
 

◆発達障害者支援のための就労セミナー 

日時 2 月 11日（土）13 時～16 時 30 分 

会場 ウェルとばた 2階 多目的ホール 

   （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 発達障害者が就労の現場で支援を受けて働く 

   機会は増えてきました。当事者、企業、支援者 

   がそれぞれの立場で、今出来ること、これから 

   必要なことを考えるためのセミナーです。 

   -基調講演- 

    講演者 西村 浩二 氏 

    （広島県発達障害者支援センター 所長） 

   -事例発表- 

   発達障害者を雇用する企業等による事例発表 

   を行います。 

対象者 発達障害のご本人、ご家族、企業関係者、 

    就労支援関係者等 

申込期限 2 月 3 日（金） 

問合せ先 保健福祉局障害者支援課（発達障害担当） 

     TEL 093-582-2424 

 

◆点字図書館主催の体験会 

「サーチエイド２を使ってみよう」 

日時 ２月１２日（日）１３時３０分～１５時３０分 

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 ５０５会議室 

   （八幡西区黒崎３-１５-３ コムシティ５階） 

内容 パソコンを使ってインターネットから各種の 

   情報を取得するのに便利な「サーチエイド２」 

   の利用法を説明する体験会を実施します。 

   Windows8やWindows10でも利用できるよ 

   うに新しく開発された「サーチエイド２」を使 

   って、インターネットを利用した様々な検索方 

   法を紹介したいと思います。 

講師 中村 忠能 氏 

対象者 点字図書館の利用者・家族、視覚障害者の支 

    援者 

定員 ８名（定員を超えた場合は抽選） 

申込締切 ２月９日（木） 

問合せ先 北九州市立点字図書館  

     TEL 093-645-1210 

     FAX 093-645-1601（担当：衛藤） 

 

 

 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 2 月 26日（日）9 時～12 時 

会場 障害者スポーツセンター アレアス 

   （小倉北区三郎丸 3-4-1） 

内容 ネットの下を通してバレーボールを打ち合い 

ます。普通のバレーボールとは違う世界を一緒 

に体験してみませんか？ 

持参品 体育館シューズ（室内シューズ）、ジャージ 

 など動きやすい服装、軍手、飲み物 

問合せ先 障害者スポーツをひろげようの会  

     携帯 080-1751-0827（担当：谷本） 

 

◆第 33 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１２日（日） 10 時～12 時       

会場 ウェルとばた８階 ８４会議室 

   （戸畑区汐井町 1-6）  

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。 

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  

 TEL 093-582-1063 

 

◆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  

-アレアスのプールで実施される大会- 

○アレアスプールなんでも記録会 

日時 2 月 26 日（日） 9 時 30 分～12 時 

会場 障害者スポーツセンターアレアス内プール 

          （小倉北区三郎丸 3-4-1） 

定員 50 名（抽選） 

対象者 障害のある方で、日頃プール活動を行っている   

    方（水泳・歩行問わず） 

募集期間 2 月 1日（水）～2月 17日（金）  

申込方法 直接来所または電話・FAXにて受付。 

     詳細についてはお電話でお問合わせ下さい。 

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 
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◆障害者社会参加推進センター主催の講座 

①障害のある人の暮らしを考える講座 

           ～地域に暮らして～ 

日時 ①２月１２日（日）１０時～１２時（２時間） 

   ②２月１９日（日）１０時～１２時（２時間） 

   ③３月１２日（日）１０時～１２時（２時間） 

   ※希望日に参加して下さい（すべて参加も可） 

会場 ①②北九州市立西部障害者福祉会館 501会議室 

 （八幡西区黒崎三丁目 15-3 コムシティ５階） 

  ③北九州市立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） 

内容 ①地域で生活するということ         

   ②家を建てるということ（玄関・居間 編）  

   ③家を建てるということ（風呂・トイレ 編） 

対象者 市内在住・在勤の障害のある方と支援者 

定員 ２０名（先着とさせていただきます） 

参加費 無料 

 

②平成２８年度北九州市障害者相談員研修会 

     ～質の高い相談支援を目指して～ 

日時 ３月４日（土）１０時～１２時３０分 

会場 北九州市立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 事例発表と意見交換を行ないます。 

 障害のある人が『地域で暮らす』ということを、 

 会場の参加者みんなで考えていきます。 

対象者 障害者相談員、民生委員、福祉関係者など 

   また、障害のある人たちの相談支援活動に関 

   心のある方も参加できます。 

定員 ５０名（先着とさせていただきます） 

参加費 無料 

 

③障害のある人へのコミュニケーション支援  

 セミナー（視覚障害者編） 

～iPhone によって視覚障害者の生活は楽しく、 

               豊かになるのか～ 

日時 ３月５日（日）１３時３０分～１７時 

会場 北九州市立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 視覚に障害のある人へのタブレット端末の活  

   用について、講演とシンポジウムを行ないます。 

対象者 視覚障害当事者、障害福祉関係者、コミット 

    の会会員、障害のある人のコミュニケーショ 

    ン支援に関心のある方 

定員 ６０名（先着とさせていただきます） 

参加費 無料 

 

※各講座のお申し込みはこちらまで 

申込方法 電話・ＦＡＸにてお申込み下さい。 

問合せ先  

 北九州市障害者社会参加推進センター（担当：櫻木） 

  TEL 093-883-5554 FAX 093-883-5551 

 

◆ピアカウンセリング集中講座 

ピアカウンセリングは、障害のある仲間同士が話を聞

き合うことでお互いに気持ちを分かち合い、本来の力

を取り戻していくものです。ピアカウンセリングが初

めてな人でも安心してお受けいただけます。 

ベテランも、初心に戻って講座を受けてみませんか？ 

興味を持った方は気軽にお問い合わせください。 
 

日時 ３月４日（土）、１１日（土）、１８日（土）、   

   3 月２５日（土）、４月１日（土）、８日（土） 

   １３時～１７時（全 6 回） 

   ※全日程参加できることが前提です。 

      ※当日の受付は 12 時 30 分より行います。 

会場 生涯学習総合センター １階 ＡＢ室 

   （小倉北区大門１丁目 6-43 

    TEL 093-571-2735） 

   ※変更になる場合もあります。その場合は連絡 

    いたします。 

対象者 障害のある人で、ピア・カウンセリングに興 

    味のある人。※障害の種別は問いません。初 

    心者の方も安心して参加していただけます。 

定員 8 名程度※定員を超えた場合は選考とさせて 

        いただきます。 

申込締切日 ２月２４日（金） 

参加費 3,000 円（交流会費を含む） 

    ※交通費は別途負担となります。 

リーダー 後郷法文（自立生活センター ぶるーむ） 

     高園康文（自立生活センター ぶるーむ）    

     田中雄平（自立生活センター ぶるーむ） 

問合せ先 自立生活センターぶるーむ（担当 高園） 

 TEL 093-562-5431 

 FAX 093-583-3257 

 Mail cil-bloom@nifty.com 

 HP  http://cil-bloompage.world.coocan.jp/ 

 

◆東部障害者福祉会館主催の講座 

①「スキンケア講座」（視覚障害者生活教室） 

日時 ２月１９日（日）１０時～1３時 

会場 ウェルとばた 7階 団体連絡室 

   （戸畑区汐井町 1-6）  

内容 お肌のトラブルなど、気になっていませんか？ 

   お肌のしくみや手入れ方法について、専門の講 

   師が基本的なことから教えてくれます。基礎を 

   しっかり学んで、より美しい自分を…。 

対象者 視覚に障害のある人 

参加費 無料 

定員 1５人（先着） 

申込期間 ２月３日（金）～ 

申込方法 電話にてお申込みください。 

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 
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◆西部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①障害のある人の防犯・護身術講座  

日時 ２月２２日（水）  

   １３時 30 分～１５時 30 分 

会場 北九州市立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） 

内容 障害のある人が犯罪や交通事故に巻き込まれ

ないように、いざという時の逃げ方や身の守り

方の基本を学びます。 

   講師：八幡西警察署警察官 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人及 

    び・家族・支援者（障害のある人優先） 

参加費 無料 

定員 ３０人（抽選） 

申込期間 ２月１２日（日）まで 

 

②西部障害者福祉会館 春の交流会 

「気軽にお抹茶で和を楽しむ！」 

日時 ３月５日（日）１４時～1６時 

会場 北九州市立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）  

内容 お抹茶と和菓子をいただきながら会話を楽し 

   みます。また、28 年の会館を振り返り、29 

   年の取り組みやサークルのお知らせをして、参 

   加者同士の交流や親睦を図ります。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

参加費 無料 

定員 ３０人（抽選） 

申込期間 ２月２２日（水）まで 

 

※各イベント・講座のお申し込みはこちらまで 

申込方法 電話にてお申込みください。 

     聴覚障害のある人は FAX に氏名、連絡先、

手話通訳・要約筆記など介助必要の有無 

などを記入してお申込みください。 

問合せ先 北九州市立西部障害者福祉会館 

     TEL 093-645-1300  

     FAX 093-645-1600 

 

◆第 224 回障害者地域生活支援研究会 

日時 2 月 16日（木）18 時 30 分～ 

会場 総合保健福祉センターアシスト 21 2階講堂 

   （小倉北区馬借 1-7-1） 

対象者 どなたでも参加可能です。 

テーマ 「 未定 」 

参加費 無料 

問合せ先 北九州市障害者基幹相談支援センター 

     TEL 093-861-3045  

     FAX 093-861-3095 

 

 

◆貼り絵でセルフメンタルケア 

      ～心をほんわか育むために～ 
日時 2 月 23日（木）18 時 30 分～20 時 

会場 北九州市市民活動サポートセンター 

  （八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 3 階） 

内容 心が惹かれるチラシやポスターなどを自由に 

   切り貼りし、ひとつの作品を作っていく“貼り 

   絵遊び（コラージュ）”。自分自身の心の状態や 

   本音などに気づき、あなたらしく人生を楽しむ 

   ヒントが見つかるかも…。「心の健康をサポー 

   トする活動」や「心をほんわか、ゆったりさせ 

   るコツ」などもお話ししていただきます。図画 

   工作が苦手でも大丈夫！気軽にご参加下さい。 

発表者 非営利相互学習会 レッツ！EC 

               馬場 幸子 氏 

定員 20 名（定員になり次第、受付終了） 

参加費 無料 

問合せ先 市民活動サポートセンター 

 TEL 093-645-3101 FAX 093-645-3102 

 

◆NPO入門セミナー 市民活動を始めよう！ 

日時 2 月 17日（金）19 時～20 時 30 分 

会場 北九州市市民活動サポートセンター 

  （八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 3 階） 

内容 「市民活動をはじめてみたい」、「個人の活動を 

   もっと広めたい」と考えている方を対象に『市 

   民活動とは？ボランティアとは？』『NPO、 

   NPO 法人ってなに？』など、市民活動に関す 

   る基礎的なことをお話しする、初心者向けのセ 

   ミナーです。 

講師 内田 満 氏 

  特定非営利活動法人 スポーツウエイヴ理事長 

  市民活動サポートセンター 専門相談員 

対象者 NPOや市民活動に関心のある一般市民の方 

参加費 無料 

定員 20 名（先着順） 

問合せ先 市民活動サポートセンター 

     TEL 093-645-3101 

     FAX 093-645-3102 

 

◆小倉駅「まごころ製品」販売会 

日時 2 月 11日（土）11 時～16 時 

会場 小倉駅 JAM広場 

  （JR 小倉駅 3階在来線改札口の前） 

内容 障害者の皆さんが丹念に仕上げた「まごころ製 

   品」を一堂に揃えた販売会を、今回初めて小倉 

   駅 JAM 広場で開催します。「まごころ製品」 

   美味しいものグランプリ 2016 の受賞商品を 

   はじめ、県内各地の障害者施設から選りすぐり 

   の逸品を販売します。「まごころ製品」の売り 

   上げは、障害者の皆さんの収入と自立した生活 

   につながります 

問合せ先 福岡県福祉労働部障害者福祉課 

     TEL 092-643-3263 



◆手しごとふくし逸品展 

日時 2 月 17日（金）～１９日（日） 

   11 時～18 時（日曜日のみ 1６時まで） 

会場 クロサキメイト 2 階 中央広場 

   （八幡西区黒崎１丁目１−１） 

内容 北九州市内の障害福祉サービス事業所が心を 

   込めて製作した、とっておきの『逸品』を選り 

   すぐって展示・販売いたします。 

＜参加事業所＞ 

 ・北九州視覚障害者就労支援センターあいず 

 ・ワークなごみ ・桑の実工房 ・BOCCHI 

 ・北九クローバーさわやか 

 ・障がい者就労支援事業所こころ  

問合せ先 北九州小規模連 北九州共同受注センター 

     TEL 093-616-2639 

 

◆授産品バザー開催 

日時 ２月１５日（水）10 時 30 分～15 時 30 分     

  （毎月第 3 水曜日開催） 

会場 ドルフィン折尾 八幡西区折尾 1 丁目 13-2   

            （ひびき信用金庫向い） 

内容 障害のあるかたが、ひとつひとつ丁寧に心を 

   込めて製作した商品を販売します。やさしさ・    

   あたたかさが伝わってきます。是非、ご来店く  

   ださい。 

《主な商品》 

 食品（クッキー・パウンドケーキ 

         ・シフォンケーキ・キャラメル） 

 木工製品（しゃもじ・バターナイフ       

           ・ミニタンス・森の妖精たち） 

 小物（草木染・アクリルたわし・朱肉 

             ・点字のポチ袋・その他） 

  ※11 時ごろ、『焼きたてのパン』が届きます。 

問合せ先 学園＆地域ネットワーク 

（障害者施設と地域の交流架け橋事業） 

    TEL 090-2710-6810（マキタ） 

    FAX 093-691-0686 

◆「介護保険改定から見えるもの」 

-障害がある方への影響（65 歳介護保険優先問題）- 

日時 2 月 26日（日） 

   10 時～11 時 40 分（9 時 30 分 受付開始） 

会場 ウェルとばた 8階 83・84 会議室 

   （戸畑区汐井町１-６）   

参加費 資料代として５００円 

内容 これからの介護保険がどうなっていくのか、 

   何が出来るのかを学ぶ学習会です。 

   ・講師 伊藤 周平 氏（鹿児島大学教授） 

主催 きょうされん福岡支部北九州市ブロック 

問合せ先 さざなみ福祉会 のぞみ作業所  

 TEL・FAX 093-921-0657  

 E-mail nozomi@izm.bbiq.jp 

     ※当日の資料を、事前にデータでご希望の 

      方はご連絡下さい。 

◆障害者向けパソコン相談会 

障害に応じたパソコンの設定、及び操作について。 

その他インターネットの体験・パソコンのトラブル等。 

 ※ノートパソコン等の持ち込み可能です。 

  取扱説明書があればご持参下さい。 

 

①日時 2月１日・8 日・15 日・22 日 

    13時～17 時（毎週水曜日） 

 会場 北九州市立東部障害者福祉会館 6階研修室 

    （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた内） 

 問合せ先 北九州市障害福祉ボランティア協会    

 TEL 093-882-6770 FAX 093-882-6771 

 

◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 ①2月 18 日（土）14 時～16 時 

   ②2月 25 日（土）14 時～16 時 

会場 ①LITALICO ワークス北九州 

  （戸畑区中本町 8-14FARO 戸畑駅前ビル 404） 

   ②MOYAI ステーション 96cafe 

  （八幡西区黒崎2丁目8-7（黒崎駅より徒歩8分）） 

内容 障害のある人の就職に関する相談、就労支援サ 

   ービスの利用相談、LITALICO ワークスのサー 

   ビス案内など、ご希望の内容に合わせてお応え 

   します。お気軽にご参加ください。 

参加費 無料 

対象者 各種障害のある人 

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 0120-951-712 

      Mail：works@litalico.jp 

      URL：https://works.litalico.jp 

 
◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 

日時 ２月 2３日（木）13 時～16 時  

会場 TOTO 北九州ショールーム 

   （小倉北区中島町 2-1-1） 

内容 脊髄損傷者及び障害者（児）・ご家族の色々な 

   悩み、相談を先輩・仲間がお聞きします。 

   一緒に考えましょう。 

問合せ先 福岡県脊髄損傷者連合会北九州支部 

                   事務局 白川 長廣 

   TEL・FAX 093-693-9207 

   携帯      090-6895-4340  

   E-mail sekisonkitakyu@yahoo.co.jp 
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