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★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

◆難聴者・中途失聴者の生活相談

◆授産品バザー

日時

日時 5 月 15 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。ぜひ、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・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

5 月 7、14、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。
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/TEL 093-883-3113
（電話対応は火曜日のみ可）

◆第 46 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 5 月 11 日（土） 10 時～12 時
会場 認知症支援・介護予防センター 研修室
（小倉北区馬借 1 丁目 7-1
総合保健福祉センター5 階）
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か経験
から応える形の意見交換会を開催します。
※見学をされてみたい方は事前に御相談ください。
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
FAX 093-582-1064

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？
日時 5 月 19、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）

◆日常生活の不便を補う福祉機器・便利
グッズの情報交換（定例交流会 in 北九州）
日時
会場

5 月 12 日（日）13 時～16 時
西部障害者福祉会館 501 会議室
（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階）
内容 日常生活の不便を補う福祉機器・便利グッズな
どの情報交換他、網膜色素変性症や緑内障など
の進行とともに、日常生活の中で不便さを感じ
ることが多くなってきます。この不便さを少し
でも解消するいろいろな福祉機器や便利グッズ
が開発され販売されています。このような福祉
機器などについての情報交換を行うとともに、
生活の中での工夫についても話し合いたいと思
っています。参加自由です、多くの参加をお待
ちしております。
対象者 患者・その家族・福祉関係者、または関心の
ある方など
参加費 無料
問合せ先 福岡県網膜色素変性症協会（JRPS 福岡）
さ ん こ だ

三小田 静男

携帯 090-9562-2768

◆手話カフェ『SMILE』
日時
会場

5 月 19 日（日）14 時～16 時
とりはた玄海園就労センター2F
（戸畑区北鳥旗町 2-22）
内容 手話を通して色々な方と交流しませんか？興味
のある方はぜひ、ご参加ください。初心者の方
でも楽しめるように配慮致します。
対象者 手話レベルは問いません。障害のあるなし関
わらずどなたでも参加可能です。
定員 50 名（先着）
参加費 無料
申込方法 下記へご連絡ください。
申込期間 5 月 15 日（水）まで
申込・問合せ先
社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会
とりはた障害者相談支援センター（担当 金﨑）
TEL 093-871-0843
FAX 093-871-0852
携帯 090-1341-4522
（当日は携帯にご連絡下さい）
Email rie.kanezaki@torihata.or.jp

◆全障研九州ブロック福岡大会・プレ集会
「大人の自閉スペクトラム症者に
対する理解と援助」
日時 5 月１９日（日）10 時～12 時
（受付 9 時 30 分～）
会場 北九州市立大学 4 棟 1 階 4-101 教室
（小倉南区北方 4-2-1）
内容 特別支援教育の展開のなか、自閉症スペクトラ
ムの学齢期に対する理解と援助は少しずつ進
んできましたが、その中で育った子どもたちが
今、成人期を迎えています。子どもから大人へ、
学校から社会へ、という橋渡しはどうなってい
るでしょうか。子どもたちの将来を見通した実
践を考える貴重な機会になると思います。
講師 楠 凡之 氏（北九州市立大学文学部人間科学科）
参加費 一般 1,000 円 会員 800 円
対象者 当事者、保護者、保育者、教師、学童職員
作業所職員、相談支援員他
※介助等の配慮がありましたら事前に
ご連絡ください。
申込・問合せ先 全障研福岡支部事務局
TEL /FAX 093-923-7525（三村）

◆第 36 回全障研九州ブロック研究集会
福岡大会 学びあおう、障害ある仲間たちと
～平和・人権を守り合ううねりを創るために～
期日 6 月 8 日（土）～6 月 9 日（日）
会場 北九州市立大学（小倉南区北方 4 丁目 2-1）
内容
8 日 ★13 時～13 時 20 分 開会集会
★13 時 30 分～15 時
記念シンポジウム テーマ「発達保障の基盤を創る」
★15 時 15 分～16 時 45 分
講座（入門、学齢期、重症心身、成人期、災害と障害）
9 日 ★9 時 10 分～14 時 30 分 分科会
１．幼稚園、保育園、こども園の保育実践
２．乳幼児の療育施設での実践 ３．学齢期の実践
４．学齢期の放課後実践
５．重症心身障害児・者の発達保障
６．卒業、青年、成人期の生活と労働
参加費 一般 2,500 円（1 日）3,500 円（両日）
学生、障害者 1,000（両日で）
障害児、者の家族 1,000 円（１日）
2,000 円（両日）
申込方法 下記へご連絡ください。
また、手話通訳、介助等の配慮がありまし
たら申込時にお伝えください。
申込期限 5 月 26 日（日）まで
※当日参加も可能ですが、出来るだけ申込
をお願い致します。
問合せ先 福岡大会事務局 放課後等デイサービス 虹
担当 安部 里佐
Email risa.suki.taiwan@gmail.com
TEL/FAX 092-982-3954

◆～防災講座～「災害のことを考えよう!!」
日時 5 月 27 日（月）13 時 30 分～15 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）
内容 八幡西区役所地域防災担当者より防災につい
て、わかりやすく教えてもらいます。ご家族や
ヘルパーさんと一緒に参加して、災害から身を
守るための知識や備えについて、考えてみませ
んか？
対象者 市内在住か勤務している障害のある人とそ
の家族や支援者
※情報保障として、手話通訳・要約筆記が付きます。
また、補助スタッフがいますので、その他ご不明な
点、サポートなどでご要望などがございましたらお
気軽にお問い合わせください。
定員 50 名（抽選）
参加費 無料
申込期限 5 月 20 日（月）
申込方法 来館または、電話にてお申込みください。
聴覚障害のある人は FAX に郵便番号、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

◆視覚障害者生活教室
「フラワーアレンジ講座」
日時 6 月 2 日（日）10 時～12 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 季節のお花でアレンジをします。
※スタッフがお手伝いしますので安心してご
参加ください。
対象者 視覚に障害のある方
定員 15 名（先着）
参加費 材料代として 1,500 円
持参品 はさみ
申込期間 5 月 17 日（金）から
申込・問合せ先 北九州市立点字図書館
TEL 093-645-1210
FAX 093-645-1601

◆スポーツセンター「アレアス」の
スポーツ教室
①レベルアップ水泳教室（成人）
日時 6 月 7 日（金）～6 月 21 日（金）
第 1・3・5 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高校生以上で
15m 以上泳げる方

②レベルアップ水泳教室（児童）

日時 6 月 9 日（日）～6 月 23 日（日）
第 2・4 日曜日
障害に応じたパソコンの設定、及び操作についてサポ
14 時～15 時 30 分
ートします。※ノートパソコン等の持ち込み可能です。
定員 10 名（抽選）
①障害福祉ボランティア協会主催
対象者 各種障害者手帳をお持ちの小学生以上 18 歳
日時 5 月 8・15・22・29 日（水曜日）
未満で 15m 以上泳げる方
★１０時～１２時 ★１３時～１７時
会場 東部障害者福祉会館 研修室
①②共通事項
（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階 ）
会場
障害者スポーツセンター「アレアス」内プール
対象者 北九州市内に居住または勤務先のある各種
（小倉北区三郎丸 3 丁目 4-1）
障害者手帳所持者
参加費 無料
申込 必ず事前申し込みが必要です。
申込期間 5 月 1 日（水）～5 月 20 日（月）
下記へご連絡ください。
申込・問合せ先
問合せ先 公益社団法人
北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」
北九州市障害福祉ボランティア協会
TEL 093-922-0026
TEL 093-882-6770
FAX 093-922-0041
FAX 093-882-6771

◆障害者向けパソコン相談会

②パソボラネット北九州主催
日時

5 月 19 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

◆東部障害者福祉会館の講座
①アロマ体験教室

◆障害のある人の余暇活動に
関する情報の調査

日時
会場

障害のある人にとって充実した余暇（休日、仕事・学
校が終わってからの空いた時間）を過ごすことは、た
くさんの人との出会いを楽しみ、様々なことを経験す
るうえで欠かせない時間です。
そこで、北九州市と「障害のある人の余暇活動支援者
連絡会」とで、今回、市内で余暇活動を行っているグ
ループ・団体についての情報収集を行うこととなりま
した。また、収集後は、北九州市のホームページに掲
載し、広く情報提供することを検討しております。
該当するグループ・団体は、情報調査表にて活動内容
等をご回答ください。また、ご存知のグループ等があ
りましたらご紹介ください。

6 月 9 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
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 好きなアロマの香りを選んで ルームスプレ
ーを作ります。アロマの香りを楽しむことで、
心と身体のバランスを整える教室です。
たのしくアロマ体験してみませんか？
対象者 各種障害のある人
定員 8 名（抽選）
参加費 材料代として 500 円
申込期間 5 月 5 日（日）～5 月 22 日（水）

②パン教室（全 2 回）
日時

6 月 23 日（日）
、7 月 28 日（日）
10 時～13 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 パン作りを基本から学びます。生地からこねて
パンを焼いてみませんか？
対象者 各種障害のある人
定員 8 名（抽選）
参加費 材料代として 1,400 円（2 回分）
申込期間 5 月 15 日（水）～6 月 8 日（土）

②野菜をおいしく食べよう教室
日時
会場

6 月 30 日（日）13 時 30 分～15 時
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 野菜を食べていますか？野菜には大切な栄養
があります！！野菜のおいしい食べ方を知り
ましょう。
対象者 各種障害のある人
定員 8 名（抽選）
参加費 無料
申込期間 5 月 15 日（水）～6 月 15 日（土）
①～③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、希望の講座名、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、連絡先を記入し
てお申込みください。
また、必要な合理的配慮がありましたらお
申込み時にお伝えください。
（要約筆記、手話通訳、資料のデータ化、点
字化、介助など）
申込・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

回答方法 調査表にご記入の上、下記へメールまたは、
FAX にてお送りください。
なお、調査票、記入例などは下記のＵＲＬ
及び西部障害者福祉会館・東部障害者福祉
会館に置いております。
HP http://www.ksjc.jp/index.php?id=2122
回答期限 5 月 31 日（金）まで
問合せ先 障害者の余暇活動支援者連絡会
（事務局）公益社団法人
北九州市障害福祉ボランティア協会
担当：船寄・古賀
TEL 093-882-6770
FAX 093-882-6771
Mail XLZ02133@nifty.ne.jp

◆障害福祉イベント情報
「いべんとアラカルト」への掲載について
「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。
掲載ご希望の方は、下記アドレスへお知らせください。
また、定期購読希望の方もご連絡ください。

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

