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秋の深まりを感じる時季となりました。冬が駆け足で近づいています。皆様いかがお過ごしでしょうか？
季節の変わり目です。体調を崩されることのないよう、手洗い・うがいの徹底を心がけていきましょう。
さて、いよいよ年に一度の地域交流イベント、
『ふく福まつり』の季節がやってまいりました!
今年は１１月１２日（土）に開催いたします。
色々なイベントや講演会・福祉スポーツ体験コーナーなどがありますので、皆さまお誘い合わせの上、
是非お越し下さい。
職員一同皆様のご来所を心よりお待ちしております！

高次脳機能障害者交流会
【日 時】１１月１９日(土) １０：３０～１４：３０
【場 所】当センター ２階調理実習室・３階会議室
【対 象】区内在住の高次脳機能障害の方(ご家族・付添の方も含む)２０人(申込順)
【費 用】１人につき５００円(昼食材料費)
【内 容】昼食作り・レクリエーション・情報交換など
【申込み】センター窓口にて参加費を添えて、１１月１日(火)からお申込みください。
１１月１６日(水)まで ※先着順、ただし定員になり次第締切。

日帰りバスハイク
【日 時】１１月２８日（月） ８：００出発～１７：００解散予定（雨天決行）
【集 合】７：４５ 障害者福祉センター（解散も同所）
【場 所】群馬県沼田方面、りんご狩り・道の駅（買物）
【対 象】区内在住の障害者の方（詳細についてはお問い合わせください。
）及び、付添いの方 計６５名
【費 用】２,４００円（昼食代・りんご狩り食べ放題、お土産代込）
【申込み】往復はがき（１枚で２名まで）にイベント名・住所・氏名・年齢・電話（FAX）番号・緊急連絡先・
障害名（病名）
・車いすの有無・付添者（付添者同伴の場合のみ）の住所・氏名・電話番号を記入の上
センターまで郵送または窓口にて受付。窓口申込みの際は、郵便はがき１枚をお持ちください。
１１月１１日（金）必着。申込み多数の場合は１１月１５日（火）１３：３０より公開抽選。
① 大型の電動車いすは、バスに乗らない場合がありますので事前にご相談ください。
② 介助が必要な方は必ず付添いの方とお申込みください。
③ 手話通訳者が同行します。

障害者地域生活支援セミナー

アロマのルームスプレー作り
【日
【場
【対
【費

時】１２月１２日（月）１３：３０～１５：３０
所】当センター ３階会議室
象】区内在住の障害者の方（詳細についてはお問い合わせください。
）１６人
用】①実費…材料費５００円
②地域活動支援センター事業利用者負担金（１回につき２４０円）
※生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除
【内 容】アロマルームスプレー作り※アルコールにより、かぶれたことがある方はご相談下さい。
【申込み】往復はがきにセミナー名・住所・氏名・年齢・電話（ＦＡＸ）番号・障害名（病名）
・障害の等級を記入の
上、郵送してください。窓口申込みの際は、郵便はがき１枚をお持ちください。
11 月11 日(金)から受付開始、11 月21 日(月)必着（申込み多数の場合は11 月22 日(火)10：30 より公開抽選）
。

リフレッシュ体操教室（４期）
【場 所】当センター ３階会議室
【対 象】区内在住の障害者の方(詳細についてはお問い合わせください。) ２０人
【費 用】地域活動支援センター事業利用者負担金(１回につき２４０円)
※生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除
【日 時】１月７日～３月４日の毎週土曜日(全８回) ※2/11 を除く
１３：３０～１４：３０
【内 容】筋力を鍛える体操やストレッチ・マッサージを取り入れたソフトヨガなど
【申込み】往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電話(ＦＡＸ)番号・障害名(病名)・障害の等級を記入の上、
センターまで郵送または窓口にて受付。
（窓口申込みの際は、郵便はがき１枚をお持ちください）
。
11 月21 日(月)から受付開始、12 月１日(木)必着（申込み多数の場合は12 月2 日(金)13：30 より公開抽選）

パソコン支援

＝今月の開催＝

センターに設置されたノートパソコンで、ワード、エクセル等の基本的な操作を、ボランティアが支援します。
(詳しくは電話、または窓口でお問い合わせください。
【日 時】１１月１０日(木)・１７日(木) 両日とも９:３０～１０:３０ １０:３０～１１:３０
【場 所】当センター ２階 聴覚障害者室
【対 象】原則として、当センターのパソコン教室を修了された区内在住の障害者の方(要相談)
【申込み】利用日の 1 ヶ月前より電話または FAX で事前に申し込んでください。予約制。
※１人１時間程度のご利用をお願いしています。

機能訓練の日程変更について
１１月はふく福まつり等の都合により、機能訓練（理訓・作訓）の日程が変更になっていますので、ご注意ください。
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江東区障害者福祉センター 地域交流イベント

10:00-14:30
入場無料-どなたでもご来場できます
注意：オープニング（30 分程の予定）は、外部に和太鼓の大きな音が出ます。
みなさま、あらかじめご理解ご了承ください。
福祉講演会

福祉体験コーナー

リオパラリンピック
パラカヌー代表
リオパラリンピック

車いす・白杖・手話・点字の体験
音訳・盲導犬とのふれあい
福祉機器展示・福祉情報

障害者スポーツ
体験コーナー

パラカヌー代表

ボッチャ
フライングディスク
サウンドテーブルテニス

作業・教室コーナー
染物・こま回し・アルミ缶つぶし
陶芸・絵手紙教室
しいたけの摘み取り

模擬店
塩ちゃんこ・焼きそば
フランクフルト
ポップコーン
おしるこ・チュロスなど

イベント

瀬立モニカ選手
瀬立モニカ選手

時間：１３：１５～（予定）
時間：１３：１５～（予定）
場所：３階
場所：３階 会議室
会議室

・10:00~（予定）：玄関前
川南小和太鼓クラブ
・10：30～（予定）：3 階会議室
盲導犬デモンストレーション
・14：00～（予定）：3 階会議室
城東高校吹奏楽部
※お子様が無料で遊べる
ゲームなどのコーナーも
あります。

【問い合わせ先】
江東区社会福祉協議会

江東区障害者福祉センター

住所： 江東区扇橋３-７-２ 電話：０３-３６９９-０３１６ FAX：０３-３６４７-４９１８
※当日は障がいをお持ちの方や、付き添いの方が乗車できる無料巡回バスがあります。
停留所や停車時刻につきましては、上記連絡先までお気軽にお問合せください。

