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新宿区立障害者福祉センターからのお知らせ

７月８日 (日 )
１０：００～１５：３０

～地域とどうつながる？～
会場：新宿区立障害者福祉センター
      　　　　　　　新宿区戸山 1-22-2

●地域貢献してつながる
　　おもちゃ修理、染め物体験、お絵かき
　　就労・高齢・介護相談　

●世代交流でつながる
　　折り紙、ぶんぶんゴマ、みんなでダンス ...

●ボランティアでつながる
　　誰でも気軽にちょこっとボランティア

●被災地支援してつながる
ひまわりの苗をプレゼント。
種を被災地へ届けよう。
伊達市の物産品の販売 ...

ホームページが

　　　　リニューアルしました！

４月より障害者福祉センターのホームページが
リニューアルしました。
センターの概要はもちろん、ツイッターによる
福祉情報の発信、ショートステイの予約状況の
確認などが出来るようになっています。
ぜひご活用下さい。

新宿区立障害者福祉センター 検索

１階ギャラリーを活用しませんか？

障害者福祉センターでは、１階廊下部分にギャ
ラリーを設けています。
活動のＰＲ、作品展示、自己実現の場として活
用しませんか？利用は個人、団体問いません。
ただし、営利目的での利用はできません。

＜お問合せ＞
新宿区立障害者福祉センター
住所：新宿区戸山 1-22-2
℡　： 03-3232-3711  Fax  ：03-3232-3344

MOI ご意見箱を設置します。

ＭＯＩ！は「Make good of Our Infomation（私たち
の情報を役に立てて！」とうたい、発行から８年目
を向かえました。今後もより皆さんの身近に、さら
にニーズにあった情報を発信していきたいと思い、
ＭＯＩへのご意見箱を設置することになりました。
こんな情報が知りたい、こういうテーマでやってほ
しい、こうしたらもっと見やすいのに ... などなど皆
様の率直なご意見をお寄せ下さい。
設置場所：障害者福祉センター内
　　　 　１階エントランス　２階事務室受付
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　障害福祉サービスはホームヘルパーや作業所、短期入所など様々なものが

あります。それらは一体どの様なサービスなのか、どれだけ使えるのか、ど

の様に使っていいのか分からないとお困りではないですか？

　これらの障害福祉サービスを適切に利用する事が出来るように、心身の状

況、置かれている環境、サービスの利用意向やその他の事情を充分考慮して、

利用する障害福祉サービスの種類や内容、その担当者などを定めた計画です。

サービス
等利用計

画って何
？？

障害がある方の地域相談支援体制の

　　　　　　　　　　　   イメージ図
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・身体障害者、知的障害者、

  精神障害者の総合的な相談

・地域の相談支援事業者間の

  調整、支援

・サービス等利用計画の作成

・地域移行支援、地域定着支援

・困難ケースの対応、専門相談

・成年後見相談等、虐待に

  関する相談受付・対応

・各種会議開催、情報提供

・広報、普及

・人材育成、研修企画
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・民生委員、児童委員

・障害者相談員

・各障害者団体

・サービス事業者

・企業、就労機関

・医療機関

・各福祉施設

・児童相談センター

・東京都心身障害者福祉

　センター　など

各
種
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係
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・
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連絡・調整

区役所内関係機関

介護保険課、高齢者福祉課、高齢者総合

相談センター、保健予防課、保健セン

ター、生活福祉課、保護担当課、

子ども総合センターなど

連絡・調整

相談支援事業者
 （精神障害者・児）

相談支援事業者
 （知的障害者・児）



新宿区の相談窓口がさらに便利に ! ！

基幹相談支援センター
　　　　　　　　　が４月よりスタート！

きかんそうだんしえんせんたー

　障害者自立支援法の一部改正に伴い、平成２４年４月から、区の障害者福祉課内に

『基幹相談支援センター』を設置しました。

　地域の身近な相談支援や、色々な相談機関との橋渡しを担う機関として、身体・知的・

精神障害者の相談支援に関する仕事を総合的に行うセンターです。これまでの相談機

能・サービスをより一層充実させ、身近な地域で相談ができ、最適なサービスを受け

られるよう、整備を進めているところです。

区役所・障害者福祉課内

○障害福祉サービスのことを知りたい

○地域で生活したい

○健康管理が心配

○居場所や働ける場所を探している

○将来が不安

○仲間がほしい

○家族とうまくいかない

など、困っていることや不安なことについて、

相談に応じたり情報を提供したり、悩み解決の

お手伝いをします。

　地域のいろいろな相談支援事業者間をつな

げる役割を担い、ネットワークを強化させて、

それぞれの相談を、得意な分野の機関と結びつ

けて、解決しやすくします。また、相談支援事

業者への研修等を行い、相談への対応の質の向

上も図ります。

権利擁護や虐待防止をすすめます。

障害福祉サービスの利用の観点から成年後

見人を利用することが有用であると認めら

れる障害者の方の相談や、虐待に関する相

談にも応じます。

　障害福祉サービス等を利用したいとき、

実際に、どれくらいの量、内容が必要なの

か、計画を立てることになります。それぞ

れの生活状況に合わせて、最適なサービス

を受けられる体制を整えていくことになり

ました。また、利用計画を作成できる相談

支援事業者を増やしていきます。

　ご自身で利用計画を作成したい方には、

作成するための支援を行います。

何かお困りのことや不安なことがある際は、お気軽にご相談下さい。

新宿区役所　障害者福祉課　０３‐５２７３‐４５８３・４５１８

機能その
２
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４

☆身体・知的・精神障害をはじめとして、

障害がある方がなんでも相談できる窓口です☆

機能その
１

☆地域の相談支援体制のまとめ役です☆

☆障害者の権利を守ります☆
機能そ

の３

☆サービス等利用計画を作成します☆

シリーズ 知 っ て る ？

こんにちは！
新しく MOI の編集担当になりました、きくちです。
制度やサービスについて、良く知らないことって多いで
すよね。それを皆さんと一緒にひも解いて行きたいと
思っていますので、これからよろしくお願いします！



　　　　

　屋上で活動しているところを取材しました。

普段は屋内で開催しております。 様々な障害を

持った方が参加されていますが、

皆様はりきって身体を動かしている

ように見えました。 軽体操の魅力は、

先生がアグレッシブなところ！

パワフルさに圧倒されますね！

↑この日のレクリエー

ションは野球でした。

木曜日の軽体操よりはソフトに身体を動かす内

容になっています。 とはいっても専門の作業

療法士を講師に迎えておりますので、 内容は

きっと満足いくはず！

　　　　　　　　　毎週木曜日 ： 10 時～ 11 時 30 分

　　　　　　　　　ヨガのポーズもとりいれた、 やり応えのあ

る体操講座です。 ペットボトル体操や棒体操、 楽しいレクリエー

ションもあり、 普段はセンター２階多目的ホールにて開催。

職人……誰もが一度はあこがれた経験がある

のではないでしょうか？その中でも陶芸は職

人の代表といっても過言ではないでしょう！み

なさんご存知の名作『ゴースト』で主人公がやっ

ていたのも陶芸でしたね！上半期のみの開催

となっている陶芸講座ですが、 みなさんのご

参加お待ちしております！

センターのパソコン講座では、 字を入力するだけ

ではなく、 年末には年賀状を作成したり、 絵を描

くことも出来ますよ！内容と募集時期は要チェッ

　　　　　　　クですね。

　　　　　　　　　　　　毎週水曜日 ： 10 時～ 11 時 30 分

　　　　　　　　　　　毎週木曜日 ： 13 時 30 分～ 15 時　

※どちらの曜日にするか選べます。 　

パソコンを触ったことがない方もステップアップを目指している

方も皆さんのレベルに合わせて先生が教えてくださいます。

↑ワード 2010 勉強中。

みなさん真剣です！

講座についての詳細は、

新宿区立障害者福祉センター　まで

お気軽にお問い合わせください。

↑” さかさキャッチ” うまく

ボールを取れるかな？

↑いきいき名物 【頭の体操】

体操の前の準備体操です。

毎週月曜日 ：

10 時～ 11 時 30 分

体を使う体操をはじめ、 頭の体操やレクリエーションなどを

行います。 心も体も「 いきいき」 してくること間違いなし。

■　新宿区立障害者福祉センター　〒 162-0052 新宿区戸山 1-22-2　℡ ： 03-3232-3711　Fax ： 03-3232-3344

毎週月曜日 ： 13 時 15 分～ 15 時

粘土をこねるところから窯に入れる

まで１つ１つが本格的な講座です。

↑わからなくても大丈夫。

田原先生が丁寧に教えてく

ださいます。

↑” 釉薬 (ゆうやく） がけ”

陶器に色をつける繊細な作

業。 緊張しますね。

↑いつもノースリーブ！

←棒を使った体操

で丁寧に身体をほ

ぐします。

いきいき健康教室

陶芸教室
パソコン講座

講座だより
新宿区立障害者福祉センター

センターの講座には色々なものがあ

ります。 種類はもちろんですが、 実際ど

んなことをしているんだろう、 というこ

とを私ができるだけリアルに取材してい

きます！！（ 職員きくち ）


