
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆障害者向けパソコン相談会 

障害に応じたパソコンの設定、及び操作についてサポ

ートします。※ノートパソコン等の持ち込み可能です。

取扱説明書があればご持参下さい。 

★北九州市パソコンサポーター主催★ 

日時 ５月１０・１７・２４・３１日（毎週水曜日） 

   ①10時～12 時 ②13 時～17時 

会場 北九州市障害福祉ボランティア協会内 

   ウェルとばた 6階（戸畑区汐井町 1-6） 

問合せ先 北九州市障害福祉ボランティア協会 

 TEL 093-882-6770 FAX 093-882-6771 

 

★パソボラネット北九州主催★ 

日時 ５月２１日（日）10 時～12 時 

   （毎月第 3日曜日） 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 

   ウェルとばた 6階（戸畑区汐井町 1-6） 

問合せ先 パソボラネット北九州 

     TEL 070-5690-4803 

 

◆第 1８回 自閉症研修会 
自閉症の人が安心して暮らせる支援を考える 

       ～ICT 活用の可能性も考えて～ 
日時 6 月 2５日（日）  

   13 時～16 時（12 時 30 分開場） 

会場 ウェルとばた 2階多目的ホール 

   （北九州市戸畑区汐井町 1-6） 

内容 自閉症の人たちのコミュニケーション力を  

   育てるために ICT 機器等のツールを用いた 

   視覚的な支援の仕方を学ぶ研修会です。 

   スマホやタブレットがあればご持参ください。 

講師 坂井 聡 氏（香川大学教育学部 教授） 

参加費 一般 500円 会員・賛助会員 無料 

定員 160 名（先着） 

申込方法 ①第 1８回自閉症研修会参加希望 

 ②氏名（ふりがな）（全員分）③所属 ④連絡先を 

 明記のうえ下記アドレスにメールをお送り下さい。 

 （メール不可の場合は電話・FAX でも可） 

問合せ先 北九州市自閉症児者の未来を考える会 

 E メール kitakyuumirai2016@gmail.com 

 電話 080-5273-5704 

 FAX 093－653－3387 

 

 

 

 

 

 

 
◆第 3４回アヴァンセ定例懇話会 

テーマ『家族（当事者）は話したい、聞きたい』 

日時 ５月１３日（土） 10 時～12 時       

会場 ウェルとばた１２階 １２１会議室 

   （戸畑区汐井町 1-6）  

内容 アヴァンセは「精神障害者が普通に街中で暮ら  

   せる」ことを願い、ご家族からの日頃の思いや  

   疑問に対して関係者がそれぞれの立場と経験 

   から応える形の意見交換会を開催します。 

参加費 100円（飲み物は各自ご用意下さい！） 

問合せ先 アヴァンセ北九州事務局  

     TEL 093-582-1063 

 
◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 ①５月１３日（土） 14 時～16 時 

   ②５月２０日（土） 14 時～16 時 

   ③５月 2７日（土） 14 時～16 時 

   ※ご都合が悪い場合は別日程も調整可能です。 

    お気軽にお問合せください。 
会場 ①MOYAI ステーション 96cafe（八幡西区 

    黒崎 2 丁目 8-7（黒崎駅より徒歩 8 分）） 

   ②ウェルとばた 8 階 8２会議室 

          （戸畑区汐井町 1-6） 

   ③LITALICO ワークス北九州（戸畑区中本町 

    8-14FARO 戸畑駅前ビル 404） 

内容 LITALICO ワークス北九州は、そのひとりの 

  「働きたい」をサポートします。 就職活動の不安 

  や相談、働くうえでのお困りごとなどお気軽にご 

  相談ください。ご本人だけでなく、ご家族からの 

  ご相談受け付けております。 
参加費 無料 

対象者 各種障害のある人またはその家族 

   （手帳の有無は問いません） 

問合せ先 障害福祉サービス 就労移行支援事業所 

     LITALICO ワークス北九州 

      TEL 0120-951-712 

      Mail：works@litalico.jp 

      URL：https://works.litalico.jp 
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★毎月 20日までに情報をいただきますと、翌月 

1日発行の「いべんとアラカルト」に掲載します。 

※紙面の都合上、ご希望に沿えない場合もあります。 

北九州市障害福祉情報センター 検索
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◆ある視覚障がい者による生き方講演会 

（定例交流会 in 北九州） 

日時 ５月１４日（日）１３時～１６時  

場所 北九州市立西部障害者福祉会館 

  （八幡西区黒崎 3丁目 15-3  

         コムシティ５階 ５０３会議室） 

講演者 野田 康文 先生 

   （福岡大学非常勤講師 文学博士） 

テーマ 私のRP体験記 ひとりで生きるということ 

内容 今回は私たち視覚障がい者の仲間でもあり、Ｊ 

   ＲＰＳ福岡の会員でもある野田康文先生をお 

   招きし、視覚障がい者の大きな課題でもある就 

   労や結婚について体験談を交えながら講演し 

   て頂きます。悩み苦しみながらも不屈の精神で 

   乗り越えてこられた先生の生き方に学びたい 

   と思っています。参加自由です。多くの視覚障 

   がい者の仲間や家族の参加をお待ちしており 

   ます。 

参加費 無料 

問合せ先 ＪＲＰＳ福岡 三小田（さんこだ） 

     （日本網膜色素変性症協会）  

     （携帯 090-9562-2768） 

 

◆授産品バザー開催 

日時 ５月１７日（水）10 時 30 分～15 時 30 分     

  （毎月第 3 水曜日開催） 

会場 ドルフィン折尾（八幡西区折尾 1 丁目 13-2）   

            （ひびき信用金庫向い） 

内容 障害のある方が、ひとつひとつ丁寧に心を 

   込めて製作した商品を販売します。やさしさ・    

   あたたかさが伝わってきます。是非、ご来店く  

   ださい。 

《主な商品》 

 食品（クッキー・パウンドケーキ 

         ・シフォンケーキ・キャラメル） 

 木工製品（しゃもじ・バターナイフ       

           ・ミニタンス・森の妖精たち） 

 小物（草木染・アクリルたわし・朱肉 

             ・点字のポチ袋・その他） 

  ※11 時ごろ、『焼きたてのパン』が届きます。 

問合せ先 学園＆地域ネットワーク 

    （障害者施設と地域の交流架け橋事業） 

     TEL 090-2710-6810（マキタ） 

     FAX 093-691-0686 

 

 

 

◆第 227 回障害者地域生活支援研究会 

日時 ５月１８日（木）18 時 30 分～ 

会場 総合保健福祉センターアシスト 21 2階講堂 

    （小倉北区馬借 1-7-1） 

対象者 どなたでも参加可能です。 

テーマ 「未定」 

参加費 無料 

問合せ先 北九州市障害者基幹相談支援センター 

      TEL 093-861-3045 

      FAX 093-861-3095 

 

◆高次脳機能障害を考えてみませんか？ 

日時 ５月２３日（火）１０時～１２時 

会場 総合保健福祉センター（アシスト２１） 

   5 階認知症カフェ（小倉北区馬借１丁目７−１） 

内容 一緒に困った事やこれからのことなど話して 

   みませんか？高次脳機能障害について関心の 

   ある方ならどなたでも参加されて下さい！ 

参加費 無料 

申込期間 前日までにご連絡頂ければ有り難いです 

問合せ先 「高次脳機能障害を考える会 虹」 

      代表 石井 朱實 

      携帯 090-37３9-6453 

        （１８時以降にお願致します） 

 

◆～犬とのふれあいが心をはぐくむ～ 

 ドッグセラピーで豊かな社会へ  

日時 5 月 25日（木）18 時 30 分～20 時 

会場 市民活動サポートセンター 

  （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 3 階） 

内容 犬とのふれあいを通し、心を癒すドッグセラピ  

   ー。命の大切さを伝える活動から高齢者施設で 

   の「セラピー活動や」「障がい者就労支援」へ 

   と、広がる団体の活動をお話しいただきます。 

   セラピー犬も来館予定です！ 

発表者 NPO 法人 ドッグセラピージャパン 

     代表理事  野田 玖仁子 氏 

定員 20 名（定員になり次第、受付終了） 

参加費 無料 

問合せ先 北九州市市民活動サポートセンター 

      TEL 093-645-3101 

      FAX 093-645-3102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 

日時 ５月２５日（木）13 時～16 時  

会場 TOTO 北九州ショールーム 

   （小倉北区中島 2 丁目 1-1） 

内容 脊髄損傷者及び障害者（児）・ご家族の色々な 

   悩み、相談を先輩・仲間がお聞きします。 

   一緒に考えましょう。 

問合せ先 福岡県脊髄損傷者連合会北九州支部 

               事務局 白川 長廣 

     TEL・FAX 093-693-9207 

     携帯      090-6895-4340  

     E-mail sekisonkitakyu@yahoo.co.jp 

 

◆難聴者・中途失聴者のための手話① 

日時 5 月 2７日（土）13 時～15 時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 

研修室６Ａ（ウェルとばた 6 階）  

（戸畑区汐井町１-６） 

内容 中途失聴者・難聴者へ向けた手話教室の第１回

目です。本年は手話テキストをもとに開催しま

す。 

対象者 難聴者・中途失聴者と、その関係者 

参加費 無料 

問合せ先 特定非営利活動法人  

     北九州市難聴者・中途失聴者協会 

     FAX  093-883-3113 

     （TEL も同じ、電話対応は火曜日のみ可）  

◆西部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①スイーツ教室（全 5 回） 

日時 ５月２７日（土）～10 月 28 日（土） 

   毎月第 4 土曜日（9 月休み） 

   13 時 30分～15 時 30 分  

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 

  （八幡西区黒崎 3丁目 15-3 コムシティ５階） 

内容 お菓子やケーキ作りなどを基本から学びます。 

   講師：北村 眞知子 氏 

   （国際薬膳調理師・フードコーディネーター） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

参加費 2,500円（材料代・全 5回分） 

定員 １５人（抽選） 

申込期間 ５月１日（月）～5 月 15 日（月） 

 

②コーラス教室 ～楽しく歌おう～（全3回） 

日時 ６月１日、15 日、29 日（隔週木曜日） 

   １３時 30 分～1５時 30 分 

会場 北九州市立西部障害者福祉会館   

内容 発声の仕方などちょっとしたコツを学び、童謡 

   唱歌や希望の歌を、皆で一緒に歌います。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

参加費 無料 

定員 ２０人（抽選） 

申込期間 ５月１日（月）～5 月 2５日（木） 

③基礎から学ぶ！パソコン入門講座（全４回） 

日時 ６月７日（水）～７月５日（水） 

   おおむね毎週水曜日（6 月 21 日は休み） 

   13 時 30分～15 時 30 分  

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 

内容 初めての方や一から学び直したい方を対象に、

電源の入れ方からキーボード操作の仕方など

を基礎から学びます。（Windows7対応） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人で、 

    画面確認ができる人 

参加費 1,000円（テキスト代・全 5 回分） 

定員 ４人（抽選） 

申込期間 ５月１日（月）～5 月２８日（日） 

 

④絵手紙教室（全５回） 

日時 ６月２１日（水）～１１月１５日（水） 

   毎月第 3 水曜日（８月は休み） 

   13 時 30分～15 時 30 分  

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 

内容 季節の草花や果物などの絵手紙を作ります。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

参加費 ５００円（材料代・全 5 回分） 

定員 １５人（抽選） 

申込期間 ５月１５日（月）～６月１０日（土） 

 
※各イベント・講座の申し込み・問合せ先 

申込方法 電話にてお申込みください。 

     聴覚障害のある人は FAX に氏名、連絡先、

手話通訳・要約筆記など介助必要の有無 

などを記入してお申込みください。 

問合せ先 北九州市立西部障害者福祉会館 

     TEL 093-645-1300  

     FAX 093-645-1600 

 

■東部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

◆アイシングクッキーデコレーション教室 

日時 ６月 4 日（日）１３時 30 分～1５時 30 分 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 調理室 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 7 階）  

内容 クッキーをアイシングシュガーでかわいくデ 

   コレーションして楽しみます！！ 

対象者 各種障害のある人 

参加費 500円（材料代） 

持ち物 エプロン・ハンドタオル 

定員 ８人（抽選） 

申込期間 ５月６日（土）～５月１９日（金） 

申込方法 電話・FAX にてお申込みください。 

問合せ先 北九州市立東部障害者福祉会館 

      TEL 093-883-5550  

      FAX 093-883-5551 

 

mailto:sekisonkitakyu@yahoo.co.jp


◆渡辺知子一座コンサート 
～生命が光る 決して決して決してあきらめない～  

日時 5 月 28日（日） 

   16 時開演（開場 15 時 20 分） 

会場 ウェルとばた 3階 大ホール 

   （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 昨年の熊本地震をふまえ、生命（いのち）の尊 

   さを伝えるために今回自主コンサートを開催 

   します。皆さんぜひ観に来てください！！ 

出演者 ・渡辺 知子 

     （キーボード・トーク・ボーカル・太鼓） 

    ・橋本 たかし 

     （オカリナ・フルート・ボーカル） 

    ・盛迫 ひろし（ドラム・パーカッション） 

    ・LENCON（ボーカル・締め太鼓・手話） 

    ・畑間 英一（司会） 

    ・太鼓組・生きる 

    ・地球防衛隊バンブー 

     （パーカッション・太鼓・手話） 

    ・音もだちクラブ手話隊 

    ・太陽パン手話隊 

鑑賞代 前売り券 2,500 円 

    当日券  3,000 円 

    -チケットのお求めは- 

     ウェルとばた２階 総合案内所 

     小倉井筒屋新館 8 階プレイガイド にて 

問合せ先 TEL 090-1977-8882（担当：橋本） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆北九州市障害者スポーツセンター 

     「アレアス」主催のスポーツ教室 

○アレアスのプールで実施される教室 

・レベルアップ水泳教室（成人） 

  日時 ６月 2日～６月 3０日（毎週金曜日） 

     １８時３０分～１９時３０分  

  定員 15 名（毎月抽選） 

  対象者 各種障害者手帳をお持ちの高校生以上 

      で１５ｍ以上泳げる方 

 

・レベルアップ水泳教室（児童） 

  日時 ６月３日、1７日（第１・第３土曜日） 

     １１時～１２時  

  定員 10 名（毎月抽選） 

  対象者 各種障害者帳をお持ちの小学生以上 

      １８歳未満で１５ｍ以上泳げる方 

 
申込み期間 （各教室共通） 

       ５月 1 日（月）～５月２０日（土）   

       ※詳細はお電話でお問合せ下さい 

問合せ先 

 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 

         （小倉北区三郎丸 3-4-1） 

 TEL 093-922-0026 FAX 093-922-0041 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

障障障害害害福福福祉祉祉イイイベベベンンントトト情情情報報報「「「いいいべべべんんんとととアアアラララカカカルルルトトト」」」へへへののの掲掲掲載載載にににつつついいいててて   
  

「「いいべべんんととアアララカカルルトト」」でではは、、みみななささんんかかららおお寄寄せせいいたただだいいたた  

障障害害福福祉祉にに関関すするるイイベベンントト、、講講座座、、講講演演会会ななどどのの情情報報をを掲掲載載ししてていいまますす。。  
  

◎「いべんとアラカルト」は、障害者団体、個人、市内特別支援学校や支援学級、 

 社会福祉協議会、市（区）役所窓口、市内障害者関係機関などへ毎月 1 日に郵送・

配布しています。 

 ◎発行部数：1000 部 

 ◎その他に、「障害福祉情報センター」のホームページやメールでの定期購読者へも 

  配信しています。 

◎情報掲載締切：原則、前月の 20 日まで（祝日が重なる際などは変更あり） 

◎原則、「障害福祉」に特化したイベントや講座などを掲載しています。 

 それ以外の情報などは当センターの掲載基準に則り、対応させていただきます。 

 

掲載ご希望の方は、下記アドレスへお知らせください。  

  

  

  

  

   

※こんな情報は掲載できるの？ 

※今後も定期的に掲載してほしい。 

※講座のチラシを置いてほしい。等  

 ご不明な点はご相談下さい！！ 
 

 北九州市障害福祉情報センター   

 〒804-0067  

  戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階 

公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア協会内 

  TEL(093)882‐7721 ／ FAX（093)882‐6771 

    E メール johocenter@ksvk.jp 

    情報センターホームページ http://www. ksjc.jp 


