
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント 

①生活相談 
日時 1 月 5日～31 日 

   （毎週火曜日、金曜日、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 
日時 1 月 9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 テーマ「人はなぜミスや失敗をするのか」 

講師 神矢 徹石 氏（社会福祉士） 

③生活講座 
日時 1 月 23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 テーマ「人はなぜストレスを感じるのか」 

講師 神矢 徹石 氏（社会福祉士） 

 

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） 
          URL http://ktqnancho.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆かがやき巡回作品展 
日時 ①1月 9 日（土）～1 月 14 日（木） 

   ②1月 15 日（金）～1 月 20 日（水） 

   ③１月 22 日（金）～1 月 27 日（水） 

会場 ①旧古河鉱業若松ビル 多目的ホールＡ 

    （若松区本町 1-11-18） 

  ②ウェルとばた ２Ｆ交流プラザ 

    （戸畑区汐井町 1-6） 

   ③北九州空港 ３Ｆ展示通路 

     （小倉南区空港北町 6 番） 

内容 令和元年度の北九州市障害者芸術祭作品展に 

   おいて、審査会および来場者アンケートによっ 

   て選ばれた15点のオリジナル芸術作品を展示 

   します。ユニークで力強く繊細な、個性あふれ 

   る作品の数々をぜひ近くでご覧ください。 

   なお、この巡回作品展は２月まで会場を変えて 

   実施していきます。 

入場料 無料  

問合せ先 北九州市身体障害者福祉協会 

     TEL 093-883-5555 

         FAX 093-883-5551 

 

◆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。 

障害福祉ボランティア協会主催 
日時 1 月 6・13・20・27 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 

内容 windows 基礎（ワード・エクセル・メール） 

   インターネット、プリンター設定など 

参加費 無料 

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 

 

 

 

令和 3年 1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

 

http://ktqnancho.blogspot.com/


◆西部障害者福祉会館の講座 

①自分らしい健康を考える 

日時 1 月 24日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

内容 病気や障がいがあっても、人は健康で幸せに生 

   きることができる。 

   健康長寿が謳われる今こそ、改めて『健康』と 

   はどういう状態で、健康を維持するために何が 

   必要なのかを考えてみましょう。 

講師 進谷 憲亮 氏 

    NPO法人Needs 代表理事 

    武蔵国分寺公園クリニック 総合診療医 

    子どもからお年寄りまでのどんな相談でも 

    受ける地域のかかりつけ総合診療医。病気や 

    障がいの有無を問わず、人の健康・幸せのサ 

    ポートをする。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人や支 

    援者の方 

定員 会場受講 20名、オンライン受講 20名 

   （どちらも先着） 

※オンライン受講は、事前に ZOOM アプリのダウン 

 ロードが必要です。また、当日の要約筆記の情報保 

 障は会場内に限定させていただきます。 

 （手話通訳はオンライン可） 

参加費 無料 

申込 1 月 4日（月）から  

申込方法 下記へご連絡ください。また、申込の際に 

     会場受講かオンライン受講かお伝えくだ 

     さい。オンライン受講希望の方はメールで 

     お申し込みください。 

②楽しく防災 in 春の交流会 
日時 2 月 21日（日）13 時 30 分～16 時 

内容 「防災」について、クイズや体験型の活動で楽 

   しく交流します。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

定員 20 名（抽選） 

参加費 500円 

申込 2 月 10日（水）まで 

申込方法 来館または、電話にてお申込みください。 

 
①②共通事項 

会場 西部障害者福祉会館 501～503 会議室 

   （八幡西区黒崎 3丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

※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 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 

   メール seibukaikanjigyou@gmail.com 

◆令和3年度福岡県立小倉聴覚特別支援学校 

 幼稚部入学者募集に関するお知らせ 
本校幼稚部では聴覚に障がいを有する 3歳から 5歳 

までの幼児を対象に幼稚園と同じ教育内容に加えて、 

言語指導と聴覚活用のための指導を行っています。 

特に聴覚障がい幼児の将来の自立に向け、基礎的学 

力を身に付けるための言語力の育成を目指した教育 

を行っています。 

募集期間 １月 29日（金）～２月 5日（金） 

     受付時間は、午前９時から午後４時 

(受付締切日２月 5日は正午）まで。 

手続き方法 

本校所定の入学願書及び調査書に必要事項

を記入し、募集期間内に本校に提出してく

ださい。（入学願書及び調査書は、本校にて

配布します。） 

志願資格 

（１）聴覚に障がいのある幼児                                     

 （２）本県に在住している幼児 

新入学 平成２8年４月２日から 

平成２9年４月１日までに生まれた者 

編入学 平成２6年４月２日から 

平成２8年４月１日までに生まれた者 

募集定員 若干名 

入学選考  

 日時 2 月 12 日（金） 

    ・受付 ９時３０分～９時５０分   

    ・検査 １０時～ 

 会場 小倉聴覚特別支援学校 聴覚学習室等 

 内容 技能・運動能力検査、言語調査、 

    保護者面接等。その他詳細は下記へお問い合 

    わせください。 

合格者発表 ３月 2日（火）  

      午前 10時に本校玄関に掲示し、保護者 

      宛に文書で通知します。 

問合せ先 福岡県立小倉聴覚特別支援学校 

               教務主任 濱 

   〒802-0061 小倉北区三郎丸２丁目９-１ 

      TEL 093-921-3600 

      FAX 093-931-9904 

   代表メール info@k-hss.ed.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:メールseibukaikanjigyou@gmail.com


３．ＨＰの QRコードは      です。 

◆発達障害に関する相談カフェ  
日時 1 月 28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 2-36） 

内容 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。 

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 5 名（先着順） 

参加費 500円（コーヒー、お菓子代） 

申込 1 月 4日（月）～22 日（金） 
申込・問合せ先 

 北九州市保健福祉局精神保健福祉課  

 TEL 093-582-2439  

 FAX 093-582-2425 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆研修会のお知らせ 

①リモート工場見学と講演会 
日時 2 月 4日（木）10 時～11 時 30 分 

内容 支援機器、不自由を自由に変える製品の紹介 

講演 「障がい者への合理的配慮について」 

講師 川村義肢株式会社 福祉用具専門相談員 

②講演会 
日時 2 月 6日（土）10 時～12 時 

内容 講演「超短時間雇用について」 

   「1日 4 時間以下の短い時間」で、「決められ 

   た業務のみ」に取り組む働き方の事 

講師 近藤 武夫 氏 

 （東京大学 先端科学技術研究センター 准教授） 

 

①②共通事項 

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） 

定員 各 20名（抽選） 

参加費 無料 

申込 1 月 30日（土）まで 

申込方法 下記へご連絡ください。 

申込・問合せ先  

北九州市障害者社会参加推進センター（担当 岩崎） 

  TEL 093-883-5554 

    FAX 093-883-5551 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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。。 
 

◎「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。 

◎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） 

北九州市障害福祉情報センター 

いろんな情報発信しています。 １．電子メール(無料) 
ご希望の方は、「いべんとアラカルト希
望」と明記のうえ、情報センターのア
ドレスｊohocenter@ksvk.jp まで、メ
ールをお送りください。 
 

２．ホームページ 

アドレスは、http://www.ksjc.jp/ 
です。 
 


