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◆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

9 月 14 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
日時
会場

9 月 25 日（土）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 難聴者の生活上の最新情報
講師 本山 和彦 氏
（福岡難聴者UD支援協会ペガサス 代表）

③難聴者の生活向上セミナー

★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 57 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 ９月 18 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 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答え
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。
※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）

日時 9 月 19 日（日）13 時～16 時
会場 西部障害者福祉会館 501・502・503 会議室
（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階）
内容 「コロナと難聴者の生活」
～難聴者の体験談と最新情報～
講師 神矢 徹石 氏
（北九州市難聴者・中途失聴者協会 理事長）
中川 優希 氏
（北九州市難聴者・中途失聴者協会 理事）
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/

掲載されているイベントは、新型
コロナウィルス感染拡大防止に伴
い、事業の中止や延期になる可能
性があります。
各問合せ先にご確認ください。

◆障害者スポーツセンター「アレアス」の教室
①障害者スポーツリハビリ専門相談

◆白杖の選び方と安全な歩行についての
学習会（定例交流会 in 北九州）

日時

日時 9 月 26 日（日）13 時～16 時
会場 西部障害者福祉会館 502・503 会議室
（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階）
内容 私たち、視覚障害者にとって移動は最も困難な
ことの一つです。最近でも移動中の事件、事故
が多発しております。今回はこの移動について
福祉用具プラザ北九州の視覚障害生活訓練等
指導者の方をお招きして学習いたします。この
移動に欠かすことのできない白杖の種類・選び
方、そして、その使い方などについて学習して
いきたいと思います。また、質問の時間も取っ
ておりますので、これまで困ったことや疑問
に感じたことなど、質問しながら、より安全で
事故のない歩行ができるようになればと思っ
ております HOYA MW10 HiKARI （暗
所視支援眼鏡）と OrCam MyEye(スマート
カメラ)の体験も出来ます。
講師 武田 貴子 氏
（福祉用具プラザ北九州 視覚障害生活訓練等指導者）
対象者 会員はもちろん、視覚障害者やその家族の方
で、白杖のことをもっと知りたい。また、事
故のない安全な歩行が出来るようになりた
い人など。
参加費 無料
問合せ先 福岡県網膜色素変性症協会（JRPS 福岡）

9 月 19 日（日）10 時～12 時
（１人 30 分～1 時間）
会場 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」
（小倉北区三郎丸 3-4-1）
定員 2 名（要予約）
対象者 各種障害のある方
申込 9 月 1 日（水）～9 月 13 日（月）

②みんなのストレッチ教室
日時

10 月 3 日（日）～令和 4 年 3 月 6 日（日）
毎月第１日曜日 10 時 30 分～11 時 30 分
会場 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」
（小倉北区三郎丸 3-4-1）
対象者 どなたでも
定員 50 名
申込 随時

アレアス以外で実施される教室
③巡回水泳教室
日時

10 月 2 日（土）～11 月 27 日（土）
毎週土曜日 10 時 30 分～11 時 30 分
会場 グローバルマーケットアクアパーク桃園
（桃園市民プール）
（八幡東区桃園 3 丁目 1-6）
対象者 各種障害のある方で、講師の指導を理解でき
る小学生以上の方
定員 10 名（抽選）
申込 9 月 1 日（水）～9 月 20 日（月）
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
FAX093-922-0041
HP www.kitakyushu-ssc.jp

さ ん こ だ

三小田 静男

携帯 090-9562-2768

◆西部障害者福祉会館の講座
秋のスイーツ講座【栗のモンブラン】
日時 10 月 3 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
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

◆障害のある方へ向けたパソコンサポート
障害があるゆえに、パソコンが使えない・使いづらい
方へパソコンサポーターが一人ひとりのリズムに合
わせて優しくサポートします！
日時 9 月 22・29 日（毎週水曜日）
10 時～17 時の中で参加したい時間（2 時間）
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 パソコンの基礎的なこと（ワード・エクセル・
インターネット・メール）iPhone など Zoom
の使い方やコロナワクチンのネット予約につ
いての相談・サポートも可能です！
料金 無料
申込 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

コムシティ 5 階）

内容 栗のモンブランを作ります。
※作ったモンブランは、全てお持ち帰りとなります。
講師 林 茂樹 氏（手作りお菓子のはやし屋）
対象者 市内在住か勤務している障害のある人
定員 8 名（抽選）
参加費 材料代として 1,000 円
申込 9 月 22 日（水）まで
申込方法 来館または、下記へご連絡ください。
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。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

◆東部障害者福祉会館の講座
①リズム体操教室（全 2 回）
日時

10 月 2、23 日 土曜日
午前の部 10 時～11 時 30 分
午後の部 13 時～14 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 リズムに乗って楽しく身体を動かします。自分
のペースで無理せず、からだも心もリフレッ
シュ！！
対象者 障害のある人
定員 各部 10 名（抽選）
申込 9 月 15 日（水）まで

②ボランティア体験教室
日時
会場

10 月 10 日（日）10 時～12 時
東部障害者福祉会館 団体連絡室
（戸畑区汐井町 1‐6 ウェルとばた 7 階）
内容 障害のある人のご家族の体験談と車いすの介
助について学びます。
対象者 15 歳以上（中学生を除く）で障害がある方
へのボランティア活動に関心のある方
定員 20 名（先着）
申込 9 月 18 日（土）～10 月 3 日（日）
➀➁共通事項
参加費 無料
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

◆視覚障害者生活教室
日時
会場

「簡単体操講座」

10 月 3 日（日）10 時～12 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）
内容 健康増進を目的とし、みんなで楽しく体を動か
しましょう。
※運動ができる服装でご参加ください。
対象者 視覚に障害のある方
定員 12 名（先着）
持参品 タオル、飲み物
参加費 無料
申込 9 月 17 日（金）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

◆訓練生募集
訓練期間 令和 4 年 4 月 8 日（金）～
令和 5 年 3 月 16 日（木）
実施場所 福岡障害者職業能力開発校
（若松区大字蜑住 1728-1）
訓練概要
①流通ビジネス科
商品の流通や販売・事務に関する知識・技能を習
得します。
②流通ビジネス科音声パソコンコース
スクリーンリーダー を利用したパソコンの知
識・技能を習得します。
③総合実務科
職業に就くために必要な知識・技能を習得し職域
拡大を行います。
対象者
公共職業安定所長から受講あっせんを受けること
ができ、訓練を受講して関連職種へ就職を希望する
方。訓練を受講する上で健康面と集団生活に支障の
無い方。
訓練科別要件
①身体障がい、精神障がい、発達障がい、高次脳機
能障がい、難病などのある方（手帳の有無を問い
ません）
②視覚障害のある方（手帳の有無を問いません）
③知的障がいのある方
知的障がいのある方で支援者（保護者含む）がい
る方。
（支援者の協力が必要な為）
入寮生は、生活・就業訓練のため休校日前日から
帰省できる方。
受講料 入校料、授業料は無料です。ただし、教科書
代等は、個人負担となります。
➀35,000 円 ②9,000 円 ③33,000 円
※教科書代等は予定金額です。金額が変更される場合
があります。
※詳細は下記へお問い合わせください。
定員 ①13 名 ②3 名 ③10 名
申込 10 月 29 日（金）まで
申込方法 最寄りの公共職業安定所へお申込みくだ
さい。
問合せ先 福岡障害者職業能力開発校
TEL 093-741-5431
または、最寄りの公共職業安定所

