文化教養講座
講座名/締切日

①生け花
★年間一括申込制
締切 4/30

②絵画
★年間一括申込制
締切 4/30

※内容は変更する場合があります 平成 31 年 3 月現在

開講時期

内 容
講 師
午前は生け花の理論、午後は実技を 中村桃波氏(聴者)
年間 10 回(火曜日 7 回/土曜日 3 回)
行います。日本の伝統文化を学び、 (草月流一級師範理
11:00～15:00(昼食休憩あり)
お花を通して生活を豊かにしまし 事)
5/28、6/29、7/23、9/24、10/26、
ょう。

備 考
・聴覚障害者対象 20 名定員
・1 回花材代 1000 円+消費税
(当日集金)、正月花のみ別料金、
花器・ハサミ・剣山はセンター
で用意
11/26、12/24、1/25、2/25、3/24
・講師が手話で指導
デッサン、油絵、水彩、パステルな 筒井博氏(ろう者) ・聴覚障害者対象 20 名定員
年間 10 回(水曜日)
ど。1 回は野外でのスケッチも行な (所沢市美術展審査 ・持ち物：画材
13:30～16:00
う予定です。絵を描くのは久しぶり 員)
・講師が手話で指導
5/29、6/26、7/24、9/25、10/23、
の方も、初めての方も、お気軽に参
11/27、12/18、1/22、2/26、3/25 加ください。

③英語

年間 10 回 10:30～12:00(土曜日) 、

★年間一括申込制

5/25、6/8、7/13、9/14、10/12、

締切 4/30

④日本語字幕付映画
★申込不要

11/9、12/14、1/11、2/8、3/14

英語 （中学生レベル）でコミュニケ 森亜美氏(ろう者)
ーションできるように、英語の読み (社会事業大学非常
書きを学びます。(発音、聞取りはあ 勤講師)
りません)

日本語字幕付の映像やドラマなど なし
をみんなで楽しむ会です。映画を見
13:30～15:30(映画により多少異なる)
た後は、お茶やお菓子でくつろい
4/25、5/23、6/27、7/25、8/24、9/26、
で、感想を語り合いましょう。上映
10/31、11/28、12/26、1/30、2/27、 作品の内容はお問合せ下さい。
年間 12 回(木曜日 10 回土曜日 2 回)

・聴覚障害者対象 15 名定員
・持ち物:筆記道具、辞書
・講師が日本手話で指導(読取
り通訳はありません)
・どなたでも参加可

3/28

⑤書道

年間 5 回

14:00～16:00(土曜日)

★年間一括申込制

5/18、7/20、12/7、1/11、3/14

締切 4/30

⑥やさしいヨガ
★年間一括申込制
締切 4/30

初めて筆を持つ方も安心して学べ 繁田季子氏(聴者)
ます。枠にとらわれず、自由な発想
で、自分だけの素敵な作品を作りま
しょう。

呼吸を意識して、ゆっくり身体を動
かして、心もリラックスさせましょ
5/16、6/20、7/18、9/19、10/17、
う。難しいポーズはありませんの
11/21、12/12、1/16、2/20、3/19
で、初心者の方も気軽に参加できま
す。
年間 10 回

13:30～15:00(木曜日)

中村晃子氏(聴者)
大前裕子氏(聴者)
※月交替で担当し
ます

・聴覚障害者対象 15 名定員
・持ち物:筆(大・小)、筆記用具、
エプロン等
・硯、文鎮、墨汁、半紙はセン
ターで用意(持参も可能)
・手話通訳あり
・聴覚障害者対象 15 名定員
・持ち物:動きやすい服、タオ
ル、飲み物
・手話通訳あり

講座名

開講時期

⑦単発企画
(1)お花見

(1)4/4(木)11:00～14:00

★申込制 締切 3/25

(2)社会見学

(2)未定

★申込制

(3)フィットネス
★申込制 締切 9/7

(4)クリスマス会
★申込不要

(5)初詣

内 容
備 考
内容と定員数、申込み方法等の詳細は開催時期が近くなっ ・(2)、(3)は聴覚障害者対象
たらホームページ等でお知らせします。
・(1)、(4)、(5)は家族の参加が
チラシご希望の方はお問い合せください。
可能
・(1)、(2)、(5)は屋外活動、そ
れ以外はセンターで開催

(3)9/21(土)14:00～16:00
(4)12/19(木)13:30～15:30
(5)1/9(木)詳細後日

★申込制 締切 12/25

交流サロン
講座名

※内容は変更する場合があります

★申込不要

5/9、6/13、7/4、8/8、9/5、
10/10、11/7、12/5、2/6、3/5

内 容
手話でおしゃべりを楽しむ場です。
お茶とお菓子を食べながら交流しま
しょう。

シニアサロン

① 9/12(木)11:00～13:30
②10/24(木)11:00～13:30
③ 3/12(木)11:00～13:30

体操やゲームをしたり、一緒にご飯を
食べながら、気軽におしゃべりしまし
ょう。

職員等

・聴覚障害者対象(65 才以上)
・パソコン要約筆記・手話通訳

①11/16(土)14:00～16:00
② 2/15(土)14:00～16:00

声でおしゃべりしたい方のサロン。日
頃思っていること、なんでもざっくば
らんに話しましょう。

職員等

・聴覚障害者対象
・パソコン要約筆記(手話通訳
はありません）

11/ 2(土)14:00～16:00

職場や就職活動での困りごとや解決
方法など情報交換しましょう。

職員等

・聴覚障害者対象
・パソコン要約筆記・手話通訳

手話サロン

★申込制

難聴者サロン
★申込制

働く人のためのサロン
★申込制

開講時期
年間 10 回 13:30～15:00(木曜日)

スタッフ
職員等

備 考
・聴覚障害者とその家族対象
・情報保障(読取り通訳)はあり
ません

聴力障害者情報文化センター
*･･*･･*平成 31 年度(2019)文化教養講座等のご案内*･･*･･*
主に聴覚障害の方々を対象とした文化的な講座等を実施します。聞こえないことに配慮した方法で
行いますので、安心して参加できます。内容と申込みについては、中面の一覧表をご覧ください。
皆様のご参加をお待ちしています。会場は基本的に聴力障害者情報文化センターです(屋外活動除く)。
参加にはセンターへの利用登録が必要です。（申込書は登録申込みを兼ねる）
≪文化教養講座

全 11 講座≫

日本の伝統文化である生け花や書道、芸術や社会教養関連の講座を学びます。

≪交流サロン

４講座≫

同じ立場の仲間と気楽におしゃべりを楽しむサロンです。お茶とお菓子をご用意してお待ちしています。

対

象：聴覚障害者（身体障害者手帳の有無を問わず・全日程に参加できること）
※一部聞こえる方も参加できるものがあります。
定 員：講座・サロンごとに異なる(一覧表でご確認ください) ※定員を超えた場合抽選。結果は全員に通知します。
参加費：無料（ただし、材料費や道具等は自己負担）
日 程：一覧表でご確認ください。
申込み：講座により事前申込みが必要なものと不要なものがあります。締切日と共に一覧表でご確認ください。
別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX・メール・来所にてお申込みください。
別途詳細なチラシを作成しているものもあります。ご希望の方は、①～③をお知らせください。
①希望する講座名 ②お名前 ③連絡先(FAX 又はメールアドレス)をお知らせください。
※メールアドレスはパソコンからの受信ができるものに限る

その他：情報保障の有無は一覧表でご確認ください。

申込み＆
問合せ
※公共交通機関をご利用ください

〒153-0053

目黒区五本木 1-8-3

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター
地域支援部門
FAX：03-6833-5005
TEL：03-6833-5004
メールアドレス：soudan@jyoubun-center.or.jp
URL：http://www.jyoubun-center.or.jp/
★こんな事業もやっています★
・日本語字幕・手話付ビデオ(DVD)の制作と貸出
・聴覚障害･手話関係図書・資料の貸出
・相談(聞こえや心の悩みなど)・情報提供
・本やビデオの閲覧やパソコンの利用
【開館】火･水･木･土

10:00～17:00

金

10:00～19:00

【閉館】日･月･祝日・年末年始･その他

