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ⓑ ⓒⓒ ⓓⓓⓐⓐ

　12月 3日（水）～ 9日（火）は「障害者週間」です。市では、誰もが暮らしやすい社会を目ざし、
必要な情報の提供や、障がい福祉サービスの利用支援を行っています。気軽にご相談ください。
問い合わせ　障がい福祉課（℡  893・6400、℻   895・6065）

私たちと私たちと
お話ししませんか？お話ししませんか？
～障がい者の相談窓口・相談支援～

ⓑ障がい児（者）相談支援センター「てらサポ」
　ところ　寺 4－ 590 － 1
　℡  810・0900　　℻   892･6620

ⓒ障がい者相談支援センター「かたの」
　ところ　寺 4－ 590 － 1
　℡  ･ ℻  　893・7006
　ｅメール　katanoj6@tiara.ocn.ne.jp

ⓐ地域活動支援センター「みのり」
　ところ　藤が尾 3－ 5－ 4
　℡  ･ ℻  　893・9511

ⓓハートフルステーションいわふね
　ところ　私市 2－ 14－ 14
　℡  ･ ℻  　893・8604〈808・8877（直通）〉

　相談支援事業所では、障がいのある人や、そ
の家族からの相談に、相談員が応じています。
また、ピアカウンセラー（ピア＝同じ障がいの
ある仲間）が平等な立場で話を聞き、自立した
生活を送れるように応援しています。
　下記のとおり、交代で相談窓口を設置してい
ますので、ご利用ください。

■ ゆうゆうセンター 1階相談窓口（午前 10 時
～午後 4時）
▷ 地域活動支援センター「みのり」＝毎週水曜
日
▷ 障がい児（者）相談支援センター「てらサポ」
＝毎週月曜日・金曜日
▷ 障がい者相談支援センター「かたの」＝毎週
火曜日（第 1火曜日午前・第 3火曜日午後
は聴覚ピアカウンセラー）・木曜日（第 2・4
木曜日午後は視覚ピアカウンセラー）

●●● 相談支援事業所（相談支援事業所（ⓐⓑⓒⓐⓑⓒ））●●●

　相談支援専門員が、障がい福祉サービス（必
要なホームヘルプサービスやグループホーム
入所など）を利用するための「サービス等利用
計画」を作成し、サービス提供事業所との連絡
調整を行います。

●●● 計画相談支援（計画相談支援（ⓐⓑⓒⓓⓐⓑⓒⓓ））●●●

　障がい者福祉相談員（障がい者やその家族）
が、当事者や家族の目線で話を聞き、必要があ
れば専門相談を案内します。身近な人に話を聞
いてほしいという人は、下記の相談窓口をぜひ
ご利用ください。

■ ゆうゆうセンター 2階相談窓口（午後 1時～
4時）
▷身体障がい者福祉相談＝第 1・3水曜日
▷知的障がい者福祉相談＝第 1・2水曜日
▷ 精神障がい者福祉相談＝第 3水曜日・第 3
金曜日〈12月17日（水）は午後2時30分～〉

●●● 障がい者福祉相談障がい者福祉相談 ●●●
　基幹相談支援センターでは、地域の相談支援
の拠点として、総合的な相談業務を行うほか、
相談支援専門員の人材育成や、自立支援協議会
の運営を通じて、障がい者がいきいきと安心し
て暮らせる地域づくりを目ざしています。

●●● 基幹相談支援センター基幹相談支援センター ●●●

障がい者相談支援センター明星
（私市 2－ 14－ 14、℡  891・3636）
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　アートのチカラで交野の資源である自然・環境を体感する、「かたのカンヴァス」を開催します。
　昨年は、400 人を超える市民サポーターのみなさんの手作りで、大好評でした。第 2回となる今年も、
植物園の素晴らしい環境の中、アートと自然の魅力を満喫できるイベントをたくさん行いますので、ぜひ
ご来場ください。
と　き　12月 23日（祝）午前 10時～午後 7時　※小雨決行。雨天の場合 25日（木）に順延。
ところ　大阪市立大学理学部附属植物園
※当日の入園料は無料です。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
問 い合わせ　交野おりひめ大学事務局（行政経営室企画担当内、℡  892・0121）

植物園のクリスマス ～森からのプレゼント～
教室名 内　容 時　間 対　象 定　員 参加費 持ち物

午
前

① お正月の松飾り 松・竹・ナンテンなどで
お正月用の飾りを作る

10：00～
12：00 成人 25人 1,000 円 作品持ち帰り用の袋

② 新体操・リボン リズムに合わせて、楽し
く新体操のリボンをする

9：30～
10：30

年 長 ～
小学生 50人 300 円 タオル、体育館

シューズ、飲み物
※動きやすい服装③ ヒップホップダンス ヒップホップの音楽に

合わせて踊る
10：45～
12：00

小・中・
高校生 50人 300 円

④  たのしいおもちゃ作り いろいろなおもちゃを
作る

10：00～
11：00

小学生
40人 200 円 ー

⑤トールペイント オリジナルのクリスマ
ス作品を作る 10：00～

12：00

30 人 500 円 水入れ、中・細筆（各1本）、タオル

⑥ 子ども歴史と勾玉作り 楽しい歴史のお話と勾
玉を作る

小 学 校
高学年 20人 300 円 ー

午
後

⑦ スポーツチャンバラ 安全な用具を使用する
新しいチャンバラごっこ

14：00～
16：00

小・中・
高校生 40人 500 円

ー

⑧ フラワーアレンジメントクリスマス用のキャンドルアレンジを作る 小学生 30人 500 円

⑨ お正月のフラワーアレ
ンジメント

アートフラワーでモダン
なお正月壁飾りを作る

高 校 生
以上 12人 1,200 円

⑩おもしろ化学 楽しい化学入門 小学生 40人 500 円

⑪ チョークアート体験 オイルパステルで鮮や
かなアートを描く

小 学 生
以上 15人 1,200 円

と　きと　き　12月 23日（祝）　12月 23日（祝）
ところところ　星の里いわふね　星の里いわふね
申し込み申し込み　12月 3日（水）～ 20日（土）午前 10時～午後 8時 30分　12月 3日（水）～ 20日（土）午前 10時～午後 8時 30分
※12月3日・4日は参加費を添えて直接星の里いわふねへ。12月5日からは電話で申し込みができます。※12月3日・4日は参加費を添えて直接星の里いわふねへ。12月5日からは電話で申し込みができます。
※先着順で、定員になり次第受け付けを終了します。※先着順で、定員になり次第受け付けを終了します。
問い合わせ問い合わせ　星の里いわふね（℡  893・3131）　※火曜日は休館日　星の里いわふね（℡  893・3131）　※火曜日は休館日

星の里いわふね星の里いわふね

冬の　　　　　教室冬の　　　　　教室ワクワク ワクワク

問 い合わせ　映画じんじんを交野でみよう会（教育総務室内、℡  810・0530、℻   893・
6575、e-mail:kyouiku@city.katano.osaka.jp）

11月月 1717日（土）日（土）

映画「じんじん」上映会
　本の森プロジェクト事業の一環として、北海道剣淵町
「絵本の里」で制作された、親子のつながりの大切さを描
いた映画「じんじん」の上映会を行います。
時 　間　①午前 10時 30分～　②午後 1時 30分～
※各回 30分前に開場します。
ところ　ゆうゆうセンター 4階　交流ホール
入 場料
　〈 前売り〉一般＝ 1,000 円
　〈 当日〉一般＝ 1,500 円　小・中・高校生＝ 800円
※ 上映中は保育が利用できます（生後 3か月～未就学児、
要事前予約）。

※ チケットの販売などについては、お問い合わせくださ
い。

えっほん村
　「かべ新聞展」、「絵本の広場」、「1,000
人の絵本紹介」など、子どもから大人ま
で楽しめるコーナーです。
時 　間　午前 10時～午後 4時
と ころ　ゆうゆうセンター 4 階　多
目的ホール

入場料　無料

自然を舞台に自然を舞台に
パフォーマンスパフォーマンス！！

新体験…新体験…
落ち葉のプール落ち葉のプール！！

　枯れ葉を敷き詰めたふかふかプー　枯れ葉を敷き詰めたふかふかプー
ルで、自然の恵みを体験してください。ルで、自然の恵みを体験してください。

冬のスペシャル冬のスペシャル
園内ガイドツアー園内ガイドツアー！！

　植物園のスタッフが、冬でしか見　植物園のスタッフが、冬でしか見
られない植物を案内します。られない植物を案内します。

子どもが楽しめる子どもが楽しめる
イベントがいっぱいイベントがいっぱい！！

※催しの内容は変更になる場合があります。

みんなで
遊びに来てね！

たべものマルシェたべものマルシェ
充実ワークショップ充実ワークショップ！！

森のあちこちに森のあちこちに
アートがいっぱいアートがいっぱい！！

おいしいカレーとおいしいカレーと
焼き立てのナン焼き立てのナン！！
　交野産の野菜を使った、交野オ　交野産の野菜を使った、交野オ
リジナルカレー作りと、手作りのリジナルカレー作りと、手作りの
ピザ窯で、ナンを焼きます。ぜひピザ窯で、ナンを焼きます。ぜひ
ご賞味ください。ご賞味ください。

もみの木ライトアップもみの木ライトアップ
夜のイルミネーション夜のイルミネーション！！
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