
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント 

①難聴者の生活相談 
日時 ７月２日～30 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手話学習① 
日時 ７月３日（土）13 時～15 時 

会場 東部障害者福祉会館 和室 

（戸畑区汐井町 1‐6 ウェルとばた 6 階） 

内容 手話入門 自己紹介をしてみよう！ 

③手話学習② 
日時 ７月 10 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 手話入門 地名・人物の表現 

④成年後見人制度について 
日時 ７月 24 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 梶原 俊洋 氏（行政書士） 

 

①～④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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆小学校の特別支援学級ってどんなところ？ 
～特別支援学級（自閉症・情緒障害）のおはなし～ 

日時 ７月 10 日(土) 10 時～12 時 

会場 生涯学習総合センター１階 A会議室  

（小倉北区大門１丁目６−４３）  

講師 宮崎 理恵 先生  

（北九州市立三郎丸小学校 特別支援学級 

 自閉症・情緒障害学級担任） 

内容 いろいろな特性を持つ子どもがいます。一人ひ 

とりの育ちのために、特別な支援のメニューが 

ある小学校の「特別支援学級（自閉症・情緒障 

害）」それは、どんな教育環境なのでしょうか？ 

現場の先生が、北九州市の現状や実際の学級の 

様子をわかりやすく話してくださいます。 

対象者 興味のある方は、どなたでもご参加ください！ 

定員 ２０名（先着） 

参加費 一般 500 円 会員 300 円  

申込 申込フォーム はこちら

https://forms.gle/3E6ToVxqonYhTZgN6 

  

   QRコードはこちら  

 

（返信を以って申込となります） 

※新型コロナウィルス感染症の感染状況により、 

オンラインでの開催になることがあります。 

問合せ先  

NPO法人北九州子育ち 

・親育ちエンパワメントセンターBee 

Email d9503@ybb.ne.jp（コウノ） 
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※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
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◆第 56 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 ７月 10 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 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。 

※感染に気を付けながら開催予定ですが、状況によっ 

 ては中止または、延期となる場合がございます。 

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（倉重クリニック内） 

TEL 093-582-1063 FAX 093-582-1064  

携帯  090-7984-1952（内園） 

      070-5693-8971（中前） 

 

◆ムーブフェスタ 2021 市民企画事業 

北九州市自閉症協会主催シンポジウム 

発達障害児者の子育て・親育ちシリーズ 17 

「発達障害児者支援の過去、今、未来」 
日時 7 月 11日（日）14 時～16 時 

会場 ・オンライン 
（ZOOM のアプリのダウンロードが必要です） 

・男女共同参画センタームーブ 5 階 

    大セミナールーム 

（小倉北区大手町 11－4） 

※公共交通機関の利用をお願いします 

内容 発達障害支援の療育・教育・福祉の各分野の視 

点から、これまでの取り組み、現在の課題、未 

来への夢を語り合い、「支援の在り方」と「発 

達障害者のよりよい未来を拓く」ために私たち 

ができることを考えていこう。 

講師 酒井 一栄 氏 
（放課後等デイサービス 

おーぷんはーとおりお管理者） 

   樋口 陽子 氏 

    （一般社団法人キャリアサポートクラブ 

理事、事務局長） 

   中西 泰臣 氏 

     NPO法人践士会理事長、 

放課後デイサービスIet小倉南管理者 

定員 会場 80 名 オンライン 100 名 

参加費 無料 

申込方法 

① ウェブ申込（会場・オンライン参加） 
下記URLまたはQRコードからお申込みください。 

https://forms.gle/CYtFSpBRFVgGZdEz5 

 

申込QRコードはこちら 

 

 

 

② FAX・メール申込（会場参加のみ） 

  氏名（代表者）・ふりがな・電話（連絡のつく番 

号）メールアドレス（代表者）・ご所属（教育、 

保育、福祉、医療、当事者、保護者、その他）・ 

ご一緒にご参加のお名前・ふりがなをご記入の上、 

お申込みください。 

申込 7 月 5日（月）まで 

問合せ先 北九州市自閉症協会 

     TEL/FAX  093-964-1102（伊野） 

          Email asj.kitaq39@gmail.com 

 

◆障害者スポーツリハビリ専門相談 
日時 ７月 18 日（日）10 時～12 時 

      （1人 30 分～1時間） 

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） 

定員 2 名（予約制） 

対象者 各種障害をお持ちの方 

申込 7 月 1日（木）～11 日（日） 

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 
 

◆第３回 ひきこもり女子会in北九州 
日時 7 月 22日（木）13 時 30 分～17 時 

  （開場時間 13 時～） 

会場 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 5F 

   大セミナールーム（小倉北区大手町 11-4） 

内容 ひきこもり状態、対人関係の難しさなど、さま 

ざまな生きづらさを感じている、女性の方を対 

象に交流会を開催します。気楽に参加できる女 

子会です。途中参加、途中休憩、途中退室OK！ 

黙って聞いているだけでもOK！ 

コーディネーター 半田 百合枝 氏 

         （北九女子一歩会 会長） 

第１部 13時 30 分～15 時 

体験談・市内の女子会の紹介  

    ➀ひきこもり・生きづらさを抱える当事者や 

経験者の体験談 

    ②支援者からのメッセージ 

     戸内 智子 氏 

（前北九州市子ども・若者応援センター 

・YELLセンター長） 

③市内の女子会紹介 

第 2 部 15時 20 分～16 時 50 分 

     グループカフェ（小グループに分かれてお話） 

対象者 障害があるなし関わらず、当事者・経験者・ 

ご家族・支援者など 

参加費 300円（飲み物、お菓子、資料代） 

申込方法 できるだけ事前に、お名前（ニックネーム 

可）・連絡先・人数をお知らせください。 

申込・問合せ先 北九女子一歩会 事務局 西本 

        TEL 090-8621-5789 

        Email kitazyo@gmail.com 

mailto:kitazyo@gmail.com


◆東部障害者福祉会館の講座 

➀切り絵教室（全 4 回） 
日時  8 月 1日、9月 5 日、10 月 3 日、 

11 月 7 日（日曜日）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 楽しく切り絵の作品を作ります。作品は、会館 

の文化祭「ふれあい広場」もしくは、館内で展 

示します。 

定員 10 名（抽選） 

参加費 材料代として 800 円（4 回分） 

申込 7 月 1日（木）～7 月 19 日（月） 

②料理教室（全 2 回） 
日時  8 月 22 日（日）、9 月 26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 今回は、1人で作る料理教室です。健康のため 

にもたのしく料理を作りましょう。 

定員 8 名（抽選） 

参加費 材料代として 1 回 500 円 

申込 7 月 15日（木）～8 月 11 日（水） 

 

➀➁共通事項 

対象者 障害のある人 

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、日時、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）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  

北九州市立東部障害者福祉会館 

TEL 093-883-5550  

FAX 093-883-5551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆困難を抱えている子どもたち 
日時 8 月 1日（日）13 時～15 時 30 分 

   （受付 12時 30 分～） 

会場 ウェルとばた 2F多目的ホール 

  （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 さまざまな理由で、生活や学習などに困難を抱 

えている子どもたちがいます。このたび綾の会 

では、Y‘ｓcaféさんとの共催で、そのよう 

な子ども自身のことや、子どもたちが生活する 

社会環境のことなどを多くの皆様に理解して 

いただくとともに、困難を抱えている子どもた 

ちの自立と成長を支えることについて考える 

ことをテーマとして、講演会を開催いたします。 

講師 内田 博文 氏  

九州大学名誉教授 
公益財団法人人権教育啓発推進センター評議員 

福岡県人権施策推進懇話会会長 

★綾の会  

困難を抱える子どもの人権や配慮が大切にされ 

る社会、さらには家族を含め子どもが育つ環境整 

備についても同様に大切にされる社会を目指す 

ための一助となるように元県立高校PTA会長が 

発起人となって活動を行っています。子ども、 

保護者、学校、地域の皆が手をつないで、支え合 

うことを目指していきます。 

★Y‘ｓcafé  

サポートが必要な子どもとその保護者・支援者 

がいつでもひと休みできるコミュニティカフェ。 

毎月１回、発達に不安をお持ちのご家族、先輩保 

護者、相談支援員などが集まって安心して話せる 

「小さなお話会」などを行っています。 

対象者 教育、福祉の分野をはじめ、障害などさまざ 

まな理由で困難を抱えている子どもの成長 

を支えることに関心のある方、ご家族など 

定員 40 名 
   （応募者多数の場合は、調整させていただきます） 

参加費 500円 

申込 7 月 11日（日） 

申込方法 下記へお名前、ご連絡先（住所・電話番号・ 

当日の連絡先）、ご所属（家族・学校関係・ 

幼稚園／保育所関係・福祉関係・行政関 

係・その他）、をメールにてご連絡くださ 

い。また、講師への質問等もございました 

ら一緒にお知らせください。ただし、時間 

の都合上全ての質問にお答えできない場 

合もあります。 

申込・問合せ先  

綾の会 事務局 （担当 内海） 

Email kazu-bu@eri.bbiq.jp 

  Y‘ｓcafé （担当 吉岡） 

    Email yscafe@lup.bbiq.jp 

 

 

 

mailto:kazu-bu@eri.bbiq.jp


◆西部障害者福祉会館の講座 

①最後の最後まで一緒にいよう 
〜盲導犬セラフと過ごした最後の４ヶ月間の記録〜 

日時 8 月 22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） 

   ・オンライン 
（ZOOM のアプリのダウンロードが必要です） 

内容 13 年間並んで過ごした盲導犬との別れとはじ 

まりについてお話をします。前半は彼を看取り 

たいと切望したその先に見えた今の思い、後半 

は盲導犬を迎えるにあたって準備した、自身の 

経験に基づいたお話し。そして、当事者の立場 

から、スポーツ選手だったり、さまざまな葛藤 

経験の中で感じたことや盲導犬とのお話しが、 

色々な人の気づきや希望になればと思います。 

講師 NPO 法人地域医療連繋団体.Needs 

西島 玲那氏（鍼灸師）  

        15歳で網膜色素変性症を発症、19 歳で視 

力を失う。19 歳のときにゴールボール女子 

日本代表となり世界選手権に出場。21 歳で 

引退後、23歳で陸上競技に転向。全盲女子 

800m の日本記録保持者（2021 年 4 月 1 

日現在）。その後引退し成長期のアスリート 

のケアに携わりながら治療院を運営する。 

土屋 啓子氏（看護師） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人、支援者 

定員 会場 20 名 オンライン 20 名 

（どちらも先着） 

参加費 無料 

申込 8 月 4日（水）から 

申込方法 来館または、下記へご連絡ください。オン 

ライン受講希望の方は、下記へメールにて 

お申込みください。 

     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。 

※当日の要約筆記の情報保障は会場内に限定（手話通 

訳はオンライン可）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・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆視覚障害者生活教室 

ポプリとルームスプレー作り 
日時 8 月 29日（日）10 時～12 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 精油を使ってポプリとルームスプレーを作り 

ます。 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 15 名（先着） 

参加費 材料代として 1,000 円 

申込 7 月 17日（土）から 

※スタッフがお手伝いしますので、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 

 

◆第 14 回 北九州市障害者芸術祭 

「みんなの夢が響く瞬間（とき）、輝くところ」 

➀作品展出品者募集 
障害者芸術祭作品展の出品作品を募集します。 

今年度のテーマ 「まちを元気に こころを元気に」 

応募資格 障害のある方 

応募内容 絵画（ちぎり絵、ＣＧアート含む）、写真、 

     書道、工芸（陶芸・彫像・木工品・紙・ 

     革細工等）、手芸（刺繍、織物、パッチワ 

     ーク等） 

募集期間 7 月１日（木）～8 月 30 日（月）必着 

※応募作品は１人１点までとします。作品の新旧は問 

 いませんが、未発表（展示会等に出品されていない） 

 のものに限ります。販売目的で制作された製品では 

 ないものとします。 

※テーマ部門と自由部門で募集し、テーマ部門の中か 

ら入賞作品の審査を行います。入賞された方は、11 

月 21 日（日）のステージイベントにて表彰式を行 

います。 

応募方法 申込書に必要事項を記入の上、作品を直接 

事務局まで持参してください。 

詳しい内容や所定の応募用紙は、下記へお 

     問い合わせいただくか、または、ホームペ 

     ージでダウンロードできます。 

 ★北九州市身体障害者福祉協会アートセンターHP 
http://www.kitaqshinsyo.com/index.php?id=335 

②作品展 
 障害者芸術祭作品展にご応募いただいたすべての 

作品を展示します。 

日時 11 月 23日（火）～28 日（日） 

   10 時～18 時（最終日は 17時まで） 

会場 北九州市立美術館黒崎市民ギャラリー 

   （八幡西区黒崎 3丁目 15-3） 

➀②共通事項 

問合せ先 （公財）北九州市身体障害者福祉協会  

               （担当 松﨑・井本） 

TEL 093-883-5555  FAX 093-883-5551  

mailto:メール%20seibukaikanjigyou@gmail.com
http://www.kitaqshinsyo.com/index.php?id=335


◆心の輪を広げる障害者理解促進事業 

           作文・ポスター募集 
内容  毎年 12 月 3 日から 9日までの一週間は「障 

    害者週間」です。 

    内閣府では、「障害者週間」の取組の一つとし 

    て、毎年、都道府県・指定都市と共催して、障 

害のある人に対する理解の促進を図るため「心 

    の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポス 

    ター」を募集しています。 

    障害の有無にかかわらず、誰もが互いの人格と 

    個性を尊重し合いながら、安心していきいきと 

    暮らすことのできる“共生のまちづくり”を目 

    指し、ぜひ皆さんの体験や気持ちを作品にして 

    ください。 

 

①「心の輪を広げる体験作文」 
テーマ  

「出会い、ふれあい、心の輪 

『障害のある人とない人との心の 

ふれあい体験を広げよう』」 

応募方法 
小学生区分、中学生区分、高校生区分、一般区分の 4

区分。 

・400 字詰原稿用紙(B4 判又は A4判・縦書き)を使 

用してください。 

・「小学生区分」及び「中学生区分」は原稿用紙 2～4 

枚程度、「高校生区分」「一般区分」は原稿用紙 4～ 

6 枚程度とします。 

・パソコン等の電子機器による作成も可とします（用 

紙は上記に準じるもの）。ただし、手書きの作品に 

ついては、写し（コピー等）の提出は認められませ 

んので、ご注意ください。 

・点字の作品の応募も可能です。点字の作品について 

は、墨字に直したもの（様式自由）を必ず添付して 

ください。 

 

②「障害者週間のポスター」 
テーマ  

「障害の有無にかかわらず誰もが能力を 

発揮して安全に安心して生活できる社会の実現」 

応募方法 
小学生区分、中学生区分部の 2区分。 

・作品は縦長の向きにしてください。彩色画材は自由 

です。標語や文字は入れないでください。 

・紙の大きさは、画用紙の B3 判(横 364ミリメート 

ル×縦 515 ミリメートル)又はいわゆる四つ切り 

(横382ミリメートル×縦542ミリメートル)とし 

てください。これより小さい作品は、B3判の台紙 

に貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

➀②共通事項 

作品の他に、題名、住所、氏名(ふりがな)、年齢(生年

月日)、性別、職業又は学校名(学年)、電話・FAX 番

号、障害の有無・程度、作品で表現した内容などを記

入した応募用紙を一緒に送ってください。 

※部門ごとに１作品ずつ選定し、内閣府へ推薦します。 

全国の推薦作品の中から入賞作品が選定され、表彰 

されます。 

※児童生徒で、学校を通して応募する場合は、学校へ 

提出してください。 

※作文・ポスターの応募用紙は北九州市ホームページ 

に掲載しています。 

★北九州市ホームページ 

『令和３年度「心の輪を広げる体験作文」 

及び「障害者週間のポスター」の募集』 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17

600344.html 

募集期間 9 月 7 日（火）まで 
提出・問合せ先  

北九州市保健福祉局障害福祉企画課 

              （共生社会推進係） 

  〒803-8501 

  小倉北区城内１番１号 

  TEL 093-582-2453 

    FAX 093-582-2425 

 
 

◆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） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉いべんとアラカルトは 
パソコンでも読めます！ 

 
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 

http://www.ksjc.jp/ です。 

３．ＨＰの QRコードは      です。 


