
 

 

 

 

 

 

 

 
◆難聴者・中途失聴者協会のイベント・講座 

①生活相談 
日時 2 月 2日～27 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⑦」 
日時 2 月 8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 

   1 年のまとめと手話で歌おう！ 

 

①②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） 

 
◆心理士さんによる、聴覚障害児の 

         心理についての学習会 
日時 2 月 7日（金）10 時～12 時 

会場 小倉南生涯学習センター3 階 和室 

   （小倉南区若園 5-1-5） 

内容 「聴覚障害児の心理」についてお話しいただき 

   ます。 

講師 井料 美輝子 氏（心理士・手話通訳士）  

対象者 聴覚障害児を育てるご家族 

※保護者の目が届くようであれば、お子様連れでの参 

 加も可能です。 

参加費 300円 

申込 ２月 5 日（水）まで 

申込方法 メールにてお申込みください。 

申込・問合せ先  

  北九州聴覚障害児育児サークル みみずく  

                （担当 入江） 

Email  Kitakyusyu.deafchild@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ココからはじまるデジタル 

          ファブリケーション 

～3D プリンターと出会ってみませんか～ 
日時 2 月 8日（土）13 時～16 時 

会場 ココクル平野（八幡東区平野 1-3-2） 

内容 3D プリンターで何ができるのかを学び、実際 

   に3Dデータをつくる体験もできるイベントを 

   開催します。福祉の現場で 3D プリンターが使 

   われる機会が増えつつあります。生活に必要な 

      ものを自分でつくったり、仕事を生み出すため 

   に活躍したり、子ども・障害・高齢などさまざ 

   まな福祉の場面で可能性がひろがっています。  

      本イベントは、北九州地域で、3D プリンター 

   と福祉に関心のある人たちのつながりを広げ 

   ることを目的としています。 

      ※データづくりをご希望の方は、ノート PC 

    または、iPad をお持ちください。 

講師 白石 晃一 氏（京都造形芸術大学 専任講師） 

   林 園子 氏（FabLab 品川 ディレクター） 

定員 30 名（先着） 

参加費 500円 

対象者 関心のある方どなたでも 

申込方法 下記へ氏名、所属、連絡先（電話・E メー 

     ル）をご記入の上、FAX または、メール 

     にてお申込みください。 

申込・問合せ先  

    一般社団法人 生き方のデザイン研究所 

                  （担当 赤嶺） 

    TEL 093-953-6809 

    FAX 093-953-6819 

    Email staffdesign@aqua.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 2月 1日発行 
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◆レインボードロップスダンス公演 

「こんなにも、家族」 
日時 2 月 9日（日）、11 日(祝・火)  

   開場 13 時 30 分～ 開演 14時～ 

会場 北九州芸術劇場 小劇場 
（小倉北区室町 1-1-1-11 リバーウォーク北九州 6 階） 

内容 特有の身体・個性を大切なエッセンスとして詰 

   め込んだダンス作品です。カラダも個性も十人 

     十色なメンバーのダンスから浮かび上がって 

      くるものとは？どうぞご期待ください。 

チケット料金 全席自由・税込・当前共通 

  一般 1,800 円  

  割引 1,000 円 

  （障害のある方及びその介助者１名／24 歳以下） 

チケット取扱い 

  ・北九州芸術劇場 

  （プレイガイド・電話 093-562-8435・ＨＰ） 

  ・チケットぴあ 0570-02-9999 

                  [P コード 494-905] 

    ・ローソンチケット 0570-084-008 

                    [L コード 88843] 

※2 歳以下入場不可 

※車いすでご来場の方は、前日までに劇場へご連絡く 

 ださい。 

問合せ先 北九州芸術劇場 

     TEL 093-562-2655 

 

◆北九州市点字図書館のイベント 

①iPhone 等のアプリ体験会 
日時 2 月 9日（日）13 時 30 分～15時 30分 

内容 商品の識別や整理の際に、音声で登録して 

   iPhone 等で利用する「ものタグ」を使ってみ 

   ましょう。 

講師 中村 忠能 氏 

定員 10 名（先着） 

申込締切 2 月 6 日（木）まで 

②Windows10 を使ってみよう 
日時  

第 1 回 2月 1 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 

第 2 回 2月 2 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

   ※同じ内容を 2回実施します。 

内容 今月の 14 日に、Windows7 のサポートが終 

   了しましたが、何をすれば良いのか？そんな 

   疑問について説明をします。また Windows10 

   の設定や操作方法についてもご紹介します。 

講師 点字図書館職員 

定員 各日 6 名（先着） 

 

①②共通事項 

会場 西部障害者福祉会館 505 会議室 

   （八幡西区黒崎 3丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

対象者 視覚障害者、および支援者 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館（担当：衛藤） 

TEL 093-645-1210  FAX 093-645-1601 

◆「子どもの遊びとおもちゃのデザイン」 
日時 2 月 16日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

  （受付 13 時～） 

会場 北九州市立総合療育センター 2 階研修室 

   （小倉南区春ケ丘 10-4） 

内容 長年にわたり肢体不自由児・者の生活に欠かせ 

   ない道具の開発をはじめ、子どもの成長発達を 

   促すおもちゃ作りの研究、実践を続けられてい 

   る繁成先生を講師にお迎えし、五感を使った遊 

   び離れが進む今こそ必要な、子ども達にとって 

   大切な遊び、おもちゃのデザインの重要性を学 

   びます。 

講師 繁成 剛 氏（東洋大学 ライフデザイン学部 

           人間環境デザイン学科 教授） 

対象者 どなたでも 

定員 60 名（定員になり次第締め切ります） 

参加費 500円 

申込方法 下記へご氏名、緊急連絡先、所属をご連絡 

     ください。 

申込・問合せ先 北九州市おもちゃライブラリー 

        TEL/FAX 093-952-9251 

火・木曜日 10 時～13 時 土曜日 13 時～16 時 
 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 
日時 2 月 23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） 

 

◆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 2 月 5・12・19・26 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 

 



◆スペシャルニーズのある子どもたちを 

 守るための災害対策 
日時 2 月 29日（土）14 時～17 時 30 分 

   （受付 13 時 30分～） 

会場 黒崎ひびしんホール 

   （八幡西区岸の浦 2 丁目 1-1） 

内容  

第 1 部  14 時～16 時 20 分 

講演 1「熊本地震の現場から」 

    ～医療職として出来ること～ 

講師 中本 さおり 氏 

     認定 NPO 法人 NEXTEP 

     小児在宅支援部門ステップ 総括部長 

     看護師 

講演 2「災害時小児周産期対策」 

        ～基幹病院の役割と地域連携～ 

講師 大木 茂 氏 

   聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター 

   センター長 

第 2 部 16時 30 分～17 時 30 分 総合討論 

参加費 無料 

対象者 関心をお持ちのすべての方 

定員 100 名程度 

申込方法 当日参加も可能ですが、事前にお申込みく 

     ださい。電話または、メール、FAX にて 

     名前、人数、職種（所属団体名）、連絡先 

     をご連絡ください。 

申込 2 月 14日（金）まで 

申込・問合せ先 産業医科大学小児科   

               （担当 石井 雅宏） 

TEL 093-691-7254 FAX 093-691-9338 

Email uoeh.syouni.zaitaku@gmail.com 

 

◆手話カフェ『SMILE』 
日時 3 月 1日（日）14 時～16 時 

会場 戸畑障害者地域活動センター 

   （戸畑区千防 1-1-16） 

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 2 月 21 日（金）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 

◆スポーツセンター「アレアス」の   

                       教室・イベント 

①アレアスプールなんでも記録会 
日時 3 月１日（日） 9 時 30 分～12 時  

定員 50 名（定員を超えた場合のみ抽選） 

対象者 障害のある方で、日頃プール活動を行ってい 

    る方（水泳・歩行問わず） 

申込方法 来所または電話・FAX にて受付 

     下記へご連絡ください。 

申込 2 月 1日（土）～20 日（木） 

②空手＆リズム運動教室発表会 
日時 3 月 1日（日） 

   アレアスプールなんでも記録会終了後、12 時 

   以降より開催予定 

内容 アレアスで行っているリズム運動教室（ダンス） 

   アレアスを利用している空手クラブ（演武）と 

   の発表会を行います！日頃の練習の成果を、ぜ 

   ひ皆さんもご覧になられてください。 

 

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） 

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 

 

◆春の交流会 
日時 3 月 1日（日）14 時～16 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 前半は、音楽に合わせて身体を動かしながら、 

   みんなで交流します。後半は、お茶とお菓子を 

   いただきながらお話します。 

対象者 障害のある人 

定員 16 名（抽選） 

参加費 500円 

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、事業名、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（要 

     約筆記、手話通訳、資料のデータ化字化、 

     介助など）がありましたらお申込み時にお

伝えください。 

申込 2 月 1日（土）～19 日（水） 

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 

       （火曜日及び祝日はお休み） 
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◆春のイタリアン 
日時 3 月 8日（日）10 時～12 時 

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） 

内容 旬の食材を使い、春を意識したオシャレなイタ 

   リア料理を作ります。 

講師 前田 兆子 氏（フードコーディネーター） 

  

～当日のメニュー～ 

   ＊キャベツと桜えびのアーリオオーリオ 

                （温かいサラダ） 

   ＊鶏団子とキャベツのトマトスープパスタ 

   ＊いちごのヨーグルトパンナコッタ 

 

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 材料代として 700 円 

申込 2 月 28日（金）まで 

※情報保障として、手話通訳・要約筆記・ガイドボラ

ンティアあり。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 に講座名、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 

       （火曜日及び祝日はお休み） 

 

◆「バリアフリーツアー研修会」 
日時 ３月８日（日） 10 時～16 時 30 分 

会場 門司港レトロ 旧大阪商船 ２階  

   海峡ロマンホール（門司区港町 7-18） 

内容 障害の有無に関わらず、自由に好きなところへ 

   行きたいものです。 

   そこで今回は、「目的地をチェックする際のポ 

   イント」「自分自身が楽しめるプランの立て方」 

   を学習し、実際に門司港を散策します。 

   自分たちで立てたプランで自由に旅行を楽し 

   みませんか。 

講師  川瀬 篤志 氏 

       ＮＰＯ法人プロジェクトゆうあい 

    松江／山陰バリアフリーツアーセンター 

                                  センター長   

対象者 バリアフリーツアーに関心のある方なら 

        どなたでも 

定員  ３０名（先着） 

参加費 無料（ただし、散策の際の飲料代などは実費 

        になります。） 

申込 2 月 1日（土）から 

 

 

申込・問合せ先  北九州市身体障害者福祉協会 

                              （担当：松本・岩崎） 

        TEL 093-883-5555  

                FAX 093-883-5551 

       （火曜日及び祝日はお休み） 

 

◆『福祉現場・福祉職員のボランタリー』 

～「生きる」+「活きる」 

          人の生活に関わることを考える～ 
日時 3 月 14日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

   （受付 13 時～） 

会場 北九州市小倉南障害者地域活動センター 

   （小倉南区横代北町 4 丁目 12-1） 

内容 福祉施設の社会貢献、地域に開かれた福祉施設 

   のありかたを模索する一つの手段としての「ボ 

   ランティア」また、豊かに暮らすための人との 

   「つながり」についても考えます。 

講師 椎名 保友 氏 
（NPO 法人日常生活支援ネットワーク（大阪市浪速区） 

                コーディネーター） 

定員 30 名（先着） 

参加費 資料代として 500 円 

研修後、講師との懇親会も併せてご参加ください。 

（小倉駅近辺、4000 円程度を予定しています。） 

申込 3 月 6日（金）まで 

対象者 関心のある方ならどなたでも 

申込方法 下記へ氏名、所属、連絡先（電話・E メー 

     ル）をご記入の上、FAX または、メール 

     にてお申込みください。 

申込・問合せ先 CoCo サロン北九州 Link 福祉施設 

        事務局 生き方のデザイン研究所 

（担当 遠山・御領園） 

        TEL 093-953-6809 

        FAX 093-953-6819 

       Email staffdesign@aqua.ocn.ne.jp 

 

◆ペアレントスクール（研修会）の案内 
日時 ３月１７日（火）１０時～１２時 

会場 ウエルとばた 多目的ホール 

   （戸畑区汐井町１－6 ウェルとばた２階） 

内容 テーマ「いざという時の安心」 

     ～地域生活支援拠点 大分方式について～ 

講師 村上 和子 氏  

       （社会福祉法人 シンフォニー理事長） 

対象者 どなたでも参加可能です。 

参加費 無料 

申込方法 下記へ電話、FAX 等でお申し込みくださ 

          い。 

申込 ３月９日（月）まで 

問合せ先 育成会(親の会)事務局 

     TEL 093-884-1510 

     FAX 093-884-1509 

 


