
 

◆ピア・カウンセリング集中講座 

日時 ①１月２８日（土） ④2 月 18日（土） 

   ②２月４日（土）  ⑤２月２５日（土）  

   ③２月１１日（土） ⑥３月４日（土） 

   各 13時～1６時３0 分 

   ※当日の受付は 12 時３0 分より行います。 

   ※全日程参加を原則としています。 

   ※日程が変更になることがあります。 

会場 自立生活センター・エコー 

  （小倉南区下曽根 1 丁目 2-33） 

内容 ピア・カウンセリングは、障害をもつ仲間同士 

   が話を聞き合うことでお互いに気持ちを分か 

   ち合い、本来の力を取り戻していくものです。 

対象者 障害をもつ人で、ピア・カウンセリングに 

    興味のある人 

定員 6 名 ※定員を超えた応募があった場合、 

       選考とさせていただきます。 

参加費 3,000 円※介助者はご自分でお連れ下さい。 

          難しい場合はご相談ください。 

申込方法 所定の申込用紙（下記にお問い合わせくだ 

     さい）に記入の上､郵便・FAX・メールで  

     お申し込みください。 

申込締切り １月２０日 （金）  

申込・問合せ先 

 自立生活センター・エコー（担当 児玉） 

 TEL 093-982-2993 FAX 093-982-1131 

 Mail cil-echo@crv.bbiq.jp 

 

◆第 3２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 １月１４日（土） 10 時～12 時       

会場 ウェルとばた８階 ８４会議室 

  （戸畑区汐井町 1-6）TEL 093-871-7200  

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 

 小倉北区下到津 5 丁目 1-35 倉重クリニック内  

 TEL093-582-1063 FAX093-582-1064 

 

 

 

◆障害のある人への  

 パソコンサポーターを募集  

【事前説明会】 

日時 1 月 28日（土）10 時～12 時 

 ※養成講座を受講希望者は、必ずご出席ください。 

 ※講座は 2 月２日～3 月４日の 

  おおむね毎週木・土曜日（全９回） 

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） 

内容 障害のある人への IT 支援者を養成します 

対象者 パソコンの基本操作ができる人 

問合せ先 

 （公社）北九州市障害福祉ボランティア協会 

 戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階 

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

 

◆平成 29 年度 小倉聴覚特別支援学校 

        ＜幼稚部＞入学者募集案内 

募集期間 2 月 1 日（水）～2 月 8日（水） 

     9時～16時（締切日2月8日は正午まで） 

手続き方法 本校所定の入学願書に必要事項を記入 

      し、募集期間内に本校に提出して下さい。 

      ※入学願書は本校に用意してあります。 

       本校ホームページからダウンロード 

       することもできます。 

志願資格  

 ①聴覚に障害のある幼児。両耳の聴力レベルがおお 

  むね６０デシベル以上の者のうち、補聴器等の使  

  用によっても通常の話声を解することが不可能、 

  又は著しく困難な程度の者。 

     ②本県に在住し、平成２５年４月２日から平成２６ 

     年４月１日までに生まれた者。ただし平成２３年 

     ４月２日から平成２５年４月１日までに生まれた 

     者の編入学についても受け入れています。 

入学者選考日 ２月１７日（金） 

      ・受付 ９時３０分～９時５０分   

      ・検査 １０時～ 

合格者発表日 ３月２日（木）  

問合せ先 福岡県立小倉聴覚特別支援学校  

              担当  森脇 知好                      

 TEL 093-921-3600 FAX 093-931-9904 
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◆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。 

その他インターネットの体験・パソコンのトラブル等。 

 ※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日時 １月１１日・１８日・２５日 

    13時～17 時（毎週水曜日） 

 会場 北九州市立東部障害者福祉会館 6階研修室 

    （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた内） 

 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日時 １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 

 問合せ先 パソボラネット北九州 

      TEL 070-5690-4803 

 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 １月８日（日）、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 3-4-1） 

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？ 

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） 

 

◆授産品バザー開催 

日時 1 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 障害のあるかたが、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 

 

◆平成２８年度 障害者差別解消法推進事業  

 講演会『知ろう！考えよう！障害のこと』 

日時 ２月３日（金）１８時３０分～２０時３０分 

会場 北九州市立商工貿易会館２階 多目的ホール 

   （小倉北区古船場町１－３５） 

内容 ①基調講演「障害と障害者差別解消法について」 

       講演者 野澤 和弘 氏 

  （毎日新聞論説員、内閣府障害者施策委員会委員） 

 ②対談       野澤先生 

            × 

    『障害者のリアルに迫る』東大ゼミ生 

障害者差別解消法を理解するとともに、東京大学

で障害者をゲスト講師として開講された「『障害

者のリアルに迫る』東大ゼミ」教官の野澤先生と

受講した東大生達との対談を通して、「障害」を

知るということ、「障害」について考えるという

こと、“共に生きる”ということを学びます。 

定員 １５０名 

申込み方法 電話または FAX にて事前申込み要。 

      手話通訳・要約筆記あり。点字資料の必 

      要な方は、準備のため１月２７日（金） 

      までにお申し込み下さい。 

問合せ先  保健福祉局障害福祉企画課 

     （障害者差別解消相談コーナー） 

     TEL 093-582-5515 

     FAX 093-582-5516 

 

◆第 223 回障害者地域生活支援研究会 

日時 1 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 1-7-1） 

対象者 どなたでも参加可能です。 

テーマ 「見え方について」 

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 

 

◆よろず!! 

日時 1 月 2０日（金）18 時～20 時 

会場 NPO 法人自立生活センターぶるーむ事務所内 

   （小倉北区竪町 2 丁目 1-5 竪町ビル 1Ｆ） 

内容 いつものようにおしゃべりあり、歌あり、    

       笑いあり、一芸あり・・・何でもアリの交流会。 

       障害があってもなくても大歓迎！ 

       アルコール、その他の持込は何でも自由です。 

 なお食事の準備などのため、事前にお知らせ 

       いただけると助かります。 

参加費 500円程度 

問合せ先 自立生活センターぶるーむ   

 TEL 093-562-5431 FAX 093-583-3257      

              （担当：高園・佐藤）  

 



■西部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

◆①視覚障害のある人の 

 外出支援ボランティア体験講座 

日時 1 月２９日（日）10 時～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 視覚障害のある人の外出支援について、当事

者・支援者の人の話や実技を通して学び、ボラ

ンティア活動のきっかけを提供します。 

対象者 高校生以上で、視覚障害の支援に関心があり、 

    ボランティア活動に参加したい人 

参加費 500円（資料・食事・保険代含む） 

定員 ２０人（抽選） 

申込期間 1 月 2２日（日）まで 

 

◆②パワーポイント入門講座（全４回） 

日時 ２月１８日（土）～３月１１日（土） 

   毎週土曜日 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 会議や発表で使用するスライドショーや資料 

   作成等、便利な機能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、パソコン操作の基本操作 

    のできる人 

参加費 テキスト代として 1,000 円 

定員 ８人（抽選） 

申込期間 ２月５日（日）まで 

 

※各イベント・講座のお申し込みはこちらまで 

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 

 

◆「難聴者・中途失聴者の手話教室 ７」 

手話で「世界にひとつだけの花♪」を歌おう！ 

日時 １月 21 日（土）１３時～１５時 

会場 ウェルとばた６階 音楽室 

   （戸畑区汐井町１－６） 

講師 香田小茅・宮崎洋子 

内容 手話で歌を覚えて、手話に親しみ、生活を豊か

にしましょう。仲間同士で、楽しく手話ができ

るように学びましょう。 

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 北九州市難聴者・中途失聴者協会 

 FAX 093-883-3113 

（TEL も同じ、電話は火曜日のみ対応可能） 

 

◆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- 

①レベルアップ水泳教室（成人） 

日時 ２月２日～２月 2３日 

   （毎週木曜日）19 時 30 分～20時 30分  

会場 障害者スポーツセンターアレアス プール 

   （小倉北区三郎丸 3-4-1） 

定員 10 名（抽選） 

対象者 障害者手帳をお持ちの 18 歳以上で 

    15ｍ以上泳げる人 

 

②レベルアップ水泳教室（児童） 

日時 ２月４日（土）、１８日（土） 

   第１・３土曜日 9 時 30 分～10時 30分  

定員 10 名（抽選） 

対象者 障害者手帳をお持ちの小学生以上～ 

       18 歳未満で 15ｍ以上泳げる人 

 

（①・②共通事項） 

参加費  無料 

募集期間 1 月 1 日（日）～1 月 20日（金） 

 

○アレアス主催の大会 

③小学生ふうせんバレーボール大会 

日時 1 月 22日（日） 

   10 時（開会式）～14 時 30 分  

会場 北九州市立総合体育館 

   （八幡東区八王寺町４－１） 

内容 市内小学生32チームが参加するふうせんバレ 

   ーボール大会です。小学生達の頑張る姿をどう 

   ぞご観戦ください。 

入場料 どなたでも無料 

 

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 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 

日時 1 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 2-1-1） 

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 

 

mailto:sekisonkitakyu@yahoo.co.jp


◆こどもサポート教室『きらり』 

 発達・学習支援無料体験会  

日時 1 月 6日（金）10 時～16 時  

会場 こどもサポート教室「きらり」＜小倉北校＞ 

（小倉北区香春口2丁目2-16ラフィーネ小倉205） 

内容 児童発達支援・放課後等デイサービス『きらり』 

   にて、個別療育・学習支援の無料体験会を行い 

   ます。（1 名 30～40 分程度）参加ご希望の方 

   はお電話にてお申し込みください。保護者様の 

   みのご相談も受け付けておりますのでお気軽 

   にご連絡ください。 

問合せ先  

 こどもサポート教室「きらり」＜小倉北校＞ 

  受付時間（火～土）10 時～19 時 

  TEL・FAX 093-967-2304  

  E-mail kirari.kokurakita@kurazemi.co.jp 

 

◆「難聴者・中途失聴者の生活教室」  

 難聴者を支援する最新機器について  

日時 １月７日（土）１３時～１５時 

会場 ウェルとばた６階 研修室６A 

   （戸畑区汐井町 1-6） 

講師 （株）ジョイントベンチャーズ 

             下村 将人 様 

NPO 法人 北九州市難聴者・中途失聴者協会 

             理事長 神矢 徹石 

内容 難聴者の生活を支援する現在の最新機器につ

いての講演をします。  

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 北九州市難聴者・中途失聴者協会 

 FAX 093-883-3113 

（TEL も同じ、電話は火曜日のみ対応可能） 

 

■東部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

◆①「寝たきりにならないための筋力トレー  

ニング講座②」（視覚障害者生活教室） 

日時 １月２９日（日）１０時～1２時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室６AB 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階）  

内容 私たち、視覚障害者はものにつまづいたり段差  

   をふみはずしたりと、突如身体を防御しないと   

   いけない状況におかれます。そのためにも日々 

   筋力をおとさないようなトレーニングを学 

   習し実践したいと思います。 

対象者 視覚に障害のある人 

持参品 運動のしやすい服装、飲み物、タオル 

参加費 無料 

定員 1５人（先着） 

申込期間 1 月４日（水）～ 

 

 

◆②「木工体験教室」（視覚障害者生活教室） 

日時 1 月２９日（日）10 時 30 分～12 時 30 分  

会場 福岡県立 北九州視覚特別支援学校 技術室 

   （八幡東区高見５丁目１-１２） 

内容 木工具の使い方を学びながら、生活に役立つ小 

   物を作ります。 

対象者 視覚に障害のある人 

定員 ８人（先着） 

参加費 材料費として５００円 

申込受付 1 月４日（水）～ 

 

◆③「お得意料理教室」（視覚障害者生活教室） 

日時 ２月５日（日）１0 時～13 時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館７階 調理室 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた内）  

内容 視覚障害者が簡単にできるお得意料理をお互 

   いに紹介し合います。 

対象者 視覚に障害のある人 

参加費 材料費として 800 円 

持参品 エプロン・三角巾 

定員 １３人（先着） 

申込受付 1 月 1８日（水）～ 

 

※各講座のお申し込みはこちらまで 

申込方法 電話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 

 

◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 ①１月７日（土） １４時～１６時 

   ②１月１４日（土）１４時～１６時 

   ③１月２１日（土）１４時～１６時 

会場 ①LITALICO ワークス北九州 

    （戸畑区中本町８-１４FARO 

              戸畑駅前ビル 404） 

   ②ウェルとばた 8 階 83 会議室 

    （戸畑区汐井町 1-6） 

   ③MOYAI 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）） 

内容 障害のある人の就職に関する相談、就労支援サ 

   ービスの利用相談、LITALICO ワークスのサー 

   ビス案内など、ご希望の内容に合わせてお応え 

   します。お気軽にご参加ください。 

参加費 無料 

対象者 各種障害のある人 

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 

 

 

mailto:kirari.kokurakita@kurazemi.co.jp
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