
深めよう！！ 障がいへの理解
「障がい」と言っても、その内容や程度、必要な援助は様々です。障がいへの理解を深め、支援の輪を広げましょう。

　障がいのある方が通い仕事や活動を行っている施設が集まって、
模擬店やダンス、踊り、太鼓などの舞台発表を行います。多くの方々
に来ていただき、みんなで楽しめる場にしたい！と考えていますので、
是非、ご参加をお願いします。
o 3月14日(土) 11：00～15：00　e区民会館1F ホール
i舞台発表、模擬店、バザー
j障がいのある方、家族、友だち、地域のみなさん
c保健福祉課 福祉グループ　２階２２番　a６４７８-９９５４

　休みの一日を楽しく過ごしましょう。
o 3月25日(水) 9：00～15：00
［行先］海遊館（大阪市港区）
［集合］区役所（貸切バスで移動します）
j障がいのあるお子さん（高校生まで）
とご家族（2名まで）

q 3月９日（月）
fファックス（b6478-9989）、メール（g minjiren.nisiyodo
@gmail.com）、区ホームページ
メールとファックスの場合は、「参加者の氏名（ふりがな）・住所・
電話・年齢・ご本人の障がい者手帳種別・番号」を
記載して申込

c西淀川区民生委員児童委員協議会
（保健福祉課 福祉グループ内）　2階21番
a６４７８-９９６９

　手話は言語であり、耳の不自由な方のコミュニケーションの手段
です。手話に興味のある方、初めて手話を習いたい方、ぜひご参加く
ださい。
o 4月9日～令和３年2月20日の毎週水曜日 １８：３０～２０：３０
※４月９日（木）は、北区民センターで合同開講式を開催。 

　時間：受付 １８：３０～　開始 １９：００～
e子ども・子育てプラザ（姫里２-１３-２２）
j区内在住・在勤の初心者の方
（高校生以上）　

p３５人（先着順）
k３，３００円（テキスト代（ＤＶＤ付））
q３月３０日（月）　f電話
［主催］大阪市聴言障害者協会、区身体障害者団体協議会、
　　　区聴言障害者協会 
c保健福祉課 福祉グループ　２階２２番　a6478-9954

「聴導犬」とは
　聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関
チャイムの音、メールやファックスの着信音、赤ちゃんの泣き声、車の
クラクションなどを聞き分け教えます。
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左右のイラストを合わせて
「こんにちは」を表します。

n安藤 美紀さん
（ＮＰＯ法人ＭＡＭＩＥ代表）

p 80人　
q 3月16日（月）
［主催］西淀川手話サークル５５５
　　　（スリーファイブ）
［協力］西淀川区社会福祉協議会
f・cb６４７８-２９４５
c西淀川区社会福祉協議会　

a６４７８-２９４１

o 3月28日(土) １３：００～１５：００
e西淀川区社会福祉協議会　
在宅サービスセンターふくふく3階大会議室

障がいのある方が通い仕事や活動を行っている施設が集まって

う。

「第3回 ボランティアエキスポ」運営スタッフ！「第3回 ボランティアエキスポ」運営スタッフ！あなたも一緒にボランティア
エキスポを盛り上げませんか？

o 5月24日（日）　eもと歌島橋バスターミナル
c西淀川区社会福祉協議会　a6478-2941　b6478-2945　

大募集!!!大募集!!
区内のボランティアが大集合するイベントです！ 
地域はあなたの力をもとめています！ お気軽にお問合せください。

3区の人口：95,897人（前月比 +21人）、世帯数：45,693世帯、区の面積：14.22㎢西淀川区の人口・世帯数（令和2年2月1日現在・推計）

o日時・期間　e場所　i内容　n講師　j対象　p定員　r持ち物　k費用　q締切　f申込　c問合せ記号の見方 2020年3月号 ● No.286
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