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◆難聴者・中途失聴者協会のイベント
①生活相談
日時

9 月 1 日～29 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
「難聴者の生活上の最新情報について」
日時
会場

9 月 5 日（土）13 時～15 時
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）
講師 本山 和彦 氏
（福岡難聴者 UD 支援協会ペガサス代表）

③生活講座

手話学習⑤

日時
会場

9 月 10 日（木）13 時～15 時
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 手話単語 体の部位

④生活講座「相続と遺言書について」
日時
会場

9 月 26 日（土）13 時～15 時
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）
講師 梶原 俊洋 氏（行政書士）

⑤生活向上セミナー
日時 9 月 20 日（日）13 時～16 時
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）
内容 「聞こえないって、どんなこと？」
難聴者の体験談と最新情報
（UD トークの実演あり）
講師 本山 和彦 氏
（福岡難聴者 UD 支援協会ペガサス代表）
①～⑤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）

★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

◆第 52 回定例懇話会に参加を！
日時 9 月 5 日（土）10 時～11 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 定例懇話会は『家族（当事者）は話したい、聞
きたい』を一貫したテーマとして掲げ、家族に
出してもらった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で意
見交換しようというものです。当事者家族の不
安解消だけでなく、関係者との相互理解を深め
ることも目的としています。扉を広く開け、机
を離し、除菌をして、感染に気を付けて開催し
たいと思っております
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
携帯 090-1266-4660（神代）
090-7984-1952（内園）

◆スポーツセンター「アレアス」の講座
①みんなのストレッチ教室
日時 9 月 6 日（日）
10 時 30 分～11 時 30 分
定員 30 名（抽選）
対象者 障害あるなしかかわらずどなたでも

②障害者スポーツリハビリ専門相談
日時 9 月 20 日（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
参加費 無料
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

◆医療講演会のお知らせ
日時

◆西部障害者福祉会館のオンライン講座
みんなで楽しく医療を学ぼう！！
「感染症について」

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？

日時 10 月 4 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
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）
内容 感染症とはどんな病気なのかを知るところか
ら、一人一人ができる新型コロナウイルス対策
までお話し致します。
１．感染症はどんな病気？ −どうして感染す
るのか、どうして症状が出るのか？−
２．感染症の予防はどうしたらいい？ −時と
場合に応じて自分で何をしたらいいか考
えられるために−
３．発熱したらどうしたらいい？ −自分と大
切な人の命を守るためにできること−
※手話通訳・要約筆記の情報保障はありますが、会場
内に限定させて頂きます。
【オンライン受講について】
オンライン受講は、Zoom の経験があり、Zoom
アプリをダウンロード出来ている方に限定させ
て頂きます。今回は、未経験者の方の Zoom で
の参加はご遠慮ください。
また、当日は視聴のみの参加となり質疑応答は出
来ません。

9 月 6 日（日）13 時 30 分～14 時 30 分
（開場 13 時 10 分）
会場 八幡西生涯学習総合センター 大会議室
（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 3 階）
内容 「てんかんに伴う精神症状」
講師 中村 純 氏
（産業医科大学名誉教授 医療法人社団新光会
不知火クリニック副院長）
参加費 会員 200 円 一般 1,000 円
問合せ先 日本てんかん協会 福岡県支部
TEL 093-921-0657（のぞみ作業所内）
携帯 090-4487-2655（原）

日時
会場

9 月 13、20 日（日）9 時～12 時
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）

◆発達障害に関する相談カフェ
日時

9 月 24 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 9 月 3 日（木）～23 日（水）
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

とみなが こう き

講師

冨永 晃 輝 氏
NPO 法人地域医療連繋団体.Needs
（JCHO 九州病院）医師
対象者 市内在住か勤務している障害のある人
定員 会場で受講 20 名（先着）
オンライン受講 20 名（先着）
参加費 無料
申込 9 月 17 日（木）～２５日（金）
申込方法 来館または、電話にて受付します。その際、
会場で受講か、オンラインで受講かをお伝
えください。また、聴覚障害のある人は、
FAX に講座名、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。
※その他、お申込方法や受講についてご不明な点がご
ざいましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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

