
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆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 8 月 2日～30 日（毎週日、火）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） 

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。 

※都合の悪い方は、日時・場所など調整致します。 

※秘密厳守します。 

 

②難聴者・中途失聴者の生活講座 
「難聴者･中途失聴者の手話教室⑤」 

日時 8 月 6日（土）13 時～15 時 

会場 北九州市立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・中途失聴者に向けた手話教室 

    「疑問文・入門編のまとめ」 

 

「コロナと難聴者の生活」 

日時 8 月 27日（土）13 時～15 時 

会場 北九州市立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 前半：コロナとはどのような病気か。どのよう 

      な対策をする必要があるか。 

   後半：コロナ禍において難聴者の生活はどのよ

うに変わったか。難聴者に対応できるこ

とはあるか。        

講師 神矢徹石氏（社会福祉士） 

①②共通事項 

対象者 難聴者・中途失聴者・関係者 

参加費 無料 

申込・問合せ先  

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） 

HP : 

http://ktqnancho.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆障害のある人のためのプログラム体験会 
日時 8 月 5 日 （金）14 時～15 時 

8 月 26 日（金）14 時～15 時 

会場 LITALICO ワークス北九州 

  （戸畑区中本町8-14 FARO戸畑駅前ビル404） 

内容 就職を目指す障害のある方へ LITALICO ワー 

クスが提供しているプログラムなどの「体験会」 

を無料で開催しています。また、就職活動の不 

安や相談、働くうえでのお困りごとなどお気軽 

にご相談ください。ご本人だけではなく、ご家      

族からのご相談も受け付けております。 

対象者 各種障害のある人またはその家族 

    （手帳の有無は問いません） 

定員 4 名（定員を超えた場合は、別日をお願いする

ことがあります） 

参加費 無料 

申込方法 要予約です。下記へご連絡ください。 

申込・問合せ先  

 障害福祉サービス 就労移行支援事業 

LITALICOワークス北九州 

TEL：093-873-7488 

FAX : 093-873-7487 

 

◆桑の実工房 夏の展示会 「家族を楽しもう」 
日時 8 月 18日（木）～21 日（日）10時～18 時 

会場 リマポエポエ 

  （門司区柳町 1-4-15-1 階） 

  ※駐車場はありません。お近くのコインパーキングの 

ご利用をお願いします。 

内容 2 年ぶりの開催となる展示会。場所を門司に移

し、リマポエポエさんでの初開催になります。

そっと日常に寄り添う商品をたくさんご準備

してお待ちしています。 

販売予定商品 染物・木工・ペイント・小倉織・雑貨 

問い合せ先 

 障害福祉サービス事業所 桑の実工房 

 TEL / FAX 093-612-6045 

  メール: kuwanomi7@jcom.zaq.ne.jp 

会期中の問合せ先 

 リマポエポエ TEL: 090-7537-4711 

 

令和 4年 8月 1日発行 

発行 北九州市障害福祉情報センタ- 
 〒  北九州市戸畑区汐井町  ウェルとばた 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。 

※  

北九州市障害福祉情報センター 検索



◆聴覚障害者情報センターのイベント 

①電話リレーサービス地域講習会 

電話リレーサービスをもっと知ろう！！ 
※下記のイベントは、新型コロナウィルス感染拡大に

より延期されました。 
日時 8 月 28 日（日）10 時 30 分～12 時 30 分 

会場 ウェルとばた 8 階 83・84 会議室 

  （戸畑区汐井町１－６ ウェルとばた 8 階） 

内容 日本財団電話リレーサービスの方から、仕組みや利便性に

ついてお話を聞きませんか？ 

講師 日本財団電話リレーサービス 地域講習会講師 

対象者 聴覚に障害のある方・支援者・企業の担当者 

定員 50 名（定員を超えた場合は抽選） 

参加費 無料 

申込期間 8 月 15 日（月）まで 

その他 登録を希望する方は、スマートフォンと身体障害者手帳（聴覚

障害・言語障害）等をお持ちください。 

 

②第 14 回 聴覚障害者支援セミナー 
日時 9 月 10日（土）13 時～15 時 

   ※受付 12時 30 分～ 

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 テーマ 「コロナ禍におけるコミュニケーショ

ンと心のケア」   

講師 若狭
わ か さ

 妙子
た え こ

氏 

（京都市聴覚言語障害センター相談員 臨床心理士） 
対象者 どなたでも 

定員 会場 40 名 ZOOM 20名程度 

参加費 無料 
申込期間 ８月 17日（水）10 時～（先着順） 
※QR コードによる受講申込はこちら → 

①②共通事項 

申込・問合せ先  

  北九州市立聴覚障害者情報センター 
TEL：093-645-1216 FAX：093-645-3335 
HP ： 
http://www.kitaqshinsyo.com/ 

 

◆第 61 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 3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応え

る形で意見交換を開催します。 

※見学をご希望の方は事前にご相談ください。 

※感染に留意し開催する予定ですが、状況によっ

ては中止または、延期になる場合がございます。 

参加費 100円（飲み物は各自ご用意下さい！） 

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） 

◆第 12 回 子どもが「分かる」「できる」 

教材作成ワークショップのご案内 

ワーキングメモリーに着目した支援 
日時 8 月 28日（日）10 時～16 時 30 分 

会場 西部障害者福祉会館 501～505 

（八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 午前中は基礎知識と支援法の講話があります。

午後は、①国語・算数教材の実演・紹介、②幼

児向けの社会性を育てる教材作成も行います。

①、②のどちらかご希望のグループに参加でき

ます。作品教材は持ち帰ることができます。 

講師 ・午前中及びグループ①担当：河村 暁氏 

   （広島文化学園大学 教授） 

   ・グループ②担当：花田 栄子氏 

   （東筑紫短大 非常勤講師） 

主催 S.E.N.S の会福岡支部会 にじいろくらぶ 

対象者 どなたでも 

定員  50名  

※定員になり次第締め切ります。 

参加費 2,000円  

申込・問合せ先  

 （一社）キャリアサポートクラブ（担当 樋口） 

TEL : 093-776-0318 FAX : 093-691-4612 

メール: kyozaimail@yahoo.co.jp. 

 

◆西部障害者福祉会館の講座 

①折り紙キルト講座 
日時 9 月 2 日、9 日、16 日（金）10 時～12 時  

全 3 回  

会場 西部障害者福祉会館 工芸室 

（八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 折り紙のように布を折って花のモチーフを作

り、コイン入れと巾着袋の２作品を作ります。 

講師 諸岡 玲子 氏 

（日本手芸普及協会パッチワーク認定講師） 

定員 ８名（抽選）   

参加費  材料代として 2,000 円  

申込締切日 8 月 21 日（日） ＱＲコード →  

 

②バルーンアート教室 
日時 9 月 14日、10 月 12 日、11 月 9 日 

10 時３０分～11 時 30 分  

毎月第 2 水曜日 全 3回  

会場 西部障害者福祉会館 503 会議室 

（八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 見た人を笑顔にするバルーンアート☆風船を

ひねって組み合わせていきます。色鮮やかで手

触りのよいバルーンは、リハビリとしても注目

されています。楽しく可愛いバルーンアートを

一緒に作ってみましょう。 

講師 バルーンネーム ジャスミン 氏 

定員 15 名（抽選）  

参加費  材料代として 1,800 円（全 3 回分） 

申込締切日 9 月 4日（日） QR コード→   



③落水洋介さん講演会 
日時 9 月 18日（日）13 時 30～15 時  

会場 西部障害者福祉会館  

（八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

ｗｅｂ参加（Ｚｏｏｍ） 

    講師の落水さんは、西部障害者福祉会館に来ます！ 

内容 講演会テーマ「100 万人に 1 人の誰も知らない病

気と生きる」 

落水洋介さんは、31 歳で PLS（原発性側索硬化症）

という難病を発症しました。PLS は、身体に命令を

伝える神経が少しずつ壊れ、症状の進行によっては

足や手や口が動かなり寝たきりになる病気です。 

落水さんの目標は、寝たきりになっても仕事をいっ

ぱい作り出し、仲間に囲まれながら自由に楽しくコ

コロが笑顔になる人生です。この落水洋介さんから、

人生のヒントになるお話を伺う講演会です。 

対象者 会場参加は、市内在住か勤務している障害のある人 

     家族や支援者   ※Web 参加（Zoom）は、市外可 

講師 落
おち

水
みず

 洋介
ようすけ

氏（株式会社 PLS 代表） 
   NPO 法人地域医療連繋団体.Needs 

定員 会場 40 名（先着順）オンライン 定員なし   

参加費  無料          QR コード→ 

申込期間 8 月 3 日（水）～9 月 11日（日） 

①②③共通事項 

対象者 市内に在住か勤務している障害のある方 

    ③のみ家族や支援者の方も参加できます。  

申込方法 

・下記へお申込みください。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、見守り、

介助など）当日は、スタッフがいますので安心し

てご参加ください。 

・聴覚障害のある方は FAX に講座名、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。  

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 

※QRコードの読み込みができない方は 

 s-koza@kita9-s.com へメールをして下さい。 

 

◆小さなお話し会 つなカフェ 
日時 8 月 29日（月）10 時～12 時 

会場 Y'scafe ワイズカフェ 

（小倉北区中井 5丁目 19-3） 

内容 発達について相談したい、同じ悩みの保護者と

繋がりたい、福祉サービスについて知りたい。 

毎月 1～2 回、ご家族、先輩保護者、相談支援

員などが安心して話せるお話会です。肩の力を

抜いておしゃべりにいらっしゃいませんか。 

定員 6 名(先着) 
参加費 800円(お茶とお菓子つき)  

申込・問い合せ先 

  Y's の会 9323-2557-080 （吉岡） 

◆北九州市障害者スポーツセンター 

「アレアス」主催のスポーツ教室 

①障害者スポーツリハビリ専門相談 
日時 8 月 21日（日） 10 時～12 時 

対象者 各種障害のある方 

定員 2 名（要予約） 

募集期間 8 月 1 日（月）～8 月 15日（月） 
 

 

②障害者スポーツなんでも相談 

「スポーツをやってみたいけど、何から始めればよ

いか分からない」・・・なんでも構いませんので、お

気軽にお電話ください。 

日時 相談のうえ決定します。 

対象者 各種障害のある方 

定員 なし   

募集期間 随時 
 

③入門水泳教室Ⅱ【成人】（全６回） 

日時 9 月 10日～11月 26 日（第 2・4 土曜日） 

11 時～12 時 

場所 アレアスのプール   

対象者 各種障害のある方で、18 歳以上の方 

定員  10名（抽選）  
 

④児童水泳教室Ⅱ【ラッコ】（全７回） 

日時 9 月 3日～11 月 19 日（第 1・3・５土曜日） 

11 時～12 時 

場所 アレアスのプール 

対象者 各種障害のある方で、4 歳以上高校生まで 

定員  10名（抽選）  
 

⑤地域巡回水泳教室【若松】（全８回） 
日時 9 月 3日～10 月 22 日（毎週土曜日） 

10 時 30 分～11 時 30 分 

場所 若松体育館プール 

   （若松区古前 1 丁目 1-1） 

対象者 各種障害のある方で、小学生以上の方 

定員  10名（抽選）  
 

⑥アレアスフェスタ２０２２ 
日時 8 月 20日（土） 13 時～15 時 

場所 アレアス内 

対象者 アレアス利用者および地域住民の方 

内容 福田
ふくだ

 果音
かのん

選手「パラ競泳世界選手権大会報告会」 

   パラスポーツ体験スタンプラリー、ステージ発表 

   会、お楽しみ抽選会など 

 

①～⑥共通事項  

※詳細についてはお電話でお問い合わせください。 
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」 

（北九州市小倉北区三郎丸 3-4-1） 
TEL：093-922-0026  FAX：093-922-0041 

HP :  

 http://www.kitakyushu-ssc.jp 

 

http://www.kitakyushu-ssc.jp/


◆令和 4 年度国際車いすバスケットボール大会 

 会場運営班 ボランティア募集！ 
日時 12 月 15日（木）～18 日（日） 

     15 日（木）、17日（土）、 18 日（日） 

       8時～18 時（予定） 

       ※16日（金）は、8 時～19時（予定） 

大会会場 北九州市立総合体育館 

    （八幡東区八王子町 4-1） 

内容 会場案内、観客の受付、誘導など 

定員 130 名（定員になり次第締切） 

対象者 高校生以上（高校生は保護者の同意が必要） 

    10 月 29 日（土）と 11 月 6 日（日）に行う事前

研修会のどちらかに必ず参加できる人 

     ※研修の会場、時間などは調整中です。 

申込期間 9 月 1 日（木）～9 月 30日（金） 

申込・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 

メール ; XLZ02133@nifty.ne.jp 

 

◆視覚障害者生活教室 

①「スマホカメラで上手に写真撮影！」 
日時 9 月 4日（日）10 時～12 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 スマホのカメラで上手に写真を撮影するコツ

を、弱視の方向けに解説します。 

   ※お手持ちのスマホを使用 

対象者 視覚に障害があり、ある程度風景や画面確認

のできる人 

定員 8 名（先着）  

参加費 無料  

申込開始 8 月 3 日（水）から 

 

②「クラフトテープでかごづくり」 
日時 9 月 11日、9月 25 日（日曜日） 

10 時～12 時     全 2 回   

会場 ウェルとばた    

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた６・7階） 

 9 月 11 日： 団体連絡室 

    9 月 25日： 東部障害者福祉会館 研修室６A 

内容 レースで縁どった、お菓子やパンを入れるかごと、

レターボックスを作ります。 

対象者 視覚に障害がある人 

定員 8 名（先着）  

参加費 材料代として 1,000 円（2 回分）  

申込開始 8 月 17 日（水）から 

①②共通事項 

申込・問合せ先  

   北九州市立点字図書館 
TEL：093-645-1210 FAX：093-645-1601  

 

 

◆イロトリドリのこころのキロク～ 

muikku はじめての写真展～ 
日時 8 月 25日（木）～8 月 30 日（火） 

   10 時～18 時（最終日は 16時まで）   

会場 北九州芸術劇場 市民ギャラリー 

   (北九州市小倉北区室町1丁目1-1-11 5階) 

内容 障がいがある方とご家族の、家族写真を展示し

ます。 

対象者 どなたでも 
問い合せ 

メール：muikku.photo@outlook.jp 

    ※メールのみの問い合せです。 

 

◆東部障害者福祉会館の講座 

①笑って動いて気分すっきりエクササイズ 

教室 
日時 10 月１日、11 月 5 日（土曜日）全２回 

午前の部 10 時 30 分～12 時  

午後の部 13 時～１4時 30 分 

会場 東部障害者福祉会館 6 階 和室 
（戸畑区汐井町1‐6 ウェルとばた６階） 

内容 畳の部屋で、ゆったり動きます。どなたでも安

心してできるエクササイズです。 

定員 午前 8 名 午後 8 名（抽選）  

参加費 無料  

申込期間 8 月 15 日（月）～9 月 14日（水）  

 

②陶芸教室（お正月の干支を作ろう） 
日時 10 月２日（日）10 時～12 時   

会場 東部障害者福祉会館 6 階 研修室 6C  
（戸畑区汐井町1‐6 ウェルとばた６階） 

内容 陶芸を体験してみませんか？お正月かざりを

作ります。来年の干支（ウサギ）や鏡もちなど

です。 

定員 8 名（抽選）  

参加費 材料代として 1,000 円  

申込期間 8 月 15 日（月）～9 月 14日（水）  

①②共通事項 

対象者 市内に在住か勤務している障害のある方 

申込方法 

・下記へお申込みください。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、見守り、

介助など）当日は、スタッフがいますので安心し

てご参加ください。 

・聴覚障害のある方は FAX に講座名、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。 

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 

 


