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◆難聴者・中途失聴者の生活講座 

①難聴者・中途失聴者のための手話３ 
日時 7 月 8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手話教室 

   入門編「指文字を覚えよう」 

②寝たきりにならないためにロコモ体操をしよう 

日時 7 月 22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６ＡＢ 

（戸畑区汐井町１-６ ウェルとばた６階） 

内容 寝たきりにならないための予防策。 

   前半にロコモや介護予防などについて話を聞 

   き、後半にロコモ体操を全員で体験する。 

①②共通事項 

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） 

 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 
日時 ７月９日（日）、１６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？ 

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） 

 

◆視覚障害者生活教室 

①ハーブで虫よけ 
日時 7 月 9日（日）１０時～１２時 

内容 こけ玉作りでご指導いただいた上野先生から 

   天然ハーブとスパイスを使った虫よけスプレ 

   －と身体に優しい蚊取り線香作りを教えてい

ただきます。虫よけスプレーは 50ml のボト 

   ル 1本分、蚊取り線香は、円すい形のお香を  

   ５つお持ち帰り頂きます。 

定員 １５名（先着順） 

対象者 視覚に障害のある人 

参加費 材料代として 600 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

②アイフォンで文字入力 
日時 第 1回 ７月 ９日（日）１３時～１５時 

   第 2回 7 月１６日（日）１０時～１２時 

内容 ２回の講座を通してタッチ操作でのメールや 

   キーワード検索時の文字入力の基本と応用を 

   実践します。 

対象 視覚の障害者手帳を持ち、アイフォンの基本的 

な操作ができる人 

定員 ５名（両日とも参加できる人に限ります） 

③折り紙 
日時 8 月 6日（日）１０時～１２時 

内容 折って、飾って、折り紙を楽しみましょう！ 

定員 １５名（先着順） 

対象 視覚に障害のある人 

参加費 材料代として 200 円 

申込開始 7 月 19 日（水）～ 

①②③共通事項 

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） 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館 

        TEL 093-645-1210 

 

◆イングリッシュCafé～♪ 

～世界の人と仲良くなろう！～ 
日時 第 1回 7 月 9 日（日）14時～16時 

   第 2回 8月 19 日（土）14時～16時 

   第 3回 9月 30 日（土）14時～16時 

会場 生き方のデザイン研究所 

    小倉北区大門 1丁目 5-1-707 

    西日本工業大学大学院・地域連携センター内 

内容 生き方のデザイン研究所では、同じ時間と空間

を共有し、障害のある人とない人はもちろん、

障害のある人同士の理解も進む各種サロン事

業を実施しています。イングリッシュCafé～

♪では、ちょっとした場面を想定したミニ英会

話やティータイム！お茶を飲みながら、楽しく

交流しています。勉強はしてみたいけど、かし

こまったスクールに通うのは敷居が高い…。で

も、ちょっと英語がしゃべれるとカッコいいよ

ね…。そんなあなたにおすすめです。どなたで

も参加できます。お気軽にどうぞ～♪ 

参加費 会員 200 円 一般 500 円 

      （参加費は当日いただきます） 

申込・問合せ先 一般社団法人 生き方のデザイン研究所 

TEL 093-953-6809 FAX 093-953-6819 

E-mail staffdesign@aqua.ocn.ne.jp 

平成 29年７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 
  ホ-ムペ-ジアドレス http://www.ksjc.jp/ 

★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

mailto:staffdesign@aqua.ocn.ne.jp


◆うつ病からの夢の治療 

～リカバリーを考えよう～ 
日時 7 月 15日（土）１４時～１６時 

会場 レインボープラザ 71 会議室 

   （八幡東区中央町 2 丁目１－１） 

内容 約 20年間、精神疾患（統合失調症、うつ病）

にありながら治療された井上一豊氏の闘病体

験を通してリカバリーについて共に学んでみ

ませんか？リカバリーとは病気や障害がない

状態に戻らなくとも、苦難の中にあっても夢や

希望をもち、主体的に「生きる自分」に変化す

る事を意味します。病気や障害があるなしに関

わらず、リカバリーについて今の自分を大切に

するために一緒に学びましょう。 

★基調講演 「私のうつ病体験談」 

          講師 井上 一豊 氏 

      （福岡県学習支援事業 SKIP 福岡） 

   ★鼎談 「リカバリーについて考える」 

         登壇者 井上 一豊 氏 

             黒木 順子 氏 

 （福岡県長期入院被保護者社会復帰促進事業     

        コーディネートアドバイザー） 

             前原 善泰 氏 

 （社会福祉法人 共生の里  

 グループホーム心の駅折尾 管理者代理） 

対象者 当事者、家族、民生委員、地域住民、行政 

    医療、福祉関係者 

参加費 無料 

申込方法 必要事項（氏名、所属、連絡先）を明記の 

     上、7月 10日（月）までに下記へＦＡＸ、 

     または電話にてお申込みください。 

問合せ先 社会福祉法人 共生の里 

     グループホーム 心の駅折尾 

   TEL/FAX 093-616-9787 

 

◆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 ７月５・１２・１９・２６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 ７月１６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 

◆授産品バザー 
日時 ７月１９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 2２９回障害者地域生活支援研究会 

日時 ７月２０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 「平成 28年度北九州市障害児・者 

     実態調査報告書から読み取れること（仮）」 

対象者 どなたでも参加可能 

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 

 

～ムーブフェスタ 2017 市民企画事業～ 

◆発達障害児・者の生活デザイン 

日時 ７月２３日（日）1０時 30 分～1２時 30 分 

会場 北九州市立男女共同参画センター“ムーブ” 

   5 階 大セミナールーム 

           （小倉北区大手町 11-4） 

内容 どんな地域でも、どんな支援者、保護者でも 

   一貫性のある自閉症教育・支援を目指して 

   「自閉症教育・支援フレームワーク」の視点を 

   整理し、「気づき」と「できる」からはじめる 

   自閉症支援についてお話しいただきます。 

講師 水野 敦之 氏（team BOUZAディレクター） 

参加費 500円 ※当日受付でお支払い下さい。 

定員 150 名 ※定員になり次第申込みを締切ります。 

申込方法 氏名（ふりがな）・連絡先（FAX の

場合は FAX 番号、メールの場合はアドレス必

須）・所属・ご一緒に参加される方の氏名を明

記の上メールまたは FAXにてお申込み下さい。 

申込期間 7 月 18 日（火）まで 

申込み先 FAX 093-964-1102（伊野） 

     メール harutaku@jcom.home.ne.jp 

問合せ先 090-7385-5039 
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◆東部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①クッキング教室（全５回） 

日時 ７月２３日、8 月２７日、9月２４日、 

   1１月２６日、1２月２４日 

（１０月を除く毎月第４日曜日） 

   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 料理初心者の人も出来ることから手軽に 

   クッキングを楽しみましょう。 

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 3,500 円（５回分） 

持参品 エプロン・ハンドタオル・三角巾 

申込期間 ６月１７日（土）～７月１２日（水） 

 

②エクセル活用講座（全４回） 
日時 7 月２７日、8月 3 日、８月１０日 

   ８月 17 日（毎週木曜日） 

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ー６ ウェルとばた 6 階） 

内容 エクセルができる方が知っておくと便利で使

いやすい機能など、エクセルの活用について   

学びます。 

対象者 各種障害のある人 

定員 ８人（抽選） 

参加費 テキスト代として 500 円（４回分） 

申込期間 ６月１７日（土）～７月１５日（土） 

※東部障害者福祉会館の 

①②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）、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 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 

日時 7 月 27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 

 

北九州 LD 等発達障害親の会“すばる”講演会 

◆強みを活かして前向きに生きよう！ 
日時 ７月３０日（日）1３時 30 分～1５時 30 分 

会場 ウェルとばた 8階 81・82 会議室 

   （戸畑区汐井町 1－6） 

内容 私達はつい弱みに目を向けがちですが、人には 

   それぞれきらりと輝く「強み」があります。自 

   分にとっては当たり前だと思っていたことが、 

   実は他の人にとってはすごいこと。それに気づ 

   いて活かすことで、楽しく、そして効率よく成 

   果をあげることができます。必ず持っているあ 

   なたならではの「強み」にこそ光をあて、さら 

   に磨いていくことで、人生は実に心豊かなもの 

   になるのです。 

講師 津野 恵美子 先生 

   Gallup 認定ストレングスコーチ・ 

           国際コーチ連盟（ICF）ACC 

参加費 500円（すばる会員は無料） 

定員 45 名 

申込方法 参加される方全員の氏名とすばる会員か、

一般かの記入と代表者の連絡先（住所・電

話、FAX 番号・メールアドレス）を明記

の上 FAX かメールでお申し込みください。 

問合せ先 北九州 LD等発達障害親の会“すばる” 

ＴＥＬ（0947）44-0394 

ＦＡＸ（093）330-4240 

メール oyanokai_subaru@yahoo.co.jp 
 

◆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レベルアップ水泳教室（成人） 
  日時 ８月４日～８月２５日（毎週金曜日） 

      １８時３０分～１９時３０分  

  定員 15 名（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 

 

②レベルアップ水泳教室（児童） 
  日時 ８月５日（土）・１９日（土） 

     １１時～１２時  

  定員 10 名（抽選） 

  対象者 各種障害者手帳をお持ちの 4歳以上 

１８歳未満で１５ｍ以上泳げる方 

①②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） 

申込み期間  

     ７月１日（土）～７月２０日（木）   

     ※詳細は電話でお問合せ下さい 

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 

 



◆かがやきアコースティックミニライブ 

障害のある人（または障害のある人を含む 

ユニット）及び、地元ミュージシャンを６ 

組募集します 
日時 ８月 20 日（日）12 時～１４時（予定） 

会場 イオン戸畑ショッピングセンター2階  

よいとさ広場（戸畑区汐井町 2-２）   

出演条件 2 名以内のユニットで、アコースティック  

     による演奏または、弾き語り（アコーステ 

     ィックギター、キーボード、カホンなど。 

     エレキギター、ベース及びドラムは不可） 

     カラオケを使用した歌のみでもＯＫ。 

 演奏時間は、出入り込み２０分以内 

 ※地元ミュージシャンについては、ライブ  

 開始から終了まで居れる方で、ライブ開催 

 中に障害のある方の誘導等のお手伝いが出 

 来る方 

募集期間 7 月 10 日（月）まで 

問合せ先 北九州市身体障害者福祉協会 

アートセンター 

              担当・松永・藤岡  

ＴＥＬ 093-883-5555   

ＦＡＸ 093-883-5551 

 

◆西部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

エクセル活用講座 

「簡単・便利な家計簿作成」（全４回） 
日時 8 月 21日（月）～9 月 11 日（月） 

   （毎週月曜日）１３時３０分～１５時３０分 

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 

  （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

内容 エクセルが少しできる人を対象に、家庭で使え

る家計簿作りを通して、エクセルの応用的な機

能を学びます。（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、エクセルの基本操作のできる人。 

定員 ８人（抽選） 

参加費 テキスト代として 1,000 円 

申込期間 7 月 15 日（土）～8 月 10日（木） 

申込方法 電話にてお申し込みください。 

     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し込みください。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Happy をデザインする                   

        ボランティア講座（入門編） 
日時 8 月 23日（水）・30 日（水）・9月２日（土）・

6 日（水）・13 日（水）（全 5 回） 

   10 時～12 時 

第３回（9月 2 日のみ）13 時～16 時 30分 

会場 北九州市立小倉南障害者地域活動センター 

    （小倉南区横代北町 4 丁目 12-1) 

内容 ショッピングに映画、カフェでお茶をしたり、  

      カラオケにいったり。障害があっても、地域で 

      自分らしく暮らしたい…。そんな誰かの小さな  

      夢を、あなたの参加のチカラでかなえることが 

      できるとしたら…。小倉南障害者地域活動セン 

      ターでは、ボランティアとともに、施設を利用 

      する方の生活をより豊かにしたいと考え、ボラ   

      ンティア入門講座を開催しています。 

   障害があることであきらめたり、我慢しないで、 

      もっと自分らしく、イキイキと暮らしたい…そ 

      んな誰かの夢がかなったら…きっと、応援した

あなたもハッピーになれるはず。 

プログラム 

第１回 オリエンテーション、南活サービス概要と 

     施設内見学、ボランティア活動の基礎知識 

第２回 施設ボランティア活動を楽しむために…、 

     車いすユーザーの介助の基本（実技）、ボ 

     ランティア活動のルールとマナー 

第３回 体験・南活フェスタ 

     ※施設のお祭りに参加し利用者や職員と 

交流しよう!! 

第４回 外出しよう!!利用者さんとサンリブへ、気 

    づきを共有 

第５回 ボランティア活動を始めたら… 

先輩ボランティアさんの活動紹介、 

今後のインフォメーション 

対象者 どなたでも大歓迎!! 

定員  15名 

受講料 無料 ※ただし、資料代とお茶代として 

500 円を初回、受付でいただきます。 

申込期間 7 月 17 日（月）から受付スタート!! 

たくさんのご参加お待ちしています。 

申込・問合せ先  

北九州市立小倉南障害者地域活動センター  

（担当：松崎） 

ＴＥＬ  093-965-9050  

ＦＡＸ 093-965-9051 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆平成 29 年度身体障がい者・精神障がい者・ 

難治性疾患患者対象委託訓練 
  １０月開講【パソコンビジネス実践科】募集案内 

訓練期間 １０月３日（火）～１２月 2５日（月）  

（総訓練時間２７９時間） 

 ※休講日：土曜、日曜、祝日（振替休日含む） 

訓練時間 原則 10時～1６時（うち休憩１時間） 

実施場所 株式会社アソウ・ 

ヒューマニーセンター北九州支店 

（小倉北区米町 1-1-7小倉駅前奥田ビル５Ｆ） 

※ＪＲ小倉駅より徒歩約３分 

※西鉄小倉バスセンターより徒歩約３分 

  駐車場有無：無し 

  多目的トイレ有無：無（ただし、洋式トイレ有）                    

訓練内容  

  パソコンの基礎操作、ワード・エクセルを使用し

た文書・表作成などの技能の習得と、職場で必要

とされるビジネスマナーやビジネスメールの基

礎知識をはじめ、実践的コミュニケーション能力、

個人情報の取り扱いなどを習得します。また、就

職に向けて履歴書・職務経歴書の書き方や、面接

の技法を習得します。 

対象者  

 身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳または公的

な判定書（主治医の意見書）、難病指定の医療受

給者証のいずれかを有し、公共職業安定所に求職

登録を行っている方で介護を必要とせず身辺処

理ができる方。なお、障がい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

を受給で切る場合があります。 

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 ７月１０日（月）～９月１日（金） 

入校選考 ９月１５日（金） 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９月２５日（月）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 8,000 円必要です。 

資格取得の為の検定受験料は別途必要です。 

   上記教材費には、ワープロ技士、表計算技士 

   2 級のテキストは含まれません。希望の方は 

   別途ご相談ください。 

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、 

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター（委託先）                            

   TEL 092-733-8293 

 

 

 

 

◆第 1４回 国際車椅子バスケットボール大会 

           ～ボランティア募集～ 

①選手帯同 
内容 各国選手団と行動をともにし、スケジュールに 

   基づいてサポート 

応募資格と活動期間 

・１８歳以上で事前研修（１０月２２日（日）ま

たは１０月２８日（土））に参加できる方 

・ボランティア経験がある方、選手の荷物を持つ

等力仕事が可能な方 

日本チーム…１１月９日（木）～１１月１２日（日） 

    の内、平日１日を含む２日以上活動可能な方 

海外チーム…１１月８日（水）～１１月１２日（日）

の内、平日１日を含む２日以上活動可能な方

で選手とのやりとりもあるので対応できる語

学力のある方 

定員 １チーム１０名の計４０名 

活動場所 市内小学校、総合体育館等 

募集期間 7 月 15 日（土）～8 月３１日（木） 

②試合の応援・大会ＰＲ 
内容 大会期間中、観客席での試合の応援、 

   イベント等でのチラシ配りや大会ＰＲ活動 

応募資格 高校生以上で大会前のＰＲ活動に参加 

できる方。大会当日会場にきていただける方 

（１日でも可） 

定員  ２０名 

活動期間 ８月～大会終了 

活動場所 市内各所・市立総合体育館等 

募集期間 ７月１５日（土）～８月３１日（木） 

①②の申込・問合せ先  

 北九州チャンピオンズカップ事務局 

TEL  093-922-1432 

FAX  093-922-0041 

 

今年もやります！ 

◆わっしょい百万夏まつり ふれあい広場  
日時 8 月 5日（土）・６日（日）１５時～２１時 

場所 ふれあい広場会場 市役所東側駐車場 

内容 「障害者だって、お祭りを楽しみたい！」 

   そんな願いから、わっしょい百万夏まつりでは、 

   障害のある人もない人も、ともに参加し楽しめ

る場として「ふれあい広場」が今年も開催され 

   ます。今年は、福祉関係 13 団体によって運営

されています。 

   お楽しみ抽選会もあります。空くじなし！！ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

かき氷・焼きとり・生ビール 

からあげ・カクテル・ポップ

コーン・お好み焼き・リサイ

クルバザーなどなど他にもた

くさん出店しますよ！ 



 

◆第１０回 北九州市障害者芸術祭 

「みんなの夢が輝く瞬間（とき）、輝くところ」 
障害のある人の芸術及び文化活動への参加を通じて、 

障害のある人本人の生きがいや、自信を創り出し、自

立と社会参加を進めるとともに、市民に対する障害の

ある人への理解と啓発を進めることを目的とします。 

 

①ステージイベント募集 
下記の通りステージイベント出展者を募集します。 

日時 １１月２６日（日） 

開演１３時 終演１６時３０分 

会場 ウェルとばた３階大ホール 

（戸畑区汐井町１-６） 

応募資格 障害のある方で、ステージパフォーマンス

（歌、踊り、ダンス、演奏、演劇、語り、

朗読など）をされる方。発表の内容：ジャ

ンルは問いません。発表時間は、原則とし

て出入りを含め１５分以内とします。 

 ・発表は原則として１団体（個人）１演目とします。 

募集期間 ７月１日（土）～８月１４日（月）必着 

 

②作品展募集 
下記の通り作品展出展者を募集します。 

日時 １１月２８日（火）～１２月３日（日） 

会場 北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー 

  （八幡西区黒崎三丁目 1５-３ コムシティ３階） 

応募資格 障害のある方 

応募内容 絵画（ちぎり絵、ＣＧアート含む）、写真、 

     書道、工芸（陶芸・彫像・木工品・紙・ 

     革細工等）、手芸（刺繍、織物、パッチワ 

     ーク等） 

※応募作品は１人１点までとします。作品の新旧は問 

 いませんが、未発表（展示会等に出品されていない） 

 のものに限ります。販売目的で制作された製品では 

 ないものとします。 

募集期間 ７月１日（土）～８月３１日（木）必着 

 

テーマ部門及び自由部門にて作品を募集します。 

今年度のテーマは「心を動かされたこと」です。 

※上記テーマに沿って作品の出展をお願いします。 

 

①②の詳しい内容についてのお問い合わせは 

（公財）北九州市身体障害者福祉協会  

TEL 093-883-5555 FAX 093-883-5551  

            （担当 永松・松﨑） 

 

※ホームページで詳しい内容や応募用紙などを 

 ダウンロードできます。 

 北九州市身体障害者福祉協会アートセンターHP 

http://www.kitaqshinsyo.com/index.php?id=335 

 

 

 

 

◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 ①7月 15 日（土） 14 時～16 時 

②7 月 22 日（土） 14 時～16 時 

③7 月 29 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） 

   ②③ウェルとばた 8 階 82 会議室 

（戸畑区汐井町 1-6）   

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 

 

「障害あるある川柳」大募集！ 
 

障害特性について、まだまだ知らないことがたくさん 

ありますよね。日常の中で気が付いた「障害あるある」 

を川柳にして応募してください。募集は 7 月から！！ 

８月号の会報「でんしょ鳩」から作品を順次掲載して

いきます。平成３０年 3月に年間優秀賞を３点表彰し

ます。記念品もありますよ！たくさんの方からの作品

をお待ちしています。 

 

例）歩道の端に 100円みつけた 車いす 

    車いすユーザーは立位歩行者と目線が違うので 

他の人では気づけない発見がある！ 

 

応募方法は、郵送もしくは、携帯電話、パソコンから

メールを送って下さい。メールは件名に「あるある川

柳応募」、本文に、川柳と氏名と電話番号を入力し、

下記アドレスまで送信してください。 

メールアドレス XLZ02133@nifty.ne.jp 

〒804-0067 

北九州市戸畑区汐井町 1-６ ウェルとばた６階 

北九州市障害福祉ボランティア協会 宛 

問合せ先 TEL 093-882-6770 
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