
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「障害者の巣立ちを促す地域生活支援」 

プロジェクトチームからのご案内 生きる苦労

を取り戻す～共に研究するという生き方と暮ら

し方～  

日時 3 月 4日（土）13 時 30 分～16 時  

会場 北九州市立大学北方キャンパス 本館 C 302 教室 

  （小倉南区北方 4丁目 2-1） 

内容 講師の先生による講演会 
対象者 どなたでも 

参加費 無料 

講師 向
むかい

谷
や

地
ち

 生
いく

良
よし

 氏 

  （社会福祉法人 浦河べてるの家 理事長）  

定員 100 名程度 

 ※人数に達した場合は、お断りの連絡をさせて 

    いただきます。 

申込方法 メールか、FAX で講座名、氏名、住所、連

絡先を記入してお申込みください。 

申込・問合せ先 

 NPO法人nest 

  プロジェクトチームマネージャー佐藤みずほ 
TEL：080-3905-7019 FAX：093-582-7018 

メール：mizuho.0905@outlook.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 3 月 5日～28 日（毎週：日、火） 

  （日曜日）13時～16 時 

  （火曜日）10時～13 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 3 月 11日（土）10 時～12 時 

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 

 

 

 

 

令和 5年 3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



◆障害のある人のためのプログラム体験会 
日時 3 月 10 日（金）14 時～15 時 

3 月 24 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 各種障害のある方またはその家族 

（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 就労移行支援事業所 

LITALICO ワークス北九州 
TEL: 093-873-7488  FAX: 093-873-7487 

 

◆3 月定例交流会 in 北九州 
日時 3 月 12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 盲導犬についての勉強会です。私達、視覚障害

者の歩行は、とても大変な事ですが、その私達

をサポートしてくれる盲導犬がいます。しかし

盲導犬を連れて歩いている方は、あまり見かけ

られません。それは、なぜなのでしょうか？今

回は、講師を迎えて、盲導犬についての勉強会

をします。盲導犬を知る事によって、より身近

に感じる事ができると思います。参加自由です。

多くの参加をお待ちしております。 
対象者 どなたでも 

参加費 無料 

講師 児嶋 秀夫氏 

  （歩行部長 盲導犬歩行指導員）  

定員 50 人程度   

申込・問合せ先 

 福岡県網膜色素変性症協会（JRPS 福岡） 

 携帯 : ０８０－３９７２―８３７４（村上） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆HSP（敏感さん・繊細さん）のお話し会 

『Cafe＊ひだまり』 
日時 3 月 12日（日）13 時～15 時 

会場 つなぐmi:ru かふぇ 

  （八幡西区御開 4丁目 16-14） 

 ※駐車場あります。 

内容 強度のHSPである当事者が、出来る限りたくさ

んの方に「私はここにいてもいいんだ」と思っ

てもらえる場所創りをしたいという想いから

この会を立ち上げました。 

  ※コロナウィルス感染状況によっては、開催を中

止する場合もあります。 

対象者 HSP（敏感さん・繊細さん）でなかなか安心 

    出来る居場所がない方。少人数でゆっくりと 

    お話をされたい方。ほっと一息出来る場所で

ゆっくりとくつろぎたい方。 

定員 4 名 

参加費 500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。 

申込・問合せ先  

   つなぐmi:ru かふぇ（担当 西山、山本） 

   TEL : 090-3666-6315 

      メール:  leesanyo@icloud.com 

 

◆バリアフリーで楽しめる！！ 

愉快な仲間たちの愉快な演奏会 
日時 3 月 12日（日）15 時（開場 14時 30分） 

会場 北九州市立響ホール 

  （八幡東区平野 1丁目 1-1）  

内容 音楽あり。ダンスあり。演劇あり。視覚障害が

あっても、聴覚障害があっても大人も子供もみ

んなで楽しめる演奏会。 

☆くるみ割り人形～愉快な仲間たち 2022～ 

☆ゆかいな花咲かじいさん（本公初演） 

主催 愉快な仲間たち 

後援 北九州市・北九州市教育委員会 

対象者 どなたでも 

参加費 一般 2,000円 高校生以下 500円 

       ※未就学児無料 全席自由 

出演 愉快な仲間たち 

   ＊ヴァイオリン ：平野 亜衣 

   ＊フルート ：松本 優哉  

   ＊ファゴット：浦野 さやか 

   ＊テュ―バ ：森山 陽介 

   ＊ピアノ  ：越智 可奈子 

   ＊打楽器  ：岩﨑 雅子  吉田 実奈子 

   ＊俳優   ：寺田 剛史 

   ＊ダンス  ：イマ☆タカ 

         ：イマ☆タカDance Family. 

     ＊演出   ：泊 篤志 

   ＊作曲・編曲：小山 哲平 

 

 



お取り扱い ・響ホール 

      ・松田楽器店 

      ・小倉井筒屋プレイガイド  

北九州市文化芸術活動支援事業 2022 

申込・問合せ先 
 TEL：090-7386-4080（担当 浦野） 

  メール：music_yousuke0324@yahoo.co.jp 

 

◆保護者のための障がい児支援の講演会 

発達障がいのある人の豊かな生活を考える 

～今必要なことは何か～ 
日時 3 月 18日（土） 

14 時～16 時 （受付 13 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 日常生活の中で「将来、うちの子が豊かな生活

を送るために必要なこと・今できることって何

だろう」と疑問を抱いたことはありますでしょ

うか。今回、講師をお招きしてそのような疑問

に対して発達障がいの特性を踏まえた、その人

の「強み」や「課題」「○〇すればできる」のア

イデアを見出していくお話をしていただきま

す。ご参加お待ちしております。 
対象者 どなたでも 

参加費 無料 

講師 倉光 晃子 氏 

  （西南学院大学人間科学部・社会福祉学科 准教授）  

定員 30 名（先着順） 

  ※枠が埋まってきておりますので、お申込みの際

はお早めにお願いいたします。   

申込方法 ①電話申込（9 時～18 時） 

     ②QR コードから申込できます。 

     ※ご参加者様のお名前、ご住所、当日ご連

絡が取れるお電話番号、お子様の年齢 

申込・問合せ先 

 医療法人 若愛会 多機能型事業所けやき 
TEL：093-873-5505（担当 南里・竹岡・安田） 

当日研修会連絡先 : 080-7742-0646 

QR コードはこちら → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 33 回全国ふうせんバレーボール大会 
日時 3 月 19日（日）9 時～13 時 

会場 北九州市立総合体育館 

  （八幡東区八王寺町 4-1） 

内容 北九州市発祥のスポーツ、ふうせんバレーボー

ルの全国大会を 3年ぶりに開催します。まだ収

まらないコロナへの対策として午前中だけの

開催ですが、練習もままならなかった各地の   

選手たちは、この日を待ちに待って楽しみにし

ています。障害のあるハンディプレーヤーと障

害のないアドバンテージプレーヤー6人全員が

ふうせんに触れてから相手コートに返すこと

がルール、全員で力を合わせるチームプレイは

見るのも楽しく見ごたえのある競技です。是非

観戦にお出かけください。 

対象者 どなたでも 

入場料 無料 

申込・問合せ先  

 第33回全国ふうせんバレーボール大会実行委員会 

 （北九州市障害者スポーツセンターアレアス気付）  
TEL：080-4310-4511 FAX：093-383-7854 

 メール : nihonfv@outlook.jp 

 

◆「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 3 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 3 月 1 日（水）～3 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」「自分に何が出来るのだろう…」「ア

レアスの使い方を知りたい」・・・なんでも構いません。

まずはお気軽にご相談ください。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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


◆muikku マルシェ 
日時 3 月 26日（日）11 時～16 時 

会場 ココクル平野くるくるスペース 

   （八幡東区平野 1丁目 3 番 2号） 

内容 muikku はたくさんの方に支えられて 3年目 

を迎えることができました。本当にありがとう

ございます。みなさまへの感謝のオモイをカタ

チに。muikku マルシェを開催させていただき

ます。muikku を通して繋がることで、ご家族

や出店される地域のみなさま、サポーターさん、 

      muikku と、みんなで顔を合わせてこの日の笑

顔がこれからの希望になるようなそんなマル

シェをみなさんでいっしょに。 

 

【出店予定】※muikku の写真展示もあります。 

＊つなぐ mi:ru かふぇ 

（コーヒー屋さん体験・缶バッチ作成） 

＊英光園（お花屋さん体験） 

＊lima poepoe（シルクスクリーン体験・雑貨販売） 

＊足人手人（足つぼマッサージ） 

＊POPORASU（爪ケア・ハンドマッサージなど） 

＊千歳整骨院（マッサージ・電気治療） 

＊放課後等デイサービス ペガサス（陶芸作品） 

＊delight（ハンドメイド作品販売・コースター作成） 

＊テンセンカフェ（酸素玄米弁当） 

 ※個数限定、予約販売 

＊ミタスのコーヒー（つぼ焼いも） 

＊chiffon little king（シフォンケーキ） 

＊patisserie MAHORA（スイーツ） 

＊福岡子どもホスピスプロジェクト（レモネードスタンド）   

＊バルーンアートプレゼント 

 

※売り切れ次第終了 

※出店は変更の可能性があります。 

※会場内の状況によっては、入場を規制させていただ 

 く場合があります。ご了承ください。 

対象者 どなたでも 

入場料 無料 

参加費 各出店者様により体験料金や販売価格が異

なります。 

申込方法 QR コードを読み取り、お申込みフォーム

よりお申込みください。 

申込・問合せ先 

 家族写真撮影ボランティア muikku 

 メール：muikku.photo@outlook.jp 

QR コードはこちら → 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「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） 

 

◆世界自閉症啓発デーin 北九州 2023 

「梅切らぬバカ」映画上映会 
日時 4 月 2日（日） 

13 時 30 分開演（13時開場） 

会場 北九州芸術劇場 中劇場 
（小倉北区室町1丁目1-1-11 リバーウォーク北九州６階） 

内容 4 月 2日～８日は発達障害啓発週間です。本市

においても、自閉症をはじめとする発達障害へ

の理解促進を目的として、映画上映を行います。 

対象者 どなたでも 

参加費 無料 

定員 350 名（先着順） ※定員になり次第終了 

申込期間 3 月 3 日（金）～3 月 24日（金） 

     8 時 30 分～受付します。 

     

申込方法 QR コードか電話でお申込みください。 

申込・問合せ先 

 北九州市発達障害者支援センター「つばさ」 
TEL：093-922-5523 

QR コードはこちら → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


