
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 20 回 JRPS 福岡定期総会＆  

 設立２０周年記念  

  第 18 回網膜色素変性症患者のつどい  
日時 6 月４日（日）13 時～16 時 

会場 福岡市市民福祉プラザ「ふくふくプラザ」 

   １階ふくふくホール 

（福岡市中央区荒戸３－３－３９） 
内容【第１部】設立２０周年記念式典 

  【第２部】会員による記念アトラクション 

  【第３部】設立記念講演会 

  演題 「網膜色素変性の治療法開発を目指して」 

参加費 無料 

  講師 池田康博先生（九州大学病院眼科准教授） 

★終了後別会場にて懇親会を予定しております。 

問合せ先 松延太郎 携帯 090-5742-6126 

 

◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 ①６月１０日（土） 14 時～16 時 

   ②６月１７日（土） 14 時～16 時 

   ③６月２４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 ①②ウェルとばた 8 階 8２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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 ６月１１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） 

 

◆第 2２８回障害者地域生活支援研究会 

日時 ６月１５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） 

テーマ 「意思決定支援について（仮）」 

対象者 どなたでも参加可能です。 

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 6 月 1６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 ＮＰＯ法人自立生活センター ぶるーむ 

（担当：高園・佐藤） 

     TEL 093-562-5431 

     FAX 093-583-3257 

     E メール cil-bloom@nifty.com 
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◆授産品バザー開催 
日時 ６月２１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 

         ・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 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 

日時 ６月２２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 

 

◆第 9 回小倉南区ボランティアフェスタ 

★ボランティアと地域・施設の連携で 

『みんなが安心して暮らせる支えあいの  

まちづくり！』★ 

日時 パネル展示 6 月 28 日（水）～7 月 2 日（日） 

               9 時～17 時 

   チャリティー公演 7 月 2 日（日）  

              13 時～15 時 30 分 

会場 小倉南生涯学習センター  

   2 階展示コーナー、4 階大ホール 

   （小倉南区若園 5-1-5）※小倉南区役所横 

内容 パネル展示でのボランティア活動紹介と 

   特技ボランティアによるチャリティー公演 

対象者 どなたでも。（参加無料） 

問合せ先  

小倉南区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター 

TEL 093-951-5220  FAX 093-951-5391 

◆第 3５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 ７月１日（土） 10 時～12 時       

会場 総合保健福祉センター5 階 

認知症支援・介護予防センター研修室 

     （小倉北区馬借 1－７－１） 

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 

 
 

 

◆北九州市役所本庁舎 1 階に 

「ぬくもりルーム」がオープン！ 

 

平成 29 年 5 月 10 日（水）より、北九州市役

所本庁舎 1 階に「ぬくもりルーム」がオープンし

ました。 

「ぬくもりルーム」は、障害のある人への理解、

障害のある人の経済的自立や社会参加の促進を

図り、共生のまちづくりに寄与することを目的と

しており、 

①かがやきアートギャラリー 

（障害のある方のアート作品を常設展示） 

②北九州共同受注センター 

（障害者就労施設への業務発注等の相談窓口） 

③障害者就労施設物品常設 PR ボックス 

（障害者就労施設で製作された物品の PR・販売）

の 3 つのブースで構成されています。 

  皆様の御来場、お待ちしております。 

 

 場所：北九州市役所本庁舎 1 階北口 

      （北九州市小倉北区城内 1 番 1 号） 

 開設時間：9 時 30 分～17 時 

（土日祝日を除く） 

 

【詳細・問い合わせ】 

①について、保健福祉局障害者支援課へ 

（TEL：093-582-2424） 

②③について、保健福祉局障害者就労支援室へ

（TEL：093-582-2986） 

 

 

 

 

北九州市からのお知らせ 



障害福祉いべんとアラカルトは 
パソコンでも読めます！ 

1 ホームページ 
 アドレスは、http://www.ksjc.jp/ です。  
 なお、この紙面をホームページ内でダウンロード 
 することも可能です。 
  
 
2 電子メール(無料) 
ご希望の方は、「いべんとアラカルト希望」と明記のう
え、情報センターのアドレス 

 johocenter@ksvk.jp 
まで、メールをお送りください。 
 
 

 
 

◆東部障害者福祉会館の講座 
①パラリンピック種目 ボッチャ体験 

日時 6 月 18 日（日）１４時～１６時 

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３－４－１） 

内容 ボッチャで交流を深めましょう 

   ※障害がある人もない人もＯＫです。 

対象者 各種障害のある・市民 

定員  ２０人（抽選） 

参加費 無料 

持参品 ハンドタオル 飲み物 

申込期間 ５月１７日（水）～６月７日（水） 

 

②切り絵教室（全５回） 

日時 ７月１日、8 月５日、9 月２日、 

   10 月７日、11 月４日（毎月第 1 土曜日） 

   １３時３０分～１５時３０分 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室６Ｃ 

   （戸畑区汐井町１－６ ウェルとばた６階） 

内容 初めての方も大歓迎！カッターで楽しく切り

絵を楽しみましょう。作品は、会館文化祭 

「ふれあい広場」で展示します。 

対象者 各種障害のある人 

定員 １５人（抽選） 

参加費 材料代として 1,000 円 

申込期間 ６月３日（土）～６月２１日（水） 

 

③ワンプレートランチ教室 
日時 7 月 6 日、8 月 3 日、9 月 7 日 

（毎月第 1 木曜日）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 ワンプレートランチで「おうちカフェ」を 

   楽しみませんか？食事系パンケーキ・ 

ケークサレ・パングラタンの予定です。 

対象者 各種障害のある人 

定員 １０人（抽選） 

参加費 材料代として 2,100 円（3 回分） 

申込期間 ６月３日（土）～６月２２日（木） 

 

④ボランティア入門講座 ①② 
街で困っている人に出会ったら私たちにできること 

日時 ①7 月 15 日（土）、②7 月 16 日（日） 

   13 時～15 時（どちらか１日でも受講可） 

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 ①は視覚障害者の駅での転落事故を防止する

ために、何が必要かを考え、視覚のガイド（手

引き）方法を学習します。②は知的発達障害

児・者への対応と車いす介助方法を学習します。 

対象者 高校生以上 

定員 ２０人（先着） 

参加費 無料 

申込期間 ６月３日（土）から 

※東部障害者福祉会館の 

①～④の講座のお申込みはこちらまで 

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 に希望催し名、

郵便番号、住所、氏名（ふりがなも）、年

齢（学生は学年も）、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 

 

◆平成 29 年度北九州市盲ろう者通訳・ 

          ガイドヘルパー養成講座 
日時 7 月 2０日～11 月 9 日 

（毎週木曜日 ※8 月 10 日を除く全 16 回） 

おおむね 14 時～16 時 

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①盲ろう者の現状や接し方についての理解 

    ②盲ろう者の通訳・移動介助に関する 

基本動作の知識と技法についての理解 

対象者 北九州市に在住・在勤・在学する 20 歳 

     以上の方で手話・点訳・音訳・要約筆記・ 

ガイドヘルプ・介助等の支援活動に従事 

     している方または、盲ろう者福祉に理解と 

     熱意がある方。 

参加費 無料 

申込方法 所定の申込者に必要な事項を記入し、 

下記へ郵送・持参又はＦＡＸして下さい。

申込書は、6 月 12 日（月）以降に各区 

高齢者・障害者相談コーナー及び東部・ 

西部障害者福祉会館にあります。 

申込期間 6 月 30 日（金）まで（消印有効） 

申込・問合せ先 

    北九州市立聴覚障害者情報センター 

     TEL 093-645-1216 

FAX 093-645-3335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆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 
○アレアス主催のイベント 

・アレアスプールなんでも記録会 

  日時 ７月 2 日（日） ９時３０分～１２時  

  定員 ５０名 

対象者 障害をお持ちで日頃プール活動を 

    行っている方 

 

○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 ７月７日～７月２８日までの毎週金曜日 

      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 18 歳以上 

      で１５ｍ以上泳げる方 

 

・レベルアップ水泳教室（児童） 

  日時 ７月１日（土）、１５日（土）、２９日（土） 

     １１時～１２時  

  定員 10 名（毎月抽選） 

  対象者 各種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 

 

・入門水泳教室Ⅱ(成人) 

  日時 ７月６日～８月 2４日までの毎週木曜日 

     １８時３０分～1９時３０分    

  定員 10 名（毎月抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの１８歳 

以上の方 

 

・入門水泳教室Ⅱ(児童) 

  日時 ７月１６日～８月２７日（毎週日曜日） 

     ９時３０分～１０時３０分  

  定員 10 名（毎月抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの４歳以上～

１８歳未満の方 

 

会場 （各教室共通） 

   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） 

申込み期間 （各教室共通） 

       ６月 1 日（木）～６月２１日（水）   

       ※詳細はお電話でお問合せ下さい 

申込み・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 

 

 

 

 

 

 

◆平成 29 年度身体・精神障がい者・ 

難治性疾患患者対象委託訓練 
  ８月開講【パソコン初級・中級科】募集案内 

訓練期間 ８月 1 日（火）～１１月 2７日（月）  

（総訓練時間３８１時間） 

※土・日・祝日および８月１３日～８月１５日は休講 

訓練時間 原則 10 時～1５時３０分 

実施場所 職業訓練法人 北九州地区職業訓練協会 

（北九州市八幡東区大蔵２―１３―７） 

※西鉄バス大蔵小学校前バス停より徒歩約１分 

※西鉄バス大蔵バス停より徒歩約６分 

     北九州市八幡東区大蔵２―１３―７ 

     駐車場有無：あり（無料） 

     身障者用トイレ有無：あり 

     車椅子使用：使用できます。                    

訓練内容  

パソコン初心者を対象に、windows８、インター

ネットと電子メール、デジタルカメラ、タブレット

の基本操作およびデータの活用を学びます。 

ワード・エクセルについては、基本操作と実務で 

役立つ応用技術を学び、ワードによるビジネス文書

作成とエクセルの表計算技能を修得します。 

また、ビジネスマナーでは、コミュニケーションや

接遇を学び、社会人としてのマナーを身に付け、 

就職支援で履歴書の書き方、面接の受け方などを 

学びます。 

対象者  

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を有して

いる方、または公的な判定書（主治医の意見書）、

難病指定の医療受給者証をお持ちの方で、公共職業

安定所に求職登録を行い、介護を必要とせず身辺処

理ができる方。 

障害の状況によっては受講できない場合がありま

すので、事前に最寄りの公共職業安定所もしくは、

福岡障害者職業能力開発校にご相談ください。 

※一定の条件を満たせば、求職者支援制度にもとづ

く職業訓練受講給付金を受給できます。公共職業安

定所にご相談ください。 

定員  1２名 （定員に満たない場合は訓練を 

中止する場合があります。） 

募集期間 ５月１５日（月）～７月３日（月） 

入校選考 ７月１９日（水） 13 時 30 分より 

     訓練実施場所にて選考面接を行います。 

     選考結果は 7 月 25 日（火）付けで 

     本人宛に郵送にて通知します。 

受講料  無料 

ただし、教材費として 9,800 円必要です。 

資格取得の為の検定受験料は別途必要です。 

問合せ先 最寄りの公共職業安定所  

訓練内容の詳細については、 

職業訓練法人 北九州地区職業訓練協会（委託先）                            

    TEL 093-651-3775 


