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◆①難聴者の生活相談
日時

5 月 1 日～5 月 29 日（毎週火曜日）
10 時～17 時
※都合の悪い方は、日時・場所など調整いたします。
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）
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。

②難聴者・中途失聴者の手話教室
日時
会場

5 月 19 日（土）13 時～15 時
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学習。
いろいろな手話表現を学ぶ。間違わないよう
に会話をいれながら、繰り返し学習する。
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）

★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

◆災害支援の体験談と知っておくと便利な
福祉用具の紹介他（定例交流会 in 北九州）
日時 ５月１３日（日）１３時～１６時
会場 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 福祉用具プラザ北九州から視覚障害生活訓練
等指導者をお招きし、熊本・朝倉での災害支
援の体験談をお話して頂き、知っておくと便
利な福祉用具をいろいろと紹介して頂きます。
また、先生を交えて日常生活だけでなく災害
・避難などの緊急時などでも困らないような
準備、工夫などについて話し合いたいと思い
ます。
講師：武田貴子先生
福祉用具プラザ北九州
視覚障害生活訓練等指導者
対象者 視覚に障がいのある方やその家族、その他
関心のある方ならどなたでも参加ＯＫです。
多くの方の参加を心よりお待ちしておりま
す。
問合せ先 ＪＲＰＳ福岡 三小田（さんこだ）
（携帯 090-9562-2768）

◆授産品バザー

日時 5 月 16 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）
◆字幕付きプラネタリウム
※ひびき信用金庫向い
日時 5 月 15 日（火）～5 月 20 日（日）
※投映スケジュールは、お問い合わせください。 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
毎週月曜日休館（祝日の場合はその翌日）
たかさが伝わってきます。是非、ご来店下さい。
会場 児童文化科学館 プラネタリウム
食品（クッキー・パウンドケーキ・キャラメル他）
（八幡東区桃園 3 丁目 1-5 桃園公園内）
木工製品（しゃもじ・バターナイフ・ミニタンス他）
内容 聴覚に障害のある方や年長の方にもお楽しみい
小物（草木染・アクリルたわし・朱肉・その他）
ただけるよう、今夜の星空解説と迫力あるプラ
※11 時ごろ、『焼きたてのパン』が届きます。
ネタリウム番組を字幕付きで投映します。
問合せ先 学園＆地域ネットワーク
※磁気ループ対応
（障害者施設と地域の交流架け橋事業）
料金 小学生 150 円 中高生 200 円 大人 300 円
TEL 090-2710-6810（マキタ）
※幼児無料、各種手帳（付添人 1 名まで無料の
FAX 093-691-0686
場合あり）、年長者施設利用証をご提示いただ
くと無料。
問合せ先 北九州市立児童文化科学館
開館時間 9 時～17 時
TEL 093-671-4566
FAX 093-671-4568

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会
日時
会場

5 月 24 日（木）13 時～16 時
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

◆障害のある人のための個別就職相談会
日時

5 月 26 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 82 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

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？
日時
会場

5 月 27 日（日）9 時～12 時
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）

◆希望の種のお話し会
「きょうだいの話をしよう！」
日時 ５月 27 日（日）１３時～１5 時
場所 子どもの城ほんじょう
（八幡西区御開 4-16-14）
内容 障がいのある子どもの兄弟や姉妹の中には、
親に甘える事を我慢してしまったり、障がい
に無理解な周りの視線に人知れず悩んだりと、
自分の不安な思いを置き去りにしたまま成長
してしまうケースも少なくありません。今回
は、そのようなきょうだい特有の悩みや経験
をお話していただき、きょうだいが抱える思
いを共有して、きょうだい会の活動への理解
を深めてください。
話し手：福岡きょうだい会 太田 信介さん
（自閉の画家 太田宏介の兄）
対象者 障がいのある子どもがいる保護者・当事者
（きょうだい）
・支援の方など
定員 30 名（定員になり次第締め切ります）
参加費 500 円
申込方法 団体名・代表のお名前・参加人数を下記へ
メールか FAX にてお知らせください。
申込・問合せ先
子どもの城ほんじょう
FAX 093-883-7302
メール leesanyo@icloud.com（西山）

◆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。

①障害福祉ボランティア協会主催
日時 5 月 2・9・16・23・30 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

②パソボラネット北九州主催
日時 5 月 20 日（日）10 時～12 時
（毎月第３日曜日）
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 パソボラネット北九州
TEL 070-5690-4803

◆①基礎から学ぶ！パソコン入門講座（全 4 回）

①②共通事項

日時

対象者 各種障害のある人
申込期間 5 月 17 日（木）～6 月 13 日（水）
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

6 月 7 日（木）～6 月 28 日（木）毎週木曜日
13 時 30 分～15 時 30 分
内容 初めての方や一から学び直したい方を対象に、
電源の入れ方からキーボード操作の仕方など
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方で、画
面確認ができる方
定員 4 名（抽選）
参加費 テキスト代として 1,000 円

②簡単料理塾 ～旬を味わう～（全 5 回）
日時

6 月 10 日（日）～10 月 14 日（日）
概ね毎月第 2 日曜日 10 時～12 時
内容 手軽に出来る旬の家庭料理を学びます。
講師 馬渡 良子 氏（料理塾 馬渡）
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）
参加費 材料費として 3,500 円（5 回分）
①②共通事項
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）
申込期間 5 月 28 日（月）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）、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
TEL 093-645-1300
FAX 093-645-1600

◆①パン教室（全 2 回）
日時

6 月 24 日（日）
、7 月 22 日（日）
10 時～13 時
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 いつも食べているパンはどうやって作るの？
パン作りを基本から学びます。自分でパンを
焼いてみませんか？
定員 8 名（抽選）
参加費 材料費として 1,400 円（2 回分）

②ラジオパーソナリティ体験講座（全３回）
日時

7 月 1 日（日）、8 日（日）
、22 日（日）
14 時～16 時
会場 東部障害者福祉会館 音楽室
（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階）
内容 ラジオパーソナリティを体験してみませんか？
最終日に録音した音源をコミュニティ FM で放
送します。
定員 5 名（選考）
参加費 無料

◆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
7 月開講【介護職員初任者研修科】募集案内
訓練期間 7 月 3 日（火）～9 月 26 日（水）
（総訓練時間２79 時間）
※休講日：土曜、日曜、祝日、8 月 13、14、15 日
訓練時間 9 時 30 分～14 時 35 分
（施設実習期間中は、9 時～15 時 20 分）

実施場所 ウェルネスジョブカレッジ(株)アイコンズ
（八幡西区熊西 1-2-5 ランデージ黒崎ビル 4F）
駐車場：無（JR 黒崎駅から徒歩 8 分）
身障者用トイレ：無
車椅子使用：不可
訓練内容
介護職員初任者研修修了に必要な科目を網羅し、
修了後の資格取得を目的とする。また、就職指導
では就職先でもとめられるマナーやルールを習
得します。
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 8 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 4 月 16 日（月）～6 月 1 日（金）まで
入校選考 6 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 6 月２6 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 6,480 円必要です。
別途、職場実習にともなう健康診断費、腸内
細菌検査料が必要となります。
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、
ウェルネスジョブカレッジ（株）アイコンズ
TEL 093-616-9919
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「いべんとアラカルト」では、みなさんからお寄せいただいた障害福祉に
関するイベント、講座、講演会などの情報を掲載しています。

◎「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。
掲載ご希望の方は、下記アドレスへお知らせください。

★定期購読希望の方もご連絡ください。
※こんな情報は掲載できるのか？
※今後も定期的に掲載してほしい。
※講座のチラシを置いてほしい。
等・・・ご不明な点はご相談下さい！！

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

