
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント 

生活相談 
日時 ３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。 

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/ 

 

◆働くことに障害のある方のための 

                              就職相談会 
日時 3 月 2日（火）～3 月 31 日（水） 

   毎週火曜日～土曜日 10 時～17時 

会場 LITALICO ワークス北九州 

  （戸畑区中本町 8-14FARO 戸畑駅前ビル 404） 

内容 働くことに障害のある方のご相談をお受けし 

   ています。就活や転職、まずは体力づくりから 

   したいなど、何でもご相談ください。 

対象者 当事者、ご家族、関係機関の方または、就 

    労移行支援についてご興味のある方など 

参加費 無料 

申込方法 要予約です。下記へご連絡ください。 

     TEL 0120-951-712 

     （10 時～17 時 平日のみ） 

問合せ先 

 LITALICO ワークス北九州 

   TEL 093-873-7488  

   FAX 093-873-7487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自立支援フォーラム２０２０ 

～自立支援協議会の役割と未来～ 
日時 3 月 7日（日）10 時～16 時 15 分 

   （開場 9時 30分～） 

会場 ウェルとばた 多目的ホール 

   （戸畑区汐井町１－６ ウェルとばた２階） 

※近隣を含め駐車場には限りがあります。出来るだけ 

 公共交通機関をご利用ください。 

内容  

第 1 部 「権利擁護研修」 10 時～12 時 

   ①意思決定支援実態調査報告 

  ②意思決定支援実践シンポジウム 

    報告・進行 深谷 裕 氏 

     （権利擁護部会長・北九州市立大学教授） 

    シンポジスト 障害福祉サービス事業所 

第２部 「障害者ケアマネジメント研修」 
  ソーシャルワークの基本と実践における拠りどころ 

                 13 時～14時 30分 

  講師 大塚 文 氏 

    （相談支援部会長・広島文化学園大学教授） 

第３部 ―キックオフ―「地域生活支援者交流会」 

  現場と協議会を繋ぎ、ネットワークを創造する 

           14 時 45 分～16 時 15 分 

   シンポジスト  

  大塚 文 氏（相談支援部会長） 

  深谷 裕 氏（権利擁護部会長） 

  山根 正夫 氏 

  （地域ネットワーク部会長・西南女学院大学教授） 

 進行 横田 信也 氏 
 （北九州市障害者基幹相談支援センター センター長） 

定員 会場参加 90 名 オンライン参加 100 名 

   ※感染状況により変更する場合があります 

参加費 無料 

申込方法 下記へお電話ください。その後、ＵＲＬま 

     たはＱＲコードから申込書にアクセスし 

     必要事項をご記入の上、送信してください。 

※新型コロナウィルス感染予防対策として参加者の 

  事前検温とマスクの着用にご協力ください。 

申込・問合せ先  自立支援フォーラム事務局 

  TEL 093-861-3045 

  URL https://forms.gle/1RLc3aX2U9s1JjPF6 

   

 

  QR コード 

 

令和 3年 3月 1日発行 

発行 北九州市障害福祉情報センタ- 
 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6階 
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  TEL 093-882-7721 FAX 093-882-6771 
  E メ-ル johocenter@ksvk.jp 
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★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

http://ktqnancho.blogspot.com/


◆iPhone の学習会その他 

        （定例交流会 in 北九州） 
日時 3 月 14日（日）13 時 30 分～16 時 30 分 

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 ここ数年のうちにガラ携が利用できなくなる 

   との噂が流れています。でも、これは３G 対応 

   の電波が停止されるので利用できなくなるの 

   です。現在販売されている４G の携帯は十数年 

   は利用できるのです。現在、視覚障害者のほと 

   んどの方はガラ携を利用されているようです 

   が、徐々にスマホに買い替えられている人が増 

   えているようです。社会のデジタル化によって、 

   その利用価値は増しています。そこで今回、ス 

   マホ(特に iPhone)の基本から応用までを簡単 

   に勉強していき、これからどの携帯を選択す 

   るのが最善なのかを考えるきっかけになれば 

   と、この交流会を企画しました。 

講師 中村 忠能 氏 

対象者 視覚障害者やその家族の方でスマホをもっ 

    と知りたい、買い替えを考えている人など 

参加費 無料 

問合せ先 福岡県網膜色素変性症協会（JRPS 福岡） 

     三小田
さ ん こ だ

 静男 携帯 090-9562-2768 

 

◆第 54 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 3 月 27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） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 52 回 CoCo サロン北九州 

                  Link 福祉施設 特別企画 
日時 3 月 27日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

会場 オンラインのみ 

   ＊緊急事態宣言中の可能性があるため、今回は 

    リアル参加を受け付けていません。ご了解く 

    ださい。 

内容 “いのち”まもり、ささえる。 

    いま、わたしにできること。 

    いつもは、特にテーマを設けずざっくばらん 

    な情報交換の場として活用いただいている、 

    ボランティアコーディネーターのためのサ 

    ロンですが、今回は、ポストコロナのこれか 

    らを考えるきっかけにしたいと、いつもより 

    長めの時間でじっくり語り合いたいと思い 

    ます。 

ゲストスピーカー 

 冨安 兆子 氏（北九州いのちの電話 副理事長） 

 木戸 勝也 氏（NPO ホームレス支援・福岡おにぎりの会）  

 三井 敏子 氏（北九州市総合保健福祉センター 担当部長） 

 藤田 浩介 氏（北九州市精神保健福祉センター 所長） 

参加費 無料 

    ＊事務局運営と登壇いただく NPOの活動応 

     援のお気持ちの「投げ銭」300 円以上を 

     ご寄付お願いします。 

申込方法 生き方のデザイン研究所の Facebook ペ 

     ージで参加ボタンを押していただくか、ま 

     たは事務局までメールでご連絡ください。 

     当日までに URL をお知らせします。 

※Zoom が初めての方は、事前にダウンロードしてお 

 いてください。 

※初めて Zoom に接続される方は、特に時間に余裕 

 を持ってご準備ください。 

申込・問合せ先  

 一般社団法人 生き方のデザイン研究所 

  TEL 093-953-6809  

  FAX 093-953-6819 

  メール staffdesign@aqua.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

アドレスは、http://www.ksjc.jp/ です。 

３．ＨＰの QRコードは      です。 

mailto:メール%20staffdesign@aqua.ocn.ne.jp

