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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

★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

◆ファーマーズ・マルシェ 農福 in 北九州

③生活講座「人にやさしいデザインの話」

福岡県内の障害者就労施設が生産に携わった農作物
を「ファーマーズ・マルシェ 農福 in 北九州 」にて
販売いたします。皆様、お誘い合わせの上ご来場くだ
さい。
日時 12 月 4 日（土）11 時～17 時
場所 JR 小倉駅 3 階 JAM 広場
（小倉北区浅野１丁目 1-1）
問合せ先
福岡県障がい福祉課社会参加係
TEL 092-643-3264
FAX 092-643-3304
北九州市保健福祉局
障害福祉企画課障害者就労支援係
TEL 093-582-2986
FAX 093-582-2425

日時
会場

◆障害者週間啓発イベント

日時

12 月２日～28 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「手話学習⑧」
日時
会場

12 月 4 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 入門編のまとめ 手話で歌ってみよう！
12 月 11 日（土）13 時～15 時
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）
講師 神矢 徹石 氏（社会福祉士）
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）

皆さんが障害への関心と理解を深め、障害のある人が
社会や文化などあらゆる分野の活動に参加すること
を推進するために、障害者週間（12 月 3 日～9 日）
が設けられています。障害者週間にあわせてファー
マーズ・マルシェ 農福 in 北九州会場において、障
害者週間啓発グッズ（啓発チラシとシャープペンシ
ル）を配布します。また、会場において、アンケート
にご協力いただいた方には、グッズ（エコバック、ハ
ンドタオル、パスケース）の中から一つ進呈します。
日時 12 月 4 日（土）11 時～17 時
場所 JR 小倉駅 3 階 JAM 広場
（小倉北区浅野１丁目 1-1）
福岡県主催 ファーマーズ・マルシェ 農福 in 北九州
対象者 どなたでも
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
TEL 093-582-2453
FAX 093-582-2425

◆「トラ・寅・TORA！」アート展
障害のある人に、2022 年の干支である「寅（とら）
を思い思いの形で自由に描いてもらい、その中から受
賞作品を日本茶専門店茶論（サロン デュ ジャポン
マエダ）のパッケージに使用して商品化することで、
『障害者アート』を多くの市民の皆さんに知って頂く
きっかけになればと思います。今回の作品展には、応
募いただいた個性豊かなトラ１６６点を展示いたし
ます。ぜひ、会場までお越しくださいませ。
★12 月 7 日（火）～12 月 23 日（木）
小倉城 天守閣４階 展示室
（北九州市小倉北区城内 2-1）
★令和 4 年 1 月 4 日（火）～1 月 28 日（金）
北九州市役所 本庁舎１階 ぬくもりルーム内
（北九州市小倉北区城内１-1）
問合せ先 北九州市身体障害者福祉協会 アートセンター
TEL 093-883-5555 FAX 093-883-5551

◆西部障害者福祉会館の講座
①コロナ禍２年目、
私達が抱える想いと共有したいこと
日時 12 月 26 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
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）

・オンライン
（ZOOM のアプリのダウンロードが必要です）

講師 松川 梓沙 氏
NPO 法人地域医療連繋団体.Needs
青年海外協力隊 OV
内容 コロナ禍に出産、育児をしている中で感じる事や
教師という視点で子どもたちに対して想うこと。
講師 管納 めぐみ 氏
NPO 法人地域医療連繋団体.Needs
介護福祉士 シンガーソングライター
内容 コロナ禍の介護現場で感じる変化を。また歌を
通して様々な立場の人達の物語をお届けします。

◆聴覚障害児（者）のための

コミュニケーションワークショップ
「聴者とろう者の世界をつなぐ架け橋、コーダ」
日時
会場

12 月 11 日（土）13 時 30 分～15 時
・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）

・オンライン
（ZOOM のアプリのダウンロードが必要です）

内容

日本では、まだコーダ（ろう者の親をもつ聴者）
のことがあまり知られていない現状です。コー
ダを育てているろう者は、聴こえる子をどのよ
うに育てればいいのか。また、コーダは何に苦
しみ、どんな葛藤を抱え、ろう者の親に何を求
めるのか。コーダの方にトーク形式で語ってい
ただき、コーダについての認識を深め、聴者と
ろう者の文化の違い、その違いを理解し合うこ
との大切さを学びます。
講師 山本 美代子 氏
（行政専任手話通訳 手話通訳士）
市吉 利夫 氏
（視聴覚障害者情報センター元職員 手話通訳士）
対象者 どなたでもご参加いただけます。
定員 会場 30 名（抽選）オンライン 20 名
参加費 無料
申込 12 月 4 日（土）まで
申込方法 来館または、FAX、電話、ハガキに氏名（ふ
りがな）
、区分（聴覚障害児・聴覚障害者・
一般）、住所、連絡先（TEL・FAX）
、必要
な情報保障（手話通訳・要約筆記・盲ろう
者通訳・ZOOM）
、講師に質問したいこと
等を下記へご連絡ください。
また、オンライン受講希望の方は、メールで
j-koza@kita9-s.comへお送りください。
申込・問合せ先 北九州市聴覚障害者情報センター
TEL 093-645-1216
FAX 093-645-3335

対象者 市内在住か勤務している障害のある人、家族
や支援者（オンライン参加は、市外も可）
定員 会場のみ 20 名（先着）※オンライン定員なし
参加費 無料
申込 12 月 3 日（金）から
※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）

②いちごのデコレーションケーキ作り
日時 令和 4 年 1 月 16 日（日）
午前の部 10 時 30 分～12 時 30 分
午後の部 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

コムシティ 5 階）

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 各部 8 名（抽選）
参加費 材料代として 1,500 円
持参品 エプロン、三角巾
申込 令和 4 年 1 月 6 日（木）まで

③味噌作り体験
日時 令和 4 年 1 月 22 日（土）
午前の部 10 時 30 分～12 時
午後の部 13 時～14 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

コムシティ 5 階）

内容 大豆・麹・塩をこねて、お味噌を作ります。
持ち帰り用の容器（２キロ）も準備しています。
対象者 市内在住か勤務している障害のある人
定員 各部８名（抽選）
参加費 材料代として 1,000 円 ※容器代込み
持参品 エプロン、三角巾
申込 令和 4 年 1 月 12 日（水）まで

④初めての陶芸
日時

会場

◆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

令和４年 1 月 30 日（日）
一部 13 時～14 時 20 分
二部 14 時 40 分～16 時
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

大切にしていることは、気軽さと楽しさ。お一
人おひとり丁寧に指導します。今回は、成型と
模様付けを行います。作品の窯焼きは講師が行
い、後日会館にご来館でのお渡しとなります。
講師 鷺島 利子 氏（ぎゃらりー鷺）
対象者 市内在住か勤務している障害のある人
定員 各部４名（抽選）
参加費 材料代として 1,500 円
申込 令和 4 年 1 月 20 日（木）まで
①～④共通事項
申込方法 来館または、下記へお申込みください。
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。
※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 s-koza@kita9-s.com
申込 QR コード

①私達が抱える
想いと共有した
いこと

② い ち ご の デ ③味噌作り
コレーション
ケーキ作り

④初めての陶芸

日時 12 月 19 日（日）10 時～12 時
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 丁目 4-1）
対象者 障害のある方
定員 2 名（要予約）
申込 12 月 1 日（水）～12 月 13 日（月）

②障害者スポーツなんでも相談
日時 9 時～21 時（火曜休館日）
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 丁目 4-1）
内容 「スポーツをやってみたいけれど、何から始め
ればよいかわからない」「自分に何が出来るだ
ろうか・・・」
「アレアスの使い方を知りたい」
・・・
なんでも構いません。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
対象者 障害のある方
申込 随時、お電話か FAX にてご相談ください。

③巡回水泳教室
日時 令和４年 1 月 8 日（土）～2 月 26 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 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 12 月 1 日（水）～12 月 20 日（月）
①～③共通事項
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
HP www.kitakyushu-ssc.jp

◆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 12 月 1・8・15・22 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 iPhone など Zoom の使い方
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

◆視覚障害者生活教室
簡単体操講座
日時 令和 4 年 2 月 6 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 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。
※運動が出来る服装でご参加ください。
定員 12 名（先着）
参加費 無料
持参品 タオル、飲み物
対象者 視覚に障害のある方
申込 令和 4 年 1 月 17 日（月）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

