
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「旧優生保護法裁判」とは 講演会のご案内 
日時 2 月 4 日（土）14 時～16 時 30 分 

会場 ・北九州地区 北九州市生涯学習総合センター 

   （小倉北区大門 1 丁目-6-43） 

   ・筑豊地区 つくしの里 

   （田川市川宮 1524-10） 

      ・オンライン（zoom） 

内容 第 1 部 講演「旧優生保護法裁判」とは 

   講師：澤 雅人弁護士（田川第一法律事務所） 

   第 2 部 福岡裁判原告からメッセージ 

   原告・支援者発言：朝倉 典子氏  

            吉野 幸代氏 

   （旧優生保護法裁判を支援する福岡の会 事務局長）  

対象者 どなたでも 

参加費 無料 

申込・問合せ先 

 第 2 つくしの里（担当 大長光
おおながみつ

） 
TEL: 0947-42-9479  FAX: 0947-42-9480 

※つくしの里の敷地内に第 2 つくしの里があります。 

 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント 

難聴者の生活相談 
日時 2 月 5 日～28 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・場所など調整いたします。 

※秘密厳守します。 

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 : https://ktqnancho.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆小さなお話会 つなカフェ 
日時 2 月 8 日（水）10 時～12 時 

  ※次回は、3 月 11 日（土）の予定です。 

会場 Y'scafe（小倉北区中井５丁目 19-3） 

    ※駐車場あります。 

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。 

ちょっと肩の力を抜いておしゃべりしません 

か。ご家族、先輩保護者、相談支援員などと安 

心して話せる「小さなお話会つなカフェ」を開 

催しています。 

※新型コロナウィルス感染症の影響により延期・

中止になる場合があります。 

定員 6 名（先着） 

参加費 800 円（お茶とお菓子付き） 

申込・問合せ先 Y's（ワイズ）の会 

     携帯 080-2557－9323 

 

 

 

 

 

◆かがやき賞アート展 
日時 2 月 24 日（金）まで開催 

   9 時 30 分～17 時 

  ※土日祝日は、除きます。 

会場 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） 

内容 第15回北九州障害者芸術祭作品展の来場者ア

ンケートによって選ばれた10作品を展示しま

す。個性あふれる作品たちをアートギャラリー

でお楽しみください。 

対象者 どなたでも 

入場料 無料 

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 

 

 

 

 

令和 5年 2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



◆「アレアス」主催のスポーツ教室・イベント 

①障害者スポーツリハビリ専門相談 
日時 2 月 19 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 2 月 1 日（水）～2 月 16 日（木） 
 

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れど、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 
 

①②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 丁目-4-1） 
TEL：093-922-0026  FAX：093-922-0041 

HP：www.kitakyushu-ssc.jp 

 

◆第 6 回北九州フォーラム 「あゆみ」～ 

新しい力がアイディアを生み出す～ 
日時 2 月 18 日（土）10 時～17 時 

会場 リモートでの開催になります。 

  （zoom を使用します） 

内容 <パネルディスカッション> 

・「地域共生」～北九州市がより良い街になるた

めに～ 

<分科会> 

・「児童から高齢者までの切れ目のない支援」 

・「北九州で暮らすをテーマに」 

・「若者が働きたくなる魅力的な福祉組織の在

り方」 

・「アセスメント エンラボの実践から見る」 

・「地域から暮らす」 

・「今後の就労継続支援を見据えて」 

<討論会> 

・「学校現場から見た福祉」 

・「福祉現場から見た福祉のあり方」 

・「子ども家庭庁に期待すること」 

・「法改正に向けて各種団体の取り組み」 

対象者 障害福祉に興味のある方どなたでも 

参加費 1,000 円（学生 無料） 

申込締切日 2 月 10 日（金） 

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 

NPO 法人ネットワークぷらす北九州 アイリー 

FAX 番号：093-701-8173  

または、https://kksforum.com/からお問い合わせ

をお願い致します。 
 

◆つなぐ mi:ru かふぇお話し会からのご案内 

「聞いちゃってん！後見人制度のこと①」 
日時 2 月 20 日（月） 

   ①12 時 30 分～14 時 

   ②14 時 30 分～16 時 

会場 つなぐ mi:ru かふぇ 

  （八幡西区御開4-16-14） ※駐車場あります。 

内容 後見人制度というと、まだまだ先のこと、認知

症や高齢者の方の財産を守るための制度とい

うイメージの方が多いですね。ですが、私たち

障害児の親が子どもの障害年金や傷害保険を

考えることと同じくらいに身近に備えること

ができる制度なのです。司法書士の長澤 英之

先生（ムスカリの会事務局長）をお招きして、

後見人制度についてのお話し会を開催します。 

対象者 障害児の保護者、支援者、関心のある方 

定員 ひと枠 2、3 名（先着順） 

   ※先着順に受付しますので、早めにお申し込み

ください。 

   ※申込みされた時間が満席の場合はお断りす

る場合があります。その際は、別の時間帯を

ご検討ください。 

参加費 お一人 1,000 円 

申込方法 メール、Facebook のメッセージ、SMS か

ら予約をお願いします。 

          ※予約の際は、①、②の時間を選択、参加され

る方の名前（全員）と当日連絡のとれる電話

番号（代表者のみ）をお知らせください。 

申込・問合せ先  

   より良い後見制度を求める親の会（ムスカリの 

   会福岡）担当：西山 典子  

   TEL : 090-3666-6315 

      メール:  leesanyo@icloud.com 

 

◆第 63 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 4 日（土）10 時～11 時 45 分 

会場 八幡西生涯学習総合センター  

   コムシティ（八幡西区役所）2 階 204 号 

（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3） 

内容 定例懇話会は『家族（当事者）は話したい、聞 

   きたい』を一貫したテーマとして掲げ、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。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。関係者が多ければ、それ

だけ内容も深まります。 

※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！） 

 

 

 

http://www.kitakyushu-ssc.jp/
https://kksforum.com/


申込・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） 

 

◆西部障害者福祉会館のイベント 

 西部障害者福祉会館 春の交流会  

『春！春！春！』楽しく笑顔の桜❀咲く      
日時 3 月 5 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） 

内容 ちーむ・レク☆さすの花咲ねえさんと一緒に、

音楽体操やゲームで、楽しく笑って飛び跳ねて、

みんなで楽しい時間を過ごしましょう♬ 

❀ゲームの景品もあります❀ 

講師 ちーむ・レク☆さすの皆さん 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

定員 20 名（抽選） 

参加費 500 円  

申込締切日 2 月 22 日（水） 

申込方法 

・来館、お電話、QR コード、メールで受付ができ

ます。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。 

・聴覚障害のある人は 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。  

QR コードはこちら → 
 

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。 
 

◆視覚障害者生活教室 プレクストーク操作

説明会 ～録音図書を聴こう！～ 
日時 3 月 5 日（日） 10 時～12 時 

会場 西部障害者福祉会館 505 会議室 

（八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 録音図書の再生機である「プレクストーク」に

ついて、初めて使う方、基本操作がうまく出来

ない方を対象に、実際に最新の機器（プレクス

トーク PTR3）を操作しながら説明します。基

本操作を覚えて、読書を楽しみましょう。 

対象者 視覚に障害のある方及び家族 

定員 5 名（抽選） 

参加費 無料  

申込締切日 3 月 2 日（木） 

申込・問合せ先  

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

◆発達障害支援を考えるシンポジウム 
日時 3 月 18 日（土） 

13 時～16 時 15 分 

会場 北九州国際会議場（小倉駅北側） 

（小倉北区浅野 3 丁目 9-30） 

内容 「困った行動の理解と支援」や「強度行動障害

のある方への支援の実際」をテーマに基調講演

とシンポジウムを行います。 

・基調講演講師 園山
そのやま

 繁樹
し げ き

（島根県立大学教授） 

・シンポジスト 障害福祉サービス関係者、行政関係

者など  

対象者 どなたでも 

定員 250 名 

参加費 無料  

申込締切日 3 月 16 日（木） 

申込方法 はがきにシンポジウム名、代表者の住所、氏

名、連絡先、人数を記入してお申込みくださ

い。ネットでも受付ができます。要約筆記、 

手話通訳、車いす席があります。 

申込・問合せ先 

 保健福祉局精神保健・地域移行推進課 
TEL：093-582-2439 FAX：093-582-2425 
 

◆「eスポーツ体験会」 
日時 3 月 19 日（日）13 時～16 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 e スポーツとは何だろう？ゲームって面白そ 

   う？今回、e スポーツに関するお話とゲーム体 

   験ができるイベントを企画しました。今流行り 

   の太鼓のゲームやスポーツゲームを実際に体

験します。施設・事業所のレクリエーションに

とご検討の方、またゲームに触れたことがない

方はこの機会に参加してみませんか？ 

協力 福岡 e スポーツ協会 

対象者 e スポーツに関心のある方ならどなたでも 

定員 30 名（先着） 

参加費 無料  

申込期間 2 月 18 日（土）から 

申込・問合せ先 

  北九州市身体障害者福祉協会 
 TEL：093-883-5555  FAX：093-883-5551 

       （担当：松本・大久保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆字幕付きプラネタリウムのご案内 
日時 3 月 10 日（金）・3 月 11 日（土） 

   3 月 12 日（日） 

  ※各日 1 回 16 時 30 分投映開始 

会場 スペース LABO（北九州市科学館） 

   3 階プラネタリウム 

   （八幡東区東田 4 丁目-1-1） 

内容 今夜の星空解説とプラネタリウム番組 

            （約 45 分間投映） 

   【投映内容】 

・投映の前半は解説員による今夜の星空解説を

字幕付きでお届けします。 

   ・プラネタリウム番組は「ユニバース ― 宇宙

へ ―」を投映いたします。 

   ・手話、字幕付きのバリアフリー対応の全天周

映像作品です。 

   ・星空と映像はドーム全方向に映し出されます

が、字幕はドーム前方に表示されます。 

   ・字幕は全てふりがな付きです。番組「ユニバ

ース」のみ手話でもお楽しみいただけます。 

   ・プラネタリウムの座席はすべて補聴ヒアリン

グループ対応となっております。補聴器や人

工内耳のスイッチを T モード（T コイル）に

切り替えてご利用いただけます。 

   ・ヒアリングループ専用受信機の貸出を行って

おります。（先着順）ご希望の方は、スタッフ

までお知らせください。 

対象者 どなたでも 

参加費 一般 600 円 中高生 300 円  小学生 200 円 

     ※北九州市・福岡市・熊本市・鹿児島市・下関市 

在住で 65 歳以上の方は 180 円                 

     ※手帳をお持ちの方は付添人 1 名が無料になる

場合があります。詳しい減免事項や団体割

引については、スペースLABOホームペー

ジをご参照ください。 

申込方法 QRコードからご予約ください。     

 

QRコードはこちら→ 

 

申込・問合せ先 

 スペース LABO（北九州市科学館）プラネタリウム 
  TEL：093-671-4566 FAX：093-671-4568 

  HP : https://www.kitakyushuspacelabo.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆知的障害のある方対象 モダンバレエ教室

体験募集 
【水曜日クラス】  

日時 2 月 1 日～22 日（毎週水曜日） 

   18 時～19 時 30 分 

会場 到津市民センター 2 階中ホール 

  （小倉北区下到津 4 丁目 3-2） 

【金曜日クラス】  

日時 2 月 3 日～24 日（毎週金曜日） 

   18 時 30 分～20 時 

会場 西小倉市民センター 多目的ホール 

  （小倉北区大門 1 丁目-5-2） 

内容 モダンバレエとは、創作ダンスにバレエの要素 

   が入った踊りです。さまざまな曲に合わせて踊

ります。個性を生かし、表現することを大切に

した踊りです。随時、見学を受け付けておりま

す。無料で実際の体験レッスンに参加できます。

詳細は下記へお問い合わせください。 

講師 月形 悠紀子氏 

申込・問合せ先 

  知的障害者のモダンバレエ ハッピーエンジェル  
  TEL：090-1973-2508 FAX：093-562-1181 

   メール : moonface_ bliss@yahoo.co.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 ホームページ 

 アドレスは、http://www.ksjc.jp/ 
  なお、この紙面をホームページ内で 

  ダウンロードすることも可能です。 

 

2 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。 

 

http://www.ksjc.jp/
mailto:ｊohocenter@ksvk.jp

