
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆①難聴者の生活相談 
日時 8 月 7、21、28 日（火曜日） 

   10 時～17 時 

会場 難聴者・中途失聴者協会事務所 

 （戸畑区汐井町１－６ ウェルとばた６階）  

＊都合の悪い方は、日時・場所など調整いたします。 

内容 聞こえやコミュニケーション、仕事や学校、対 

人関係の悩みなど社会生活上の必要な情報提

供や支援を行っています。秘密厳守します。 

◆難聴者・中途失聴者の生活講座 

②口から始める健康作り「口腔ケア」 

日時 8 月 4日（土）13 時～15 時 

会場 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 口腔ケアがなぜ大切なのか学ぶ。 

   講師 歯科衛生士（福岡歯科衛生士会） 

③難聴者・中途失聴者のための手話④ 
日時 8 月 25日（土）13 時～15 時 

会場 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 顔や体の部位別の手話表現を学ぶ 

①②③共通事項 

対象者 難聴者・中途失聴者及び関係者 

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 093-883-3113 

    （TEL も同じ。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 8 月 12、26 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 障害児・者、また、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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆点字図書館のイベント・講座 

①オープンブレイルライブラリー 

（点字図書館一般公開） 
日時 8 月 19日（日）10 時～16 時 30 分 

会場 点字図書館 
   （八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 5階） 

内容 点字図書館を 1日限定で開放します。点字体験 

   や音訳体験、職場体験など、この機会に図書館 

   を見学してみませんか。「シネマ・デイジー（音 

   で聴く映画）」の紹介や、ゲームや点字用紙で 

   小物づくりなど盛りだくさんです。 

   普通の図書館と何が違うの？どんなことをし 

   ているの？もっとたくさんの方に点字図書館 

   を知っていただくためのイベントです。 

対象者 障害あるなしに関わらずどなたでも参加自由 

参加費 無料 

②視覚障害者生活教室 

「イスで行うヨガ療法講座」 
日時 9 月 2日（日）10 時～13 時 

会場 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 健康増進を目的とした、視覚に障害のある方に 

   も出来る講座です。イスに座って行うので、体 

   力に自信のない方でも安心してできます。その 

   人の持てる力の範囲、その人のペースで行ない 

   ます。ヨガの後に、お茶をしながらの講演もあ 

   ります。 

   ※運動が出来る服装でご参加ください。 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 25 名（先着） 

参加費 無料 

申込期間 8 月 17 日（金）から 

①②共通事項 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館 

TEL 093-645-1210  

FAX 093-645-1601 
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◆授産品バザー 
日時 8 月 22日（水）10 時 30 分～15 時 30 分     

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。 

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 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 
日時 8 月 23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 

 

◆桑の実工房 夏の展示会 2018 

 おいしいごはん  

 キッチンツールと里山のごちそう 
日時 8 月 23日（木）～26 日（日） 

   10 時～16 時 

会場 月瀬八幡宮 社務所 

  （中間市上底井野 1696-1） 

内容 今年のテーマは「おいしいごはん」！ 

   障害福祉事業所「桑の実工房」と「里山商会」

がコラボ企画を実施します。京築ひのきを使用

した、木べらなどの木製キッチンツールと、里

山のお米や加工品など、美味しい食材を販売。

磨く、染める、描くなど、利用者の方々の丁寧

な手仕事による作品をぜひご覧ください。 

      緑と風を感じる空間で、皆様のお越しをお待ち

しております。 

問合せ先 桑の実工房 

     TEL/FAX 093-612-6045 

          月瀬八幡宮（会期中のみ） 

     TEL 093-244-1824 

 

 

 

 

◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 8 月 25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。 

        お気軽にお問い合わせください。 

会場 LITALICO ワークス北九州 

  （戸畑区中本町8-14 FARO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 

 

◆東部障害者福祉会館のイベント・講座 
①親子アイシングクッキーデコレーション教室 
日時 8 月 26日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場 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 今回は、親子一緒の企画です。力を合わせてデ 

   コレーションを楽しみましょう。 

  ※障害のある方は大人でも子どもでもＯＫです。 

対象者 各種障害のある人と家族等 

定員 5 組（抽選） 

参加費 材料代として一組５００円 

持参品 エプロン、三角巾、ハンドタオル 

申込期間 ７月 15日（日）～8 月 15日（水） 

②リズム体操教室（全 3 回） 
日時 9 月 1日、29 日、10 月 27 日 （土曜日） 

   10 時～11 時 30 分  

会場 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 リズムに乗って楽しく身体を動かします。普段 

   の生活では使わない筋肉を刺激して、からだも 

   心もリフレッシュしてみませんか？ 

対象者 各種障害のある人 

定員 12 名（抽選） 

参加費 無料 

申込期間 8 月１日（水）～22 日（水） 

①②共通事項 

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 

mailto:sekisonkitakyu@yahoo.co.jp
mailto:works@litalico.jp
https://works.litalico.jp/


◆西部障害者福祉会館のイベント・講座 

①クレイクラフト（粘土細工）教室（全 3 回） 
日時 9 月 2、9、16日 （毎週日曜日） 

   13 時 30分～15 時 30 分 

内容 自分だけのオリジナル作品を作りませんか？ 

   まるでマシュマロを触っているような、柔らか 

   い粘土を使って 粘土のお花を作ります。自分 

   の好きな色で作った粘土のお花は、葉っぱやリ 

   ボンの飾りを使ってアレンジされ、お部屋を飾 

   るステキな壁掛けになります。視覚に障害のあ 

   る方には、パーツごとに手で触ってわかる型を 

   ご用意しています。 

参加費 材料代として 1,800 円（3 回分） 

②パッチワーク&手芸教室（全 5 回） 
日時 9 月 7、21 日、10 月 5、12 日 

   11 月 2日 （すべて金曜日） 

   13 時 30分～15 時 30 分 

内容 日常で使用するポーチや小物等をすべて手縫 

    いで作ります。 

参加費 無料 

①②共通事項 

会場 西部障害者福祉会館 工芸室 

   （八幡西区黒崎 3丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある方 

定員 15 名（抽選） 

申込期間 8 月 25 日（土）まで 

※情報保障として、手話通訳・要約筆記・ガイドボラ 

 ンティアが付きます。また、補助スタッフがいます 

 ので、初心者の方でも安心してご参加ください。 

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 に催し名、郵便番号、住所、

氏名（ふりがな）、年齢、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。 

申込・問合せ先 北九州市立西部障害者福祉会館 

                  担当 岩永 

TEL 093-645-1300 FAX 093-645-1600 

 
◆平成30年度聴覚障害者情報センターのつどい 
日時 9 月 2日（日）13 時～16 時 

会場 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） 

   八幡西生涯学習総合センター多目的室 

  （八幡西区黒崎 3丁目 15-3 コムシティ 1 階） 

内容 聴覚に障害のある方たちと、支援者、市民がゲ 

   ームや物作りをとおして交流する中で、聴覚障 

   害・聴覚障害者への理解を広げていただく催し。 

   体験コーナー（小倉祇園太鼓・福祉機器・字幕 

   製作）スタンプラリーもあります。 

対象者 障害あるなしに関わらずどなたでも OK 

参加費 無料 

申込・問合せ先 北九州市立聴覚障害者情報センター 

                   担当 峯浦 

TEL 093-645-1216 FAX 093-645-3335 

◆スポーツセンター「アレアス」の 

             イベント・講座 

アレアスのプールで実施される教室 

①入門水泳教室Ⅲ（児童） 
日時 9 月 1日（土）～10 月 20 日（土） 

   11 時～12 時 毎週土曜日 

定員 10 名（抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの4歳～18歳未満 

    の方 

②入門水泳教室Ⅲ（成人） 
日時 9 月 6日（木）～10 月 25 日（木） 

   18 時 30分～19 時 30 分 毎週木曜日 

定員 10 名（抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの 18 歳以上の方 

①～②共通事項 

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） 

アレアス以外のプールで実施される教室 

③巡回水泳教室 
日時 9 月 8日（土）～10 月 27 日（土） 

   10 時 30分～11 時 30 分 毎週土曜日 

会場 若松体育館プール 

   （若松区古前 1丁目 1-1） 

定員 10 名（抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちで、講師の指示を理 

    解できる小学生以上の方 

 

①～③共通事項 

申込期間 8 月 1 日（水）～20 日（月）まで 

 

アレアス主催のイベント 

④アレアスフェスタ 
日時 8 月 25日（土）11 時～15 時 

会場 障害者スポーツセンター「アレアス」内 

内容 講習会やお楽しみ抽選会、出店など楽しいお祭 

   りイベント。 

対象者 どなたでもお気軽にご参加頂けます。 

①～④共通事項 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆みんなでぷかぷか♪ 

来ちゃりティーフェスタ 

        ＆手づくりワークショップ 
日時 9 月 9日（日）11 時～15 時 

会場 子どもの城・KOTOFactory アトリエ・中庭 

   （八幡西区御開 4-16-13）駐車場あります。 

内容 ・整体院 tete（ワンコイン整体） 
   ・NMphotography.（写真撮影会） 

   ・N っ子ネットワークさんさんっ子（パネル展） 

   ・九大小児医療センター親の会すまいる 
（小児がん啓発リーフレット設置、レモネードスタンド） 

   ・NPO 法人わくわーく（お菓子・手作り品販売） 

   ・アトリエ SARA（キッチンカー） 

   ・ハンコ屋まこと（ワークショップ） 

   ・子どもの城ほんじょう（作品展示とフリマ） 

   ・KOTOFactory（ワークショップ） 

対象者 障害のあるなしに関わらずどなたでも 

問合せ先 子どもの城ほんじょう 

     TEL 090-3666-6315（西山） 

      

◆第１５回国際車いすバスケットボール大会 

  会場運営ボランティア募集！ 
日時 11 月 16日(金)～18 日(日) 

   （16日：7 時 50 分～19 時） 

   （17日、１８日：7 時 50 分～18時） 

内容 会場案内、物品販売、観客の受付・誘導など 

定員 130 名（定員になり次第締切） 

対象者 高校生以上（高校生は保護者の同意が必要） 

初参加の方は、10 月 21 日(日)と 10月 28

日(日)に行う事前研修会のどちらかに必ず参

加してください。 

申込締切 8 月 31 日（金） 

申込・問合せ先 

公益社団法人北九州市障害福祉ボランティア 

TEL 093-882-6770  

FAX 093-882-6771 

 

◆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。 

参加ご希望の方は、事前にご連絡ください。 

障害福祉ボランティア協会主催 

日時 8 月 1・8・22・29 日（水曜日） 

   ★１０時～１２時 ★１３時～１７時 

会場 東部障害者福祉会館 研修室 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階 ） 

問合せ先 公益社団法人  

   北九州市障害福祉ボランティア協会 

     TEL 093-882-6770   

     FAX 093-882-6771 

 

 

◆平成 30 年度 身体・精神・知的障がい者 

・難治性疾患患者対象委託訓練 

  10 月開講【パソコンビジネス科】募集案内 

訓練期間 10 月 2 日（火）～12 月 21日（金）  

（総訓練時間 279 時間） 

     ※休講日：土曜、日曜、祝日 

訓練時間 10 時～16時 

実施場所 有限会社 メイトカルチャーvillage 

  （八幡西区黒崎 1-1-1 クロサキメイト 6F） 

      JR 黒崎駅より徒歩 5分 

      駐車場：有（有料 540 円/日） 

      身障者用トイレ：有り 

      車椅子使用：可能                   

訓練内容    

  ビジネス文書作成、表計算、グラフ作成、プレゼ

ンテーションなど実践的な職務能力を身に付け

ます。日本語ワープロ１～3 級、情報処理技能検

定（表計算）2～3 級、コンピュータサービス評

価試験（ワープロ・表計算）2～3 級の取得を目

指します。 

対象者  

 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳または判定書

（主治医の意見書）、療育手帳、難病指定の医療

受給者証をお持ちの方で、求職登録を行い介護を

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。 

※訓練内容、対象者の詳細は下記へお問い合わせく

ださい。 

定員  10 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 9 日（月）～8 月 28日（火）まで 

入校選考 9 月 13 日（木）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（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 8,100 円必要です。 

    また、資格取得のための検定受験料は別途必 

    要です。 

申込方法 最寄りの公共職業安定所へ 
 （福岡障害者職業能力開発校では受け付けておりません） 

問合せ先 福岡障害者職業能力開発校 

          TEL 093-741-5431 

          または、最寄りの公共職業安定所  

     訓練内容の詳細については、 
     有限会社 メイトカルチャーvillage（委託先） 

      TEL 093-621-0077 

 

 

 


