
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント・講座 

①生活相談 
日時 1 月 7日～30 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⑥」 
日時 1 月 11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 

   入門編のまとめ 

③生活講座「難聴者の生活上の最新情報」 
日時 1 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） 

講師 本山 和彦 氏 

   （福岡難聴者 UD 支援協会 ペガサス代表） 

 

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） 

 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 
日時 1 月 12、19 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆「夜明け前」上映会 

～呉秀三と無名の精神障害者の 100 年～ 
日時 1 月 12日（日） 

   13 時 30分 開場 14 時 開演 

会場 コスメイト行橋 行橋市文化ホール 

  （行橋市中央 1 丁目 9-3） 

内容 

 14 時 10 分～ 講演会 

    人権について～男女共同参画の視点から～ 

 15 時～ 上映 上映時間 66 分 

    （完全バリアフリー版） 

※要約筆記、手話通訳など情報保障あります。また、  

 看護師（救護室）も配置していますので安心してご 

 参加ください。 

対象者 障害のあるなしに関わらずどなたでも 

定員 550 名（前売り券をお持ちの方優先） 

参加費 一般 1,000 円 障がい者・大学生 500 円 

    高校生以下・介助者１名 無料 

申込 下記へご連絡ください。 

問合せ先 

「夜明け前」上映会実行委員会 担当 西 

  携帯 080-5600-4869 

 

◆精神障害者の地域移行支援研修会  
日時 1 月 17日（金） 

   18 時 30分～20 時 30 分（受付 18時～） 

会場  北九州市総合保健福祉センター 2 階講堂 

       （小倉北区馬借 1 丁目 7-1） 

参加費 無料 

対象者 当事者および関係者 

定員 100 名（先着） 

講師 内布 智之 氏 

  （精神保健福祉士・ピアサポート専門員） 

内容 講演、グループワーク  

   今回は「当事者が関わる地域移行支援」と題し、 

   精神障害者の当事者であり、相談支援専門員と 

   して東京都荒川区で活躍されている内布さんを 

   お招きします。当事者目線で地域移行支援に関 

   わることの意義や効果についてお話いただきま 

   す。ぜひ、お話を聞いてみませんか。 

申込 1 月 10日（金）まで 

申込・問合せ先 相談支援事業所あさの 

             （担当：重藤・山田） 

              TEL 093－513-2570 
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◆第２回地域在看ネットワークミーティング 
～在宅看護と多職種連携について考えてみましょう～ 

日時 1 月 19日（日） 

   9 時 30分～14時（受付 ９時 30分） 

会場 クレカ若松 2F 市民ホール 

  （若松区赤岩町 13-1 ボートレース若松場内） 

内容 医療や介護の様々な問題に対し、どのように地

域とつながれば、問題を解決できるかを皆で考

え、「安心した生活」を支えることが出来る社

会を作ることが、地域在看ネットワークミーテ

ィングの趣旨・目的です。 

   今回は、難病、障害、災害、不登校をキーワー

ドに皆で一緒に考えましょう。 

★10 時 30 分～12時 15 分 

  映画上映「あまのがわ」 

  ※この映画に出てくるロボットの「おりひめ」を 

   実際使っている方が登壇され説明と実演をして 

   くださいます。 

★12 時 30 分～12時 50 分 

  ランチョンセミナー 

  講師 魚住 武則 氏（産業医科大学 神経内科） 

★12 時 50 分～14時 

  ワークショップ 

対象者 医療、看護、介護、福祉を学ばれている方、 

    従事している方、ご自宅での看取りをお考え 

    の方、在宅介護について知りたい方、ご地域 

    にお住いの方、ぜひご参加ください。 

定員 150 名（先着） 

参加費 500円 

※ランチョンセミナー参加希望の方は、昼食をご準備 

 ください。なお、お弁当の申込（先着 50 名）も行 

 っております。1 月 13 日（月）までにご連絡くだ 

 さい。参加費とは別に 500 円必要です。 

申込方法 事前予約制の為下記へご連絡ください。 

申込 1 月 15日（水）まで 

申込・問合せ先  

   一般社団法人 在宅看護センター北九州 

      TEL 093-742-6006 

      FAX 093-742-6036 

 

◆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 1 月 26日（日） 

   10 時（開会式）～14 時 15 分 

会場 総合体育館 

   （八幡東区八王子町 4-1） 

内容 市内小学生 32 チームが参加する、 

   ふうせんバレーボール大会。 

      小学生達の頑張る姿をご観戦ください。 

対象者 どなたでも 

参加費 無料 

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 

◆視覚障害者生活教室 

①「便利で楽しいアイフォン講座」 
日時 1 月 26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 日常生活で便利に使えるアプリの操作を実践

します。 

対象者 視覚の身体障害者手帳を持ち、アイフォンの 

    基本的な操作の出来る方 

定員 6 名（先着） 

費用 無料 

申込 1 月 4日（土）から 

②「レンジで簡単料理講座」 
日時 2 月 2日（日）10 時～12 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 電子レンジで簡単においしく調理します。 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 12 名（先着） 

参加費 材料代として 800 円 

持参品 エプロン、三角巾 

申込 1 月 17日（金）から 

③「四季のスキンケア講座」 
日時 2 月 9日（日） 

   10 時 30分～11 時 30 分 

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 季節ごとの皮膚のトラブルとその対策につい 

   て、皮膚科医の立場からお話いただきます。 

講師 白石 正憲 氏（皮膚科医） 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 15 名（先着） 

費用 無料 

申込 1 月 17日（金）から 

 

①～③共通事項 

※スタッフがお手伝いします。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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆障害のある人への 

       パソコンサポーターを募集 
障害のある人にとって、パソコンは人とのコミュニケ

ーションを飛躍的に広げてくれるツールです。 

障害があるために特別なソフトや操作が必要などそ

れぞれの障害に応じた学習やパソコン環境を一緒に

考えるサポーターの存在は必要不可欠です。北九州市

では「障害者パソコンサポーター養成・派遣事業」を

実施しています。障害のある人がパソコンをスムーズ

に利用できるためのサポーターになりませんか？ 

１．応募条件 

 ①北九州市内に居住または勤務し、受講後、障害者

パソコンサポーターとして活動できる人 

 ②ワード、エクセル、E メール、インターネット等

の基礎的な操作ができ、全日程に参加できる人。 

２．開催期間及び内容等 

期間 2 月 6日（木）～3 月 7 日（土） 

 毎週木・土曜日 おおむね 10 時～16時  

 全 10 回 

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） 

内容 ①各種障害に関する基礎知識と配慮につい

て（講義） 

      ②障害のある人に対するパソコンサポート

技術の知識（講義） 

       ③障害のある人に対するパソコンサポート

技術について（実技） 

費用 資料代として 2,000 円 

３．申込方法 氏名、年齢、連絡先をお電話、または

E メールにてお申込み下さい。 

４．申込締切 1月 3１日（金）17時まで 

５．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協会 

TEL 093-882-6770 

FAX 093-882-6771 

    Ｅメール XLZ02133@nifty.ne.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東部障害者福祉会館の講座 

①おりがみ教室（ひなまつり編） 
日時 2 月 8日（土）13 時 30 分～15 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 春を迎える 3 月の行事ひな祭り！かわいい人 

   形を折ってみませんか？ 

対象者 障害のある人 

定員 10 名（抽選） 

参加費 材料費として 200 円 

申込 1 月 4日（土）～1 月 29 日（水） 

②視覚に障害のある人の外出支援 

          ボランティア体験講座 
日時  2 月 23日（祝・日）10 時～15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 講演と実技 ①視覚に障害のある人のお話 

        ②視覚障害者体験と介助法 

対象者 高校生以上（15 歳以上 中学生は除く） 

定員 20 名（先着） 

参加費 昼食代として 600 円 

申込 1 月 17日（金）から 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆新たな緊急通報システム 

     「Net119」登録説明会の開催 
日時 2 月 14日（金）19 時～21 時 

   2 月 15日（土）10 時～12 時 

    ※両日とも同じ内容になります。 

     ご都合のよい日をお選びください。 

会場 ウェルとばた 多目的ホール 

   （戸畑区汐井町１-6 ウェルとばた 2階） 

内容 聴覚又は音声・言語機能の障害や疾病等があり、 

   音声による１１９番通報が困難な方が、スマー 

   トフォン等のインターネット機能を利用して、 

   全国どこからでも音声によらない１１９番通報 

   をすることができるシステムを令和２年３月に 

   導入するため、説明会を実施し、システムの概 

   要や登録の手続きを行います。 

   事前申し込みは不要です。 

※手話通訳、要約筆記、テキスト化など情報保障あり。 

定員 先着 各 100 人程度 

参加費 入場無料 

問合せ先 北九州市消防局総務課 

     TEL 093-582-3802 

     FAX 093-592-6898 

   メール shou-soumu@city.kitakyushu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 1 月 8・15・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 ） 

対象者 北九州市内に居住または勤務先のある各種 

    障害者手帳所持者 

申込 必ず事前申し込みが必要です。 

   下記へご連絡ください。 

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 1 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 

◆第 3 回北九州フォーラム 

「若者が働き続ける未来の福祉」 

日時 2 月 29日（土）  

   9 時 30分～17 時 

会場 西南女学院大学 6 号館 

  （小倉北区井堀 1 丁目 3 番 5号） 

内容 「若者が働き続ける未来の福祉」をテーマに 

    グループディスカッション形式で福祉につい 

        て語る機会です。 

行政説明 9 時 40 分～10 時 50 分 

     厚生労働省 社会・援護局  

     障害保健福祉部障害福祉課 鈴木 貴士 氏 

基調講演 10 時 55 分～12 時 

     西南女学院大学 福祉学科 教授  

     今村 浩司 氏 

分科会 13時～14 時 30 分 

分科会の報告 14時 45 分～15 時 25 分 

パネルディスカッション 15時 40分～16時 55分 

対象者 障害福祉に興味のあるかたどなたでも 

参加費 学生 無料 一般 3,000 円 

申込方法 事前予約が必要です。 

          下記へご連絡ください。 

申込・問合せ先 北九州フォーラム実行委員会 
                  （担当 井上） 

     TEL 093-382-2210 

 

◆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 

 
「「いいべべんんととアアララカカルルトト」」でではは、、みみななささんんかかららおお寄寄せせいい

たただだいいたた障障害害福福祉祉にに関関すするるイイベベンントト、、講講座座、、講講演演会会なな

どどのの情情報報をを掲掲載載ししてていいまますす。。  

 

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。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

～音声によらない119番～ 

ケガ・病気 事故・災害 火災 

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 
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