
 

 

 

☎0173-74-4381 

 

担   当 ： 言語聴覚士 平沢 一臣 

 

令和３年度 社会福祉法人 西寿会  地域公益事業 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メールでも相談・受付しております、✉ kazuomi_hirasawa@hamanasuso.com まで 

このようなお悩みはありませんか？ 

❒ ことばの獲得が遅い、またはいえる言葉の数が少ない   

❒ 発音が不明瞭または、言葉がわからないことが多い 

❒ コミュニケーションがとりづらく困難・指示が入りにくい              

❒ 投げかけた言葉に反応しない、大きな音がしても驚かない 

❒ 落ち着きがない、友達と遊べない、育てにくい       

❒ 言葉がどもる、家では話すが他の場所では話さない 

❒ 学習でのつまずきが多い など              

 

 

実施風景

深 浦 町 

と き： 毎月  第 3日曜日  9：00～17：00まで    

場 所： 深浦町役場 大戸瀬支所 （1階 相談室） 

鰺 ヶ 沢 町 

と き： 毎月  第 4日曜日  9：00～17：00まで  

場 所： 鰺ヶ沢町 中央公民館 （2階 和室） 

参 加 費 

無 料 

※そのかわり、学会等で発表するためのデータの収集をさせていただきます 

 

言語聴覚士は、失語症、言語発達遅滞

(ASD・LD・ADHD等含む)、聴覚障害、

音声障害、構音障害、摂食・嚥下障がい、

高次脳機能障害、吃音、認知症他 社会

性・知能・生活機能等にかかわるコミュ

ニケーション全般を支援し、小児から成

人までの幅広い分野で活躍できるこれ

から最も重要視されているリハビリテー

ションの専門職（保健・医療・福祉の 3領

域を網羅する職種）であり医学に従事す

る治療・支援者です。 

子育てのお悩みを、一緒に

乗り越えていきませんか？ 

おもちゃもいっぱいあるよ 

一斉連絡用 LINE QR コード 

▲登録お願いします▲ 

https://1.bp.blogspot.com/-_xmJtDFzD9g/UzKm3gMartI/AAAAAAAAep4/_pybgGHaKLU/s800/text_otoiawase.png
https://tsukatte.com/wp-content/uploads/2019/09/balloon_ec.png
https://2.bp.blogspot.com/-ZwYKR5Zu28s/U6Qo2qAjsqI/AAAAAAAAhkM/HkbDZEJwvPs/s800/omocha_robot.png
https://3.bp.blogspot.com/-8KWGnllk5-U/UrEgASvnqkI/AAAAAAAAb10/Fu1ic4DHYik/s800/kaiju.png
https://1.bp.blogspot.com/-zlacLfZrbDc/Xj0by9_rWkI/AAAAAAABXMQ/pfcclxbXlDcZM5cQv4DBdgMBWoLWL1WwwCNcBGAsYHQ/s1600/toy_racing_car.png
https://1.bp.blogspot.com/-xiy8xTlQPGI/U6Qo0QBu2bI/AAAAAAAAhjc/ltYQ_cZq9Kg/s800/omocha_ningyou.png


  社会福祉法人 西寿会 
 

公益事業「ふかうら・あじがさわ ことばの教室」 

担    当       言語聴覚士 平沢 一臣 

代 表 電 話      0173－74－4381 

携帯連絡先    080－5222－0110 
 

※一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください 

令和３年度 ふかうら・あじがさわ ことばの教室 年間スケジュール 

深浦会場 

回数 日時 場所（予定） 担当 

1回目 4月１８日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

2回目 5月１６日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

3回目 6月 2０（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

4回目 7月 1８日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

5回目 8月 1５日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

6回目 9月 1９日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

7回目 10月 1７日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

8回目 11月２１日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

9回目 12月１９日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

10回目 1月１６日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

11回目 2月２０日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 

12回目 3月 2０日（日） 9時～17時 深浦町役場大戸瀬支所 相談室 平沢一臣 
 

鯵ヶ沢会場 

回数 日時 場所（予定） 担当 

1回目 4月 2５日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

2回目 5月３０日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

3回目 6月 2７日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

4回目 7月 2５日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

5回目 8月 2２日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

6回目 9月 2６日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

7回目 10月 2４日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

8回目 11月 2８日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

9回目 12月 2６日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

10回目 1月 2３日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

11回目 2月 2７日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

12回目 3月 2７日（日） 9時～17時 鯵ヶ沢町中央公民館２F和室 平沢一臣 

※色のついているところは、予定の週（深浦第３、鯵ヶ沢第 4日曜日）ではない週で開催しています。 

※スケジュール等に変更がある場合は予め、ご連絡させていただきます 

 

～当日のスケジュール～ 
※休憩を 10分挟んで実施しています 

準 備 8:00～9:00 

① 9：00～ 9：40  【1組目】 

② 9：50～10：30  【2組目】 

③10：40～11：20   【3組目】 

④11：30～12：10  【4組目】 

 

昼 休 み 12:10～13:00 

 

⑤13：00～13：40  【5組目】 

⑥13：50～14：30  【6組目】 

⑦14：40～15：20  【7組目】 

⑧15：30～16：10  【8組目】 

⑨16：20～16：50  【相  談】 


