
 

 

 

 

 

 

 

 
◆第 48 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 9 月 7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ご相談ください。 

参加費 100円（飲み物は各自ご用意ください！） 

問合せ先 アヴァンセ北九州事務局 

     TEL 093-582-1063  

         FAX 093-582-1064 

 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント・講座 

①生活相談 
日時 9 月 3日～29 日 

   （毎週火曜日、木曜日、日曜日） 

   10 時～16 時 

会場 北九州市難聴者・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。 

②生活講座「手話学習④」 
日時 9 月 7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 「豊かなコミュニケーション」入門編 

   趣味や職業を表してみよう！ 

③読話学習② 
日時 9 月 28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 難聴者・中途失聴者に向けた読話教室 

   日常会話が読話できるように 

 

①～③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/TEL 093-883-3113 

    （電話対応は火曜日のみ可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆スポーツセンター「アレアス」の   

                       教室・イベント 

①卓球バレー教室 
日時 9 月 8日（日）～令和 2年 2 月 23 日（日） 

   第 2・4 日曜日 14 時 30 分～16 時  

定員 10 名（抽選） 

対象者 障害者手帳をお持ちの小学生以上の方 

    （付き添いの方） 

※障害の有無に関わらず楽しめます。 

②障害者スポーツリハビリ専門相談 
日時 9 月 8日（日）～令和 2年 2 月 9 日（日） 

   毎月第 2 日曜日 10 時～12 時  

定員 2 名（完全予約制） 

対象者 障害者手帳をお持ちの方 

 

①②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） 

参加費 無料 

 

アレアス以外のイベント 

③北九州市長杯 

 第 12 回小学生ふうせんバレーボール大会 
日時 令和 2 年 1月 26 日（日） 

   10 時～14 時（予定） 

場所 総合体育館（八幡東区八王寺町） 

定員 １チーム 6名以上 

   （上級生 3名以下、下級生 3 名以上）の抽選 

   36チーム（同時申込みできる数3チームまで） 

対象者 北九州市内に在住する小学生 

参加費 無料 

申込期間 9 月 1 日（日）～30 日（月） 

 

①～③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 

 

 

 

 

 

 

令和元年９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



◆日常生活の不便を補う福祉機器 

・便利グッズの紹介他（定例交流会 in 北九州） 
日時 ９月 8 日（日）13 時～16 時  

場所 西部障害者福祉会館 502・503 会議室 

     （八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 私たちは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。そこで今回の交流会では 

   「メガネのヨネザワ」の本田孝文さんをお招き 

   して様々な福祉機器を紹介して頂き、我々の生 

   活の中に取り入れ、不便さを補うことでＱＯＬ 

   向上に繋がればと思っています。また今回は話 

   題の音声AI メガネ 「オーカムマイアイ 2」や 

   暗所視支援眼鏡「MW10」なども体験できます。 

対象者 視覚障がいの当事者やその家族、その他、福 

    祉関係の方や興味のある方ならどなたでも参 

    加ＯＫです。多くのご参加をお待ちしており 

    ます。 

参加費 無料 

問合せ先 福岡県網膜色素変性症協会（JRPS福岡）  

          担当 三小田（さんこだ）  

     携帯 090-9562-2768 

 

 

◆授産品バザー 
日時 9 月 18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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆家族会研修会 障害のある子の「親なきあと」 

  ～「親あるあいだ」の準備～ 
日時 9 月 21日（土）  13 時 30 分～16時 

会場 ウェルとばた 2階 多目的ホール  

   （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 「親なきあと」の問題は障害を持った子の家族 

   にとっては最大の関心事です。現在ひきこもり 

   問題や8050問題が話題になっていますが「親 

   なきあと」に通じるものがあり、地域で安心し 

   て暮らせるような仕組み創りは喫緊の課題でも 

   あります。家族として行政と対話を進めながら 

   何ができるのか、親として今できることは何な 

   のかを学ぶため、東京から「親なきあと相談室」 

   を全国展開され手をつなぐ親の会会長の行政書 

   士でもある渡部伸氏をお招きし研修会（講演会） 

   を開催することにしました。 

    障害のある子の「親なきあと」はどうなるのだ 

   ろう。「親なきあと」を考え、悩みを明確にす 

   ることにより、今できること、準備すべきこと 

   は何か考え、高齢化が進む今だからこそ課題に 

   向きあい、親子の安心だけでなく地域の安心に 

   も繋げて、ひいては、ひきこもり問題や８０５ 

   ０問題などの解決につながる一歩となればと思 

   っています。 

講師 渡部 伸 氏 

    慶応義塾大学法学部法律学科卒業 

    出版社退職後、行政書士、社会保険労務士 

        ２級ファイナンシャルプランニング技能士 

    現在、世田谷区 手をつなぐ親の会会長 

    「親なきあと」相談室を開設 

対象者 障害のある当事者、家族（親、兄弟姉妹、配 

    偶者等）、支援者、教育関係者、医療従事者、 

    その他関心のある方など 

定員 180 名（先着順） 

参加費 資料代等として 500 円（当事者無料） 

申込 9 月 15日（日）まで 

申込方法 下記へ①氏名、ふりがな②連絡先（電話、 

           FAX、メール）③所属など（当事者・ 

           家族・支援者・教育関係者・医療関係者 

          ・その他）④ご一緒される方のお名前⑤合 

     計人数をメールまたは FAXでお申込み下 

     さい。お申込み用リンクからも可能です。 

申込・問合せ先  

  北九州精神障がい者家族会連合会 

   （あかつき会家族会） 

  FAX 093-883-7815 

    メール akatsukikazoku@grace.ocn.ne.jp 

    申込み用リンク  

    https://forms.gle/YeKZ29nQVSjEiXdm8 

 

 

 

 

 

 

mailto:akatsukikazoku@grace.ocn.ne
https://forms.gle/YeKZ29nQVSjEiXdm8


◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 
日時 9 月 22、29 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） 

 

◆西部障害者福祉会館の講座 

①食育セミナー 

「食材の栄養と効能を活かした健康料理」 

～塩分・糖質・カロリーを知る～ 
日時 9 月 27日（金） 10 時～12 時 30分 

内容 食育アドバイザーによる講話のあと、調理実習 

   を行います。 

調理メニュー サンドイッチ、じゃがいものマリネ、 

       かぼちゃスープ、トマトジュレ 

定員 20 名（抽選） 

参加費 材料代として 700円 

申込 9 月 20日（金）まで 

②簡単料理塾 ～旬を味わう～（全 5 回） 
日時 10 月 18日（金）～令和 2年 2 月 21 日（金） 

   毎月第 3 金曜日 10 時～12 時 

内容 料理が好きな人、料理が初めての人も楽しく一 

   緒に、お家で簡単にパパっと出来る、旬の料理 

   を学びましょう。 

定員 20 名（抽選） 

参加費 材料代として 3,500円（5 回分） 

申込 10 月 6日（日）まで 

 

①②共通事項 

会場 西部障害者福祉会館 料理講習室 

   （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人 

※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、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。 

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 に希望講座名、

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 

 

◆視覚障害者生活教室 

①「終末期活動における備えと対策」 
日時 9 月 15日（日）10 時～12 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 自分の一生を総括し、人生の終わりに備える活 

   動を考えてみませんか。 

対象者 視覚に障害のある方及びその家族、関係者 

定員 50 名（先着） 

申込 9 月 4日（水）から 

②「シャンテ講座」（全 2 回） 
日時 9 月 29日（日）、10 月 6 日（日） 

   10 時～12 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 「シャンテ」とは耳新しい言葉でしょう。シャ 

   ンソンのもとになることばで、詠ずるに近い意 

   味を持ちます。よく知っている歌が、すっかり 

   変身して現れます。原曲とは別のことばからの 

   感動を味わう、新たな発見があると思います。 

   歌を超えた歌。朗読ともひと味違う声の表現を 

   体験してみませんか。 

対象者 視覚に障害のある方で、両日参加できる方 

定員 15 名（先着） 

申込 9 月 18日（水）から  

 

①②共通事項 

参加費 無料 

※スタッフがいますので安心してご参加ください。 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館 

         TEL 093-645-1210 

           FAX 093-645-1601 

 

◆発達障害に関する相談カフェ 
発達障害のある、もしくはその疑いのあるお子様の

保護者の方を対象に相談カフェを実施します。コーヒ

ーやお菓子を食べながら、日ごろの悩みを相談したり、

他の方の話を聞いたりしてみませんか。 

興味のある方はぜひご参加ください。 

日時 ９月 26 日（木）13 時～14 時 30 分 

   （受付 12 時 45分～）  

会場 社会福祉法人もやい聖友会  

   銀杏庵穴生倶楽部（駐車場有） 

   （八幡西区鉄王 2丁目 2 番 36号） 

対象者 18歳以下の発達障害のある子ども又は, 

        その疑いのある子どもの保護者 

定員 １０名（先着順） 

参加費 500円（コーヒー、お菓子代） 

申込・問合せ先 保健福祉局精神保健福祉課 

        TEL 093-582-2439  

         FAX 093-582-2425 
 

 

 



◆みんな来ちゃり～♪ 

秋のぷかぷかフェスタ 2019 
日時 9 月 29日（日）11 時～15 時 

会場 子どもの城・KOTO Factory アトリエ・中庭 

  （八幡西区御開 4-16-13）駐車場あります。 

内容 北九州の福祉支援事業所さんや地域のクリエー 

   ターさん達と一緒にお菓子や雑貨の販売、ワー 

   クショップを開催します。 

   ・ふくらはぎリンパマッサージ 

   ・キッチンカー・写真撮影会 

   ・パネル展示・プラレールで遊ぼう 

   ・作品展示・フリマ など 

対象者 障害のあるなしに関わらずどなたでも参加 

    OK 

問合せ先 子どもの城ほんじょう 

     TEL 090-3666-6315（西山） 

 

◆第 11 回 聴覚障害者支援セミナー 
日時 10 月 12日（土）13 時～16 時 

   （受付 12 時 30分～） 

会場 ウェルとばた 2階 多目的ホール 

     （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 「言葉の壁を超えるコミュニケーション 

        ～誰とでも通じるようになろう～」 

講師 森本 行雄 氏 

  厚生労働大臣公認手話通訳士 

  聴覚障害児入所施設金町学園 児童指導員 

  国学院大学講師、東海大学講師 など 

対象者 どなたでも参加できます。 

定員 100 名 

   （定員に達し次第、申込を締め切ります） 

参加費 無料 

申込 9 月 4日（水）から 

申込方法 氏名（ふりがな）、区分（支援者・聴覚障 

     害者・その他）、連絡先（電話または FAX 

     番号）、必要な情報保障（手話通訳・要約 

     筆記・盲ろう通訳）をご記入の上 FAX・ 

     電話・はがき・来館にて受け付けます。 

申込・問合せ先 北九州市立聴覚障害者情報センター 

                   担当 辻 

〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎 3-15-3 

        コムシティ 5 階 

        TEL 093-645-1216  

        FAX 093-645-3335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目が見えない・見えにくい方を 

サポートするご家族やスタッフの為の 

         視覚障害者支援セミナー 

～支援のコツを知ってあなたも 

       視覚障害者も日常を快適に～ 
日時 10 月 27日（日）10 時～15 時 

   （9時 30 分開場） 

会場 北九州市総合保健福祉センター3 階 

   （アシスト 21） ADL 室 

   （小倉北区馬借 1-7-1） 

内容 ケガや病気のため人生の半ばで目が見えない 

   ・見えにくい状態になることがあります。す 

   るとご本人はもちろんのこと、身近にいるご 

   家族もどう接したらいいのか分からなくて困 

   ってしまいます。このセミナーでは支援に長 

   年たずさわる歩行訓練士と視覚障害当事者相 

   談員が講師となり、視覚障害者のご家族や身 

   近な方の為に、視覚障害によって困ることや 

   支援のコツを紹介し、お互いに快適な日常を 

   過ごすためのヒントを学びます。 

対象者 視覚障害者をサポートしているご家族やス 

    タッフ等 

定員 20 名（先着） 

参加費 食事体験代として 600 円 

申込 10 月 17日（木）まで 

申込方法 所定の申込用紙にご記入いただき FAX・ 

     メール・郵送またはご持参ください。 

     電話での申込みは受け付けていませんの 

     でご了承ください。 

     申込用紙は、福祉用具プラザ北九州、また 

     は福祉用具プラザ北九州のHPで配布中で 

     す。 

 ※特別な配慮が必要な方は事前にご連絡ください。 

申込・問合せ先 福祉用具プラザ北九州 担当 三浦 

  〒802-8560 北九州市小倉北区馬借 1-7-1 

  社会福祉法人 北九州市福祉事業団 

  北九州市立介護実習・普及センター 

  （福祉用具プラザ北九州） 

     TEL 093-522-8721 

         FAX 093-522-8771 

     MAIL miura@kati.gr.jp 

     URL http://www.kati.gr.jp/ 
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