知恵を

出し合いました。気軽に参加できるように 20

周年記念の上映会といたしました。 

今回上映する「星に語りて～Starry Sky～」

は、「きょうされん」が製作した作品で、東日

本大震災を背景に、災害で被災した障がい者

と支援者たちの活動を、実話とともに描いた 

 

映画です。災害が頻繁に発生するなか、まつ

ばらピアセンターとしても、災害での対応は

多くのことがあり、各サロンで防災の講習会

や施設体験を通じて、学習しているところで

す。 

この作品は、障がい当事者の立場で、支援

者の立場で、感じていただけると思います。3

密を避ける工夫もいたしますのでご参加くだ

さい。 

（まつばらピアセンター担当 石田）  

 

 

 

 

 

 

 

【日 時】  10 月 14 日（水）13：00 － 15：30 （受付１２：30より） 

【場 所】  総合福祉会館 ３Ｆ会議室 

【上映会】  「星に語りて～Starry Sky～」（115分） 字幕付き、副音声あり 

【対 象】  市内の障がいのある方、付き添い、ご家族など 

【定 員】  24 名 

【参加費】  無料 

【申込締切】 10 月 9 日（金） 

【申込先】  ピアセンター担当石田 TEL072-337-7333 FAX072-335-1294 

 

 

「星に語りて～Starry Sky～」上映会 

mailto:mp-daihyo@matsubarashakyo.net
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・・ 肢体障がい者サロン ・・ （毎月第 2火曜日） 
ご連絡 

予定しておりました外出企画「神戸どうぶつ王国に行こう」、特別企画「津波・高潮ステーシ

ョン 見学ツアー」は新型コロナウイルスの影響により、今年度の実施は中止とさせていただ

きます。楽しみにされていた方には申し訳ありません。日を改めまして今後、実施できる日を

検討させていただきます。 

 

ピアサロンは毎月通常通り、福祉会館３Ｆ会議室において毎月第２火曜日、午後１時半～３

時に行っています。どなたでも参加できますので、気軽にお越しください。お待ちしています。 

 

２０２０年１０月～２０２１年３月のピアサロン日程 

         １０月１３日（火）午後１時半～午後３時 

         １１月１０日（火）午後１時半～午後３時 

         １２月 ８日（火）午後１時半～午後３時 

          １月１２日（火）午後１時半～午後３時 

          ２月 ９日（火）午後１時半～午後３時 

          ３月 ９日（火）午後１時半～午後３時 

 

（肢体障がいピアカウンセラー 坂野） 

 

 

・・ 聴覚障がい者サロン ・・ （毎月第 1水曜日） 
 

★ 社会見学 中止！→学習会「フレイルとは？」   
今年の社会見学は、泉州聴覚障がい者センターなんなんを見学する予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染防止などを考慮して中止になりました。楽しみにしていた皆さん、申し訳

ありません。代わりにあすくの里の職員を招いて学習会を行ないます。 

   

 

【日  時】 １１月 4日（水）13：30～15：30  

【場  所】  松原市総合福祉会館 ３階会議室 

【講  師】 あすくの里 ケアマネジャー 川崎泰子氏 

【対  象】 松原市在住の聴覚障がい者 

【定  員】 １５名   【申込締切】 10月２6日（月） 
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★ 今後のサロン（予定） 

11月 4日（水） 学習会「フレイルについて」          
12月 2日（水） クリスマス会 

1月 6日（水） 新年会  

2月 ３日（水） 終活について 「マイノート」                     

3月 ３日（水） 茶話会 

   ※ 利用者には案内チラシを送ります。   （聴覚障がいピアカウンセラー 伊藤） 

 

                                                                                                             

・・ 視覚障がい者サロン ・・ （毎月第 1木曜日）

視覚障がい者も楽しめる、触って作るフラワーアレンジメント 

季節の花を使って、素敵なアレンジメントを楽しみましょう♪ 

12月という事で、クリスマス用のアレンジメントを作ります。 

ご家族、付添いの方も一緒にどうぞ！ 

【日 時】 12月 3日（木）13：３０～１５：３０ 

【場 所】 松原市総合福祉会館 3階会議室 

【講 師】 藤井 有美 氏（お花の教室フルーレット ユミ） 

【定 員】 １５名程度   【参加費】  １，０００円（材料費） 

 

※11月に予定していました、「外出企画、箕面散策」は、新型コロナウイルスの影響で 

残念ながら中止となりました。状況が落ち着けば、再度、企画しますのでお楽しみに！ 

なお、11月サロン（5日）は、通常どおり福祉会館で行います。 

 

松原市総合防災ガイドマップ永久保存版のデイジー（音訳版）が完成！！ 
 

2020年 4月、松原市が発行し、全戸配布された冊子の音訳版（「サイレン鳴ったらすぐ避

難！浸水の恐れがない場所へ」声の松原市総合防災ガイドマップ永久保存版2020年9月発行）

を、ピアセンターも協力し、松原市朗読研究会が作成されました。台風など、いざという時に

備えて、是非お聴きください。 

図書館フリーサービスに登録されている方は、図書館から発送されます。また、ご希望され

る方は、ピアセンターでもお渡ししますのでお問い合わせください。 

（視覚障がいピアカウンセラー 大西） 

 

https://frame-illust.com/?p=700
https://frame-illust.com/?p=700
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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 石田 

mp-daihyo@matsubarashakyo.net 

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@matsubarashakyo.net

手話通訳者 永田 

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@matsubarashakyo.net 
木 １０：００～１６：００ 

肢体障がい担当  ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ坂野 

mp-shitaipeer@matsubarashakyo.net 
火 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。 

 

 

  

  

思えば、令和 2 年は新型コロナウイルスに

始まり、それが今も続いています。これに伴

い外出自粛となり、人と会えないことが余儀

なくされました。友達や親しい人と気軽に会

えない。今まで当たり前だったことができな

い。人恋しい気持ちになった人も多いのでは

ないでしょうか。各ピアサロンに集っている

人も、月一回集まって、おしゃべりしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことの重要性を再確認したようです。福祉会

館が閉鎖され集まれない。緊急事態解除後、

久しぶりに親しい仲間と集まっておしゃべり

したり、笑ったり。今まで当たり前だった生

活。つらい外出自粛生活が人と交流できるこ

との大切さを再認識させてくれました。 

                       

肢体障がいピアカウンセラー 坂野 

 

・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！ 

 

<マッピーの声> 


