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お申し込みのご案内 

 
講習会やリハビリテーションは、年度ごとにお申し込みが必要です。 

継続して受講希望される方も、忘れずにお申し込みください。 
 

＜講習会の対象＞ 

区内在住の18歳以上の方で、「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神 

障害者保健福祉手帳」「自立支援医療受給者証（精神通院）」「難病医療 

券」のいずれかをお持ちの方。 

※講習会によっては、付き添いとしてご家族も参加できます。 

※リハビリテーションは、対象となる方の条件がそれぞれ違いますので各

ページの案内をご確認ください。 

 

＜費 用＞ 

受講料は無料です。（ただし、講習会によっては教材費が必要です） 

 

＜お申し込み方法＞ 

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

①②③は同封の申込書をご利用ください 

①持参（えみふるの１階窓口までお持ちください） 

②郵送（同封の封筒をご使用ください） 

③FAX（03-3291-0608）※お間違えのないようご注意ください。 

④ホームページ（https://emifuru.com/） 

 

＜お申し込み受付期間＞ 

2021年2月8日（月）～2月22日（月）必着 
 

＜抽 選＞ 

定員を超えた場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。 

※リハビリテーションは利用優先順位に応じて利用を決定します。 

 

＜利用決定＞ 

３月上旬に「受講決定通知」を発送します。教材費が必要な講習会につ 

いては、費用を決定通知にてお知らせします。申込後キャンセルされる 

場合は、お手数ですがえみふるまで早めにご連絡をお願いします。 

教材費においては、キャンセルした場合でもかかる場合があります。 
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新型コロナウイルス感染症拡大防止 

についてのお願いとお知らせ 

 
新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大防止のためえみふるでは以下の

対策を行っています。（2021年1月現在） 

 

・館内各フロアーの消毒液の設置 

・各部屋の窓開け換気の徹底 

・スタッフのマスク着用、検温、健康チェック 

・定員の見直しによる密集回避 

・受付、面談室のビニールカーテンの設置 

 

 

えみふるご来館の際にお願いしたい点（2021年1月現在） 

 

・マスクの着用をお願いします。 

・こまめな消毒や手洗いをお願いします。 

・入館時に検温を行いお名前の確認をします。 

・体調が悪いときは来館を控えてください。 

・３７．５℃以上の場合は入館をお断りしています。 

・密集は控え他の方との距離を取るようにお願いします。 

・お食事は3階ほっとサロンを利用し、食事中の会話はお控えください。 

 

※ガイドラインの変更等に伴い内容が変わる場合があります。 

状況に応じた感染防止対策にご協力お願いします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況により講座の中止を行う場合があります。

2021年1月現在、レクソングと音楽リズムの開催を見合わせております。

2021年度分の申し込みは可能ですが、再開は未定となっております。 

再開の際にはお申込みいただいた皆様へご連絡致します。 
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講習会・リハビリテーション 

一覧 



6 

 

絵手紙 
 

墨と筆を使った水彩の絵はがきを描きます。 

キャッチフレーズは「ヘタでいい  ヘタがいい」。 

やさしい季節の便りを作ってみませんか。 

 

日時 ： 第１火曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 日本絵手紙協会 池田由美さん 

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約850円(年間) 

ペン習字 
 

お手本を見ながらさまざまな文例を練習し、色

紙などに作品を書きます。 

 

日時 ： 第2火曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 現代書道院 渡辺美津枝さん 

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約700円(年間) 

 講師による作例 

 講師による作例 
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書道 
 

毎回、5つ程度のお手本の中からご自身で選んだもの（言葉）を練

習します。力強く、元気な書を目指して、講師のアドバイスを受け

ながら書き上げます。年初には書初めをします。 

 

日時 ： 第3火曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： (社)創玄書道会 鈴木洋子さん  

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約600円(年間) 

三原色画 （さんげんしょくが） 
 

赤、青、黄、の三色と白を使って「自分だけの色」を作

ります。下書きなしで自由に描きます。苦手な人も楽

しく描ける新しい発想です。 

 

日時 ： 第4火曜日 13：30～15：30 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 松本きみ子式公認講師 

      田中くみさん      

定員 ： 10名 

費用  ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約200円(年間) 

 講師による作例 

 講師による作例 
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消しゴムはんこ 
 

消しゴムはんこで楽しい絵はがきを作ります。 

簡単に彫れる消しゴムで、世界にひとつの 

はんこを作りませんか。 

 

日時 ： 第1金曜日 13：30～15：30 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 日本遊印アート協会 吉田千
ち

榮
え

子
こ

さん 

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約1,050円～(年間) 

七宝焼 
 

銀や銅などの金属下地の表面にガラス質の

釉薬をのせ、高温で焼き付けて作品を作り

ます。 

初心者は基本から学ぶことが出来ます。 

 

日時 ： 第３水曜日 13：30～15：30 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 日影悠久子
ゆうきゅうこ

さん 

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

 ※固定の教材費は設けていません    

 講師による作例 

 講師による作例 



9 

 

絵画 
 

草花や野菜など、季節の題材を見ながら水彩

画を描きます。構図や色の出し方などを学びな

がら、各々の表現の違いを楽しむことができま

す。 

 

日時 ： 第2金曜日 13：30～15：30 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 日本美術家連盟（洋画）  

      小林正勝さん（雅号：小林正誠） 

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約450円(年間) 

水墨画 
 

季節にちなんだ題材が描かれたお手本を見ながら、模写をしま

す。線の描き方や濃淡の出し方など、作品を描くたびに水墨画の

コツを学ぶことができます。 

 

日時 ： 第3金曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 講習室 

講師 ： 国際墨画会 中野淳子
あ つ こ

さん 

定員 ： 10名 

費用 ： 教材費が実費分かかります 

    ※昨年度実績約350円(年間) 

 講師による作品 

『エサ取り名人』 

 受講の様子 

 講師による作例 
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レクソング 
 

講師のピアノ伴奏に合わせて、歌謡曲から唱歌まで、さまざまな

歌を皆さんで一緒に歌って練習します。講師による歌の解説やお

話も大人気です。 

 

日時 ： 第3土曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 ホール 

講師 ： 東京都レクリエーション連盟 川端清さん 

定員 ： 10名 

費用   :  なし 

その他：付き添いとして 

    ご家族も参加できます 

レクリエーション体操 
 

音楽に合わせ、体のさまざまな筋肉を使う体操をしませんか。健

康増進やストレス解消に最適です。体の状態に合わせ、ご自身の

ペースで参加できます。 

 

日時 ： 第1土曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 ホール 

講師 ： 日本レクリエーション協会 

      鈴木京子さん 

定員 ： 15名 

費用  ： なし 

その他：付き添いとして 

    ご家族も参加できます 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として 

現在開催を見合わせております。 

開始時期は未定です。開催の見通しが立ちましたら 

お申込みいただいた方に連絡致します 
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パソコンサロン 
 

パソコン初心者を対象にした自由参加型のサロンです。操作で分

からないところがあれば講師から説明を受けられます。事前のお

申し込みは不要ですので、当日お越しください。 
 

日時：第2・4火曜日（祝日除く） 13：30～15：30 

場所：3階 301活動室 

定員：同時に受講できる人数は4～5名程度

です 

費用 : なし 

※初回利用の際に、お名前を確認させてい

ただきます 

音楽リズム 
 

歌を歌ったり、音楽に合わせて打楽器を演奏します。皆さんのリク

エストから曲を選んで気持ちを合わせて音楽を楽しむことを目指

します。 

 

日時 ： 第4土曜日 13：30～15：00 

場所 ： 5階 ホール 

講師 ： 音楽療法士 加藤美知子さん  

定員 ： 10名 

費用   :  なし 

その他：付き添いとしてご家族も参加 

    できます 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として 

現在開催を見合わせております。 

開始時期は未定です。開催の見通しが立ちましたら 

お申込みいただいた方に連絡致します 
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理学療法 
 

個別にプログラムを組み、身体的なリハビリテーションを行いま

す。 

 

対象：区内在住の18歳以上の方で、「身体障害者手帳」をお持 

   ちの機能回復または機能維持が見込まれる方で、以下の      

   いずれかに該当する方が優先となります。 

   ・今までえみふるの理学療法を受けたことがない方 

   ・他の機関で理学療法を受けていない方 

    ※初めてお申し込みの方は面接を行います。  

 

曜日： 水曜日（詳細は利用決定後にお知らせします） 

時間： 13：15～15：45のうち、一人当たり20分程度 

場所： ４階 デイルーム 

担当： 原島理学療法士、津島理学療法士  

定員： 6名（1日あたりの人数） 

費用 :  えみふるでの費用の支払いはありません 

 

※初回面接（初評価）の際、医師の意見書、リハビリサマリー 

 （指示書）が必要です。意見書、リハビリサマリーの費用は 

 自己負担となりますのでご了承ください。 

※初めてご利用する方はお気軽にご相談 

 ください。 
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作業療法 
 

作業活動を通して、利用者一人ひとりの力を最大限に引き出すこ

とを目的としています。パソコン、粘土陶芸、革細工、焼きペンな

どの中から、それぞれに合った活動を行います。 

 

対象：区内在住の１８歳以上の方で、「身体障害者手帳」 

  「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療受給者証（精    

   神通院）」「難病医療券」のいずれかをお持ちの方で、 

   作業療法を行うことで機能回復または機能維持が見込ま   

   れる方  

 

曜日：水曜日 

時間：10：30～12：00 

場所：5階 ホール 

担当：金谷作業療法士  

定員：14名 

費用：内容によって実費がかかります 

 

※利用決定後に30分程度の初回面接（初評価）を行います。 

※初回面接の際、医師の意見書またはリハビリサマリー（指示 

 書）が必要です。意見書、リハビリサマリーの費用は自己 

 負担となりますのでご了承ください。 

※初めてご利用する方はお気軽にご相談ください。 
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言語療法 
 

言語聴覚士が個別にプログラムを組み、発音の練習や声の出し方

の練習、また失語症の言語能力の回復訓練などを行います。 

 

対象：区内在住の１８歳以上の方で、「身体障害者手帳」等を 

   お持ちで言語療法が必要な方 

 

曜日：第2・4木曜日 

時間：13：30～16：00 （一人あたり30分程度） 

場所：3階 303室 

担当：佐藤言語聴覚士  

定員：4名（1日あたりの人数） 

費用 :  えみふるでの費用の支払いはありません 

   

※初回利用時に面接（初評価）を行います。 

※初回面接の際、医師の意見書またはリハビリサマリー（指示  

 書）が必要です。意見書、リハビリサマリーの費用は自己 

 負担となりますのでご了承ください。 

※初めてご利用する方はお気軽に 

 ご相談ください。 



15 

 

地域生活リハビリ 
 

高次脳機能障害の方のうち、日常生活や就労に困難がある方のリ

ハビリ支援を行います。 

 

対象：区内在住の18歳以上65歳未満の方で、高次脳機能障  

   害と診断され日常生活に困難があり、医師が訓練の必要 

   性を認めた方 

   ※利用には、利用判定委員会による判定が必要です。 

   ※利用期間は1年間（3年まで更新が可能です）。 

 

曜日：木曜日 

時間：11：00～16：00 

   ※毎月第1週目は11：00～13：00となります。 

場所：5階 503講習室 

定員：5名 

費用：内容によって実費がかかります 

 

※まずは同封の「申込書」でお申し込みください。新規申込み 

 の方には、所定の利用申請書類をお送りします。申請書類の 

 提出後に、利用判定委員会による判定を行います。申請に 

 は、医師の意見書、リハビリサマリー（指示書）が必要と 

 なります。意見書、リハビリサマリー等の費用は自己負担 

 となりますのでご了承ください。 

※初めてご利用する方はお気軽にご相談ください。 
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社会適応支援 
 

安定した就労生活の継続に必要な対人マナーや生活のルールを

学びます。 

 

対象：区内在住の18歳以上65歳未満の身体・知的・精神に障

害がある方で、以下のいずれかに該当する方 

   ①一般企業に就労している方 

   ②企業実習に参加している方 

   ③その他、千代田区長が必要と認める方 

   ※利用には、利用判定委員会による判定が必要です。 

 

曜日：第１・第３土曜日 

時間：10：30～15：00 

場所：3階 ぷらっと御茶ノ水 

定員：10名 

費用：内容によって実費がかかります 

 

※まずは同封の「申込書」でお申し込みください。 

新規申込みの方には、所定の利用申請書類をお送りします。 

申請書類の提出後に、利用判定委会による判定を行います。 

※初めてご利用する方はお気軽にご相談

ください。 
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いけばな 

 公開講座は、千代田区にお住まいの方ならどなたでも参加 

開催日や申し込みについての詳細は、「広報千代田」「えみふる広

報誌」「えみふるホームページ」でご案内します。 

  

※公開講座の内容は変更になる場合があります。 

公開講座 

ボッチャ 

金継ぎ 小説の書き方 ヨガ 俳句 

紙漉き ﾊﾜｲｱﾝﾘﾎﾞﾝﾚｲ スマホ講座 カルトナージュ 

2020年度実施公開講座一覧 

 
新型コロナウイルス感染症の影響で後期のみ開催し

ました。10種の講座を開催しました。例年より定員

を少なくしていたため申し込み多数によりお断りを

する講座もたくさんありました。 
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えみふるへお越しの際は 
 

えみふるへお越しの際は、公共交通機関やタクシー、または「風ぐ

るま」をご利用ください。 

 

・JR御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口から徒歩4分 

・東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 2番出口から徒歩5分 

・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B1出口から徒歩6分   

 ※時間は目安です。 

 

・千代田区地域福祉交通「風ぐるま」でお越しの際は、 

 「障害者福祉センター えみふる」でお降りください。 

 （日曜祭日は「神田駿河台2丁目」をご利用ください） 

  ※えみふるは三楽病院の隣です。 
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千代田区立障害者福祉センター えみふる 
休館日 毎月第２土曜日、12月29日～1月3日 

開館時間  9:00～21:00  

 

〒101-0062   東京都千代田区神田駿河台2-5 

電  話   ：03-3291-0600       

F  A  X  ：03-3291-0608  

E   メ ー ル     ：e m i f u r u ＠ c h i m e . o c n . n e . j p  

ホームページ  ：https://emifuru.com 

 

新型コロナウイルス感染症の状況によっては 

開館時間の変更、講座等の中止等を行う場合があります 


