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◆難聴者・中途失聴者の生活講座 

難聴者の読話学習（２） 
日時 １０月１４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 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

内容 難聴者・中途失聴者に向けた読話教室 

   「日常生活の読話を練習しよう」 

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  

ＮＰＯ法人北九州市難聴者・中途失聴者協会 

 FAX/TEL 093-883-3113 

（ただし、電話対応は火曜日のみ可） 

 

◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 10 月 14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 ウェルとばた 84会議室 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 8 階） 

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

からのご相談も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 

 

◆授産品バザー 
日時 10 月 18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、ご来店下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な商品》 

食品（クッキー・パウンドケーキ・キャラメル他） 

木工製品（しゃもじ・バターナイフ・ミニタンス他） 

小物（草木染・アクリルたわし・朱肉・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 232 回障害者地域生活支援研究会 

日時 10 月 19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丁目 7-1） 

テーマ「高次脳機能障害のある人の就労支援を考える 

（仮）」 

対象者 どなたでも参加可能（事前申込不要） 

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 

 

◆ボランティアリーダーのメンタルケア 

楽しさとやる気の心理学 in 八幡西 
日時 10 月 26日（木）10 時～16 時 

会場 八幡西区役所 6階 602 会議室 

   （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ） 

内容 ボランティアリーダーの心のセルフケア、メン

タル、リーダーシップやリーダーに必要なこと

などこれからの活動のために、楽しく学びませ

んか？ 

講師 中島 俊介 氏 
（臨床心理士 北九州市立大学名誉教授） 

対象者 ボランティアグループのリーダー・次期リー

ダー・校（地）区社協役員等 

定員 30 名（申込多数の場合は抽選） 

参加費 700円 

申込 10 月 12日（木）17 時必着 

申込方法 氏名、年齢、性別、住所、電話番号、活動

について（団体名または活動内容、活動歴、

リーダー歴）障害のある方については、障

害名を明記の上、下記へ FAX、郵送、ま

たはお電話で申込ください。 

申込・問合せ先 北九州市社会福祉協議会  

ボランティア・市民活動センター研修課 

担当 宮本・松田 

TEL 093-881-6321 FAX 093-881-6306 

平成 29年 10月 1日発行 

発行 北九州市障害福祉情報センタ- 
 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町 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-ル johocenter@ksvk.jp 
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◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 10 月 22日（日）9 時～12 時 

会場 障害者スポーツセンター アレアス 

   （小倉北区三郎丸 3 丁目 4-1） 

内容 ネットの下を通してバレーボールを打ち合い 

ます。普通のバレーボールとは違う世界を一緒 

に体験してみませんか？ 

対象者 障害のあるなしに関わらず自由に参加ＯＫ 

持参品 体育館シューズ（室内シューズ）、ジャージ 

 など動きやすい服装、軍手、飲み物 

問合せ先 障害者スポーツをひろげようの会  

     携帯 080-1751-0827（担当：谷本） 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 
日時 10 月 26日（木）13 時～16 時      

会場 TOTO 北九州ショールーム 

   （小倉北区中島町 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 

 

◆ザ・チャレンジ 

「障害があっても夢では終わらせない！」 
北九州から世界へ発信！！世界初！障がい者の皆さ

んによるプロ顔負けのマジックショー。 

この公演は「熊本地震・九州北部豪雨の福岡県朝倉市

へのチャリティー」として、収益の一部を寄付すると

ともに、北九州から元気を送るイベントになるよう企

画しております。出演者は、みんな初めての経験に「チ

ャレンジ！！」です。当日は、会場入り口前のスペー

スにて、福祉作業所等の展示販売もあります。 

日時 10 月 28日（土）16 時～18 時（開場 15 時） 

場所 ウェルとばた 大ホール（戸畑区汐井町 1-6） 

問合せ先 主催 みんなの職場研究会 

     ＴＥＬ 090-2712-9875 

     メール magiclive1222@gmail.com 

 

◆東部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①東部障害者福祉会館 文化祭（ふれあい広場） 

日時 10 月 29日（日）10 時～15 時 

内容 年に一度の楽しい文化祭です。発表・展示・模 

擬店・ステージ・バザー・ミニ点字教室・ミニ 

手話教室など。抽選会もあります！！ 

みなさん見にきてください。 

対象者 どなたでも参加自由 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館  

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6・７階） 

 

②年賀状づくり講座（全 3 回） 
日時 11 月 22日、29 日、12 月 6 日 

13 時 30 分～15 時 30 分（毎週水曜日） 

内容 パソコンで年賀状を作ってみませんか？ワー

ドを使って、絵や写真を取り込む方法を習いま

す。 

定員 8 人（抽選） 

申込期間 10 月１７日（火）～11月 8 日（水） 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 6C 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

対象者 各種障害のある人 

参加費 テキスト代として 500 円 

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 に希望催し名、郵便番号、住

所、氏名（ふりがな）、電話番号、手話通

訳・要約筆記など介助必要の有無を記入し

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 

 

◆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 

①入門水泳教室Ⅳ（成人） 
日時 11 月 2日～12月 21 日（毎週木曜日） 

   18 時 30分～19 時 30 分 

対象者 障害者手帳をお持ちの 18歳以上で 15m以

上泳げる方 

②入門水泳教室Ⅳ（児童） 
日時 11 月 5日～12月 24 日（毎週日曜日） 

   9 時 30分～10時 30 分 

対象者 障害者手帳をお持ちの小学生以上～18 歳未

満で 15m 以上泳げる方 

①②の共通事項 

定員 １０名（抽選） 

③アレアスプールなんでも記録会 
日時 10 月 29日（日）9 時 30 分～11時 30 分  

対象者 障害をお持ちで日頃プール活動を行ってい

る方 

定員 50 名 

①～③の共通事項 

会場 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 丁目 4-1） 

申込期間 10 月 1 日（日）～10 月 20日（金） 

申込・問合せ先 

 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 

ＴＥＬ 093-922-0026 

ＦＡＸ 093-922-0041 
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◆第 14 回北九州チャンピオンズカップ 

国際車椅子バスケットボール大会 
北九州市が「バリアのないまちづくり」を進めるた

めの象徴として、今年も北九州チャンピオンズカップ

国際車椅子バスケットボール大会を開催します！ 

「全日本ブロック選抜大会」、「小学生大会」を同時

開催するほか、会場内にはバリアフリースポーツを体

験できる特別ブースを設置します。 

ぜひご来場ください！ 

日時 11 月 10日（金）～12 日（日） 

会場 北九州市立総合体育館 

（北九州市八幡東区八王寺町 4-1） 

入場料 前売券：400円、当日券：500 円 

※高校生以下、障害のある方と介助者 1 人、 

６５歳以上の方は無料 

問合せ先  北九州チャンピオンズカップ国際車椅子 

バスケットボール大会実行委員会 

ＴＥＬ 093-922-1432 

ＦＡＸ 093-922-1434 

 
障がい者スポーツを見る！知る！体験する！楽しい一日！！ 

◆障がい者スポーツフェスタ 2017in 北九州 
障害の有無にかかわらずどなたでも楽しめるイベントです。 

お気軽にご参加ください。 

日時 11 月 12日（日）11 時～16 時 

場所 北九市立総合体育館（八幡東区八王寺町 4-1） 

内容  

★障がい者スポーツの紹介 10 時 50 分～11 時 40 分 

   障がい者スポーツの種類や歴史などを紹介 

★障がい者スポーツ体験会 12 時～14 時 

   ボッチャ、ブラインドサッカー、ツインバスケ、 

   車椅子ソフトボールなどの障がい者スポーツ

にチャレンジしよう！ 

★「国際車椅子バスケットボール大会」決勝戦の観戦 
                  14 時～16 時 

   大迫力の国際車椅子バスケットボール大会 

決勝戦をみんなで応援しよう！ 

参加費 無料 

持参品 運動が出来る服装・シューズ 

※当日は、着替える場所がありません 

申込 10 月 22日（日）まで 

申込方法 氏名、性別、年齢、グループ代表者、また 

は、保護者の連絡先（住所、氏名、電話番

号）、受付結果（参加可否）の連絡先とし

て、メールアドレスかＦＡＸ番号を記入の

上 FAX にてお申込みください。 

※申込は、先着順で受け付けます。 

申込・問合せ先 障がい者スポーツフェスタ 

２０１７ｉｎ北九州実行委員会 

        ＴＥＬ 093-383-2115 

                ＦＡＸ 093-922-0041 

 

 

 

 

◆北九州視覚特別支援学校 

「ふれあいフェスタ文化祭」のご案内 
日時 11 月 3日（金）9 時～15 時 10 分 

場所 福岡県立北九州視覚特別支援学校 

   （八幡東区高見 5 丁目 1-12） 

内容  ふれあいフェスタでは、本校の視覚障がい教育

について、地域の皆さまに広くご理解いただく

とともに、皆さまと交流を深める貴重な機会と

考えています。どうぞ、お気軽にご来場くださ

い。 

    午前の部：本校幼児児童生徒によるステージ発

表（劇、合唱、楽器演奏等） 

     昼 の 部：作品展示、本校幼児児童生徒による

催し、事業所等による販売等 

     午後の部：北九州市・遠賀地区を拠点に活動し

ている一般吹奏楽団コンフォート・

ウィンドアンサンブルによる吹奏楽

演奏 

 ※駐車場の余裕がないため、公共交通機関のご利用

をお願いいたします 

問合せ先 福岡県立北九州視覚特別支援学校（遠藤） 

ＴＥＬ 093-651-5419 

ＦＡＸ 093-651-9095 

 

◆第 37 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 11 月 4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。 

※見学をされてみたい方は事前に御相談ください。 

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 

 

◆視覚障害者生活教室「レンジで簡単料理講座」 
日時 11 月 5日（日）10 時～12 時 

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 電子レンジで簡単においしく調理します。 

対象 視覚に障害のある人 

※初めての方、お一人様でもスタッフがお手伝いしま 

す。安心してご参加ください。 

定員 12 名（先着） 

参加費 材料代として 800 円 

持参品 エプロン・三角巾 

申込期間 10 月 18 日（水）から 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館 

TEL 093-645-1210  FAX 093-645-1601 



 

◆西部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

『ひとみらい交流ウィーク』 
日時 11 月 8日（水）～14 日（火） 

会場 コムシティ・黒崎ひびしんホール・黒崎商店街

エリア 

内容 副都心黒崎のにぎわいづくりを目指すひとみ

らい交流ウィークは今回で 5 回目。コムシティ

内の 11 施設（西部障害者福祉会館含む）が連

携して、文化祭や記念行事、各種セミナーなど

を行います。 

①西部障害者福祉会館文化祭「であい・ゆめ広場」 

日時 11 月 12日（日）10 時～14 時 30分 

内容 障害のある方・関係者・地域の方との交流・ふ

れあいの文化祭です。ステージイベント、作品

展示、体験ワークショップ、マルシェ（手作り

品・飲食販売）、マジックショー、抽選会など。 

対象者 どなたでも参加自由 

②終活セミナー 
日時 11 月 13日（月）13 時 30 分～15 時 30 分 

内容 人生の終わりを考えて行動する終活。そのため

に「今、何を行い、何を大切にすべきなのか」

を学びます。 

   講師 神田 紀久男 氏（上級終活インストラクター） 

対象者 聴覚障害のある方 

定員 30 人（申込多数の場合は抽選） 

①②共通事項 

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） 

申込・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 

 

◆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。 

①北九州市障害福祉ボランティア協会主催 

日時 10 月 4・11・18・25 日（毎週水曜日） 

   ★１０時～１２時 ★１３時～１７時 

会場 北九州市東部障害者福祉会館 研修室 

   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 

②パソボラネット北九州主催 

日時 10 月 15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 研修室 

   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 

 

◆障害福祉サービス事業所「リーシュ」 

フェスタ  2017 
日時 10 月 14日（土）10 時 30 分～14 時 30 分 

会場 リーシュ富士見 

   （小倉南区富士見 1 丁目 5-16） 
内容 あそぶ・ゲームコーナー・ワークショップ 

       ＊流木を使ったマスコット作り 

   かう ・オリジナル雑貨 

・2018 年版リーシュカレンダー 

   たべる・カレーライス・デザート・のみもの 

対象者 どなたでもご参加ください。 

※当日、駐車場はございません。近隣の有料駐車場、 

 または公共の交通機関をご利用ください。 

問合せ先 NPO 法人ねぎぼうずの里 

     ＴＥＬ/ＦＡＸ 093-931-1886 

 

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：原則として、前月の 20 日ま

で（祝日が重なる際などは変更あり） 

 

◎原則として、「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。 

 
北九州市障害福祉情報センター 

〒804-0067 

北九州市戸畑区汐井町 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 
 


