
 

 

◆CoCo サロン北九州 Link 福祉施設学習会  

 （小倉南障害者地域活動センター主催）  

日時 3 月 11日（土） 

   13 時～17 時（受付 １２時 30 分～）  

会場 北九州市立小倉南障害者地域活動センター 

   （小倉南区横代北町 4-12-1）  

テーマ 「地域にひらく！広げる！ 

     社会福祉施設のソーシャルバリュー」 

内容 ボランティアの受け入れにとどまらない、福祉 

   施設の強みを生かした社会、地域との連携、協 

   働のあり方について考えます。 

講師 後藤 麻理子氏 

 （認定NPO 法人 日本ボランティア 

    コーディネーター協会 理事・事務局長）  

定員 30 名（先着）  

参加費 300円  

申込締切 3 月 10 日（金）  

申込み方法 FAX または E メールにて。  

問合せ先 CoCo サロン北九州 Link福祉施設事務局  

 （生き方のデザイン研究所内、担当：遠山・大川）  

 TEL 093-953-6809 FAX 093-953-6819  

 E メール staffdesign@aqua.ocn.ne.jp 

 

◆授産品バザー 

日時 ３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 

 

◆吃音のある子と保護者のつどい 

日時 ３月１２日（日） 

   １０時～１５時（受付 9 時 30分～） 

会場 北九州市立障害福祉センター 

   （総合保健福祉センター（アシスト 21）3 階）

（小倉北区馬借 1丁目７－１）  

   ※当日は当センターの駐車場は、夜間・休日急 

    患センターの利用者専用となりますので、車 

    でお越しの際は近隣の駐車場をご利用くだ 

    さい。また、できる限り公共の交通機関でお 

    越しください。 

内容 ・参加者による交流会（ゲーム等） 

   ・成人吃音者との交流 

   ・成人吃音者の体験談 

   ・話し合いと情報交換 

対象者 吃音のある小学生（新1年生を含む）、 

    中学生、保護者、関係者（保護者の方 

    のみの参加でも構いません） 

参加費 無料 

申込締切 3 月 9 日（木）までにお電話で 

問合せ先 総合保健福祉センター  

     地域リハビリテーション推進課 

       TEL 093-522-8724  

      FAX 093-522-8772 

              （担当：宮下・徳本） 

 

◆韓国語講座 演劇発表会 

 モモマルくんと森のなかまたち 

日時 3 月 3日（金）18 時 30 分開場 19 時開演 

会場 ウェルとばた 中ホール（戸畑区汐井町 1-6） 

内容 北九州市人権問題啓発推進協議会で人権研修 

   入門資料として発行した「モモマルくんと考え 

   よう！」の中「モモマルくんと森のなかまたち」 

   を韓国語に翻訳した劇を開催します。（日本語 

   の字幕もあります）チケットは当日受付にて 

   100 円で販売しています。 

問合せ先 （社福）北九州市手をつなぐ育成会  

         本部事務局 総務企画課 

      任 多姃（イム・ダジョン）、小田 

            TEL 093-884-1500  

            FAX 093-884-1501 

            Mail imdajung@kitaiku.com 

 

平成 29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 
  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 FAX093-882-6771 
  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。 

※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 検索検索 
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◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 3 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） 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 

日時 ３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 

 

◆「難聴の当事者が受ける生活相談」 

日時 3 月 7・14・21・28 日（毎週火曜日） 

   10 時～17 時まで 

会場 ウェルとばた 6階（戸畑区汐井町 1-6）  

 NPO法人難聴者・中途失聴者協会事務局 

内容 お困りごとは何でもお気軽にご相談ください。 

   相談は無料です。 

対象者 聴覚に障害を持った方と、その関係者 

問合せ先 北九州市難聴者・中途失聴者協会 

     FAX 093-883-3113 

    （TEL も同じ、電話は火曜日のみ対応可能） 

 

◆よろず!! 

日時 ３月１７日（金）18 時～20 時 

会場 NPO 法人自立生活センターぶるーむ事務所内 

   （小倉北区竪町 2 丁目 1-5 竪町ビル 1Ｆ） 

内容 いつものようにおしゃべりあり、歌あり、    

       笑いあり、一芸あり・・・何でもアリの交流会。 

       障害があってもなくても大歓迎！ 

       アルコール、その他の持込は何でも自由です。 

 なお食事の準備などのため、事前にお知らせ 

       いただけると助かります。 

参加費 500円程度 

問合せ先 自立生活センターぶるーむ   

 TEL 093-562-5431 FAX 093-583-3257      

              （担当：高園・佐藤） 

◆第 225 回障害者地域生活支援研究会 

日時 3 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 「障害者の就労支援について（仮）」 

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 

 

◆障害のある方のための個別就職相談会 

日時 ①３月 1１日（土）14 時～16 時 

   ②３月 25 日（土）14 時～16 時 

   ※ご都合が悪い場合は別日程も調整可能です。 

    お気軽にお問合せください。 

会場 LITALICO ワークス北九州 

  （戸畑区中本町 8-14FARO 戸畑駅前ビル 4 階） 

   ※戸畑駅より徒歩 3 分 

内容 LITALICO ワークス北九州は、そのひとりの  

  「働きたい」をサポートします。 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。ご本人だけでなく、ご家族か 

   らのご相談も受け付けております。 

参加費 無料 

対象者 各種障害のある方またはそのご家族 

    （手帳の有無は問いません） 

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 

 

◆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、及び操作についてサ

ポートします。※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。 

★北九州市パソコンサポーター主催★ 

日時 3 月１・８・1５・2２・２９日 

   13 時～17 時（毎週水曜日） 

会場 北九州市障害福祉ボランティア協会内 

   ウェルとばた 6階（戸畑区汐井町 1-6） 

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 

 

★パソボラネット北九州主催★ 

日時 ３月１９日（日）10 時～12 時 

   （毎月第 3日曜日） 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 

   ウェルとばた 6階（戸畑区汐井町 1-6） 

問合せ先 パソボラネット北九州 

     TEL 070-5690-4803 
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◆平成 2９年度 福岡障害者職業能力開発校   

          職業訓練生 追加募集  

募集訓練科名 

-普通課程- 

 ・コンピューター製図科・プログラム設計科 

 ・商業デザイン科・OA ビジネス科・建築設計科 

  ＜応募対象者＞身体・精神障害者（高校卒業程度 

  又はこれと同等の学力を有する１８歳以上の方）  

-短期過程- 

 ・流通ビジネス科 

  ＜応募対象者＞身体障害者・精神障害者（義務教 

   育修了者又はこれと同等の学力を有する方） 

 ・音声パソコンコース 

  ＜応募対象者＞視覚障害者（義務教育修了者又は 

   これと同等の学力を有する方） 

※応募手続き・書類については下記連絡先にお問合わ 

 せください。 

応募受付期間 3月 21日（火）まで  

入校選考 ３月２３日（木）に福岡障害者職業能力開 

     発校（若松区大字蜑住 1728－1）にて筆 

     記試験（高校入試程度の国語と数学）・面  

     接を行います。 

訓練期間 平成 29年 4 月 11 日（火）～ 

           平成 30 年 3月 15 日（木）   

     （訓練時間 8 時 45 分～15時 55分） 

問合せ先 国立県営 福岡障害者職業能力開発校 

     北九州市若松区大字蜑住 1728－1                            

      TEL 093-741-5431 

      FAX 093-741-1340 

 

◆平成 29 年度 福岡障害者職業能力開発校   

          総合実務科 追加募集 

訓練内容 就労を希望している知的障害者の方が職 

     業に就くために必要な基礎的知識、技能を 

     身に付け職域拡大につながる訓練を行い 

     ます。販売・物流・事務・清掃・製造等に 

     関する基礎的な知識と技能が習得できる 

     よう、また、基礎体力の向上・ビジネス 

     マナーなどを含めた総合的な訓練もあわ 

     せて指導を行います。 

対象者（知的障害者） 

・就職に意欲があり、職業的自立が見込まれる方 

・訓練等健康面で集団生活に支障のない方 

・療育手帳を取得されている方、又は選考日前日まで  

 に手帳を取得できる方、もしくは児童相談所・障害 

 者更生相談所・障害者職業センター等で発行される 

 知的障害者と認める判定書を提出できる方 

・義務教育修了者又は平成 29 年 3 月卒業見込みの方 

募集者数 数名 

応募受付期間 3月 21日（火）まで  

       ※応募手続き・書類については 

        お問合せください。 

 

 

入校選考 ３月２３日（木）に福岡障害者職業能力開 

     発校（若松区大字蜑住 1728－1）にて筆 

     記試験（小学校漢字読み書きと加減算、時 

     計読み取りなど）・適性試験（口頭指示、 

     指示書による作業）・面接を行います。ま 

     た、保護者との面談を行います。 

訓練期間 平成 29年 4 月 11 日（火）～ 

           平成 30 年 3月 15 日（木）   

     （訓練時間 8 時 45 分～15時 55分） 

問合せ先 国立県営 福岡障害者職業能力開発校 

     北九州市若松区大字蜑住 1728－1                            

      TEL 093-741-5431 

      FAX 093-741-1340 

 

◆KITAKYUSHU OPEN 2017 
（国際車いすテニストーナメント２０１７北九州） 

★同時開催 北九州車いすテニストーナメント★ 

日時 3 月 3日（金）～3 月 5 日（日）9 時～ 

第 1 会場 北九州穴生ドーム（八幡西区鉄竜 1-5-2） 

第 2 会場 福岡ひびき信用金庫テニスコート 

     （八幡西区則松（大字）31-1） 

 ※駐車場が限られていますので、公共の交通機関を 

  ご利用ください。入場は無料です。 

問合せ先 アバンタージュ北九州  

     TEL 090-8625-3773（松本） 

     TEL 090-8354-4092（小林） 

 

◆「難聴者の耳の日記念市民集会」 

日時 ３月５日（日）１０時～１５時 30 分 

会場 ウェルとばた６階～７階（戸畑区汐井町 1-6）  

内容 耳鼻咽喉科医師による講演、補聴器・耳に関す 

   る相談会などがあります。 

  10 時～12時 30分  

  ・聴力検査・補聴器相談（6 階ミキサー室） 

  13 時～14時 20分  

  ・主催者挨拶と協会ご案内 

・講演「聴こえのしくみと難聴」 

   講師 坂本耳鼻咽喉科院長 坂本 直美 医師 

         （7 階団体連絡事務室）

14 時３0 分～15時 30 分 

  ・医師の耳に関する相談（6 階研修室６C）   

対象者 難聴者・中途失聴者と、その関係者 

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 093-883-3113 

     （TEL も同じ、電話は火曜日のみ対応可能） 

 

 

 

 

 

 



 
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/ です。  

 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購読希望」

と明記のうえ、情報センターのアドレス

johocenter@ksvk.jp にメールをお送り下さい。 

 
 
 

 
 

◆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 

 

◆エコー研 

☆今月のテーマ 「障害者差別」 

日時 ３月２５日（土）1４時～1９時             

       （食事会は 17 時から） 

会場 自立生活センター・エコー事務所 

   （小倉南区下曽根 1 丁目 2-33） 

内容 自立生活を目指す障害者のサークルです。 

   毎月、テーマを決め、経験者の声を聞いたり、 

   関連する映画について語り合ったりします。 

アットホームな雰囲気で、気軽に参加していた

だけます。また交流を深めるために、食事会を

行っています。食べて、飲んで、楽しく過ごし

ましょう。 

対象者 各種障害のある方 

   （食事会はどなたでも参加可能） 

参加費 300円（食事会に参加されない方は無料） 

定員 なし 

申込方法 お電話などでお申込みください。 

問合せ先 自立生活センター・エコー 

      TEL 093-982-2993 

      FAX 093-982-1131 

      E-mail cil-echo@crv.bbiq.jp   

 

◆春のスウィーツ広場 in 中央町 

日時 ３月２５日（土）1０時～1５時 

会場 八幡東区中央区商店街アーケード内 

内容 市内障害者施設利用者が作製した商品の販売。 

   イベントステージ（バンド・ゴスペル ほか 

   楽しい催し盛りだくさん！！） 

   ※同時開催 一箱古本市、まちなかギャラリー、 

         五感を使ってリラックス 

問合せ先 NPO 法人 わくわーく 

     TEL 093-671-1221 

     FAX 093-883-6022 

 

   

   

   

障障障害害害福福福祉祉祉イイイベベベンンントトト情情情報報報   

「「「いいいべべべんんんとととアアアラララカカカルルルトトト」」」へへへののの掲掲掲載載載にににつつついいいててて   
 

「「いいべべんんととアアララカカルルトト」」でではは、、みみななささんんかかららおお寄寄

せせいいたただだいいたた障障害害福福祉祉にに関関すするるイイベベンントト、、講講座座、、

講講演演会会ななどどのの情情報報をを掲掲載載ししてていいまますす。。  

 

 ◎「いべんとアラカルト」は、障害者団体、個人、 

  市内特別支援学校や支援学級、社会福祉協議会、 

  市（区）役所窓口、市内障害者関係機関などへ 

  毎月 1 日に郵送・配布しています。 

  

◎発行部数：1000 部 

 

  ◎その他に、「障害福祉情報センター」のホーム  

   ページやメールでの定期購読者へも配信して 

   います。 

  ◎情報掲載締切：原則、前月の 20 日まで（祝日 

   が重なる際などは変更あり） 

 

 ◎原則、「障害福祉」に特化したイベントや講座 

  などを掲載しています。それ以外の情報などは 

  当センターの掲載基準に則り、対応させていた 

  だきます。 

 

 

 

 

 

※「いべんとアラカルトに情報掲載」または「パ

ソコン・携帯での購読（無料）」に希望される方

は表題に記載の E メールアドレスまでお気軽に

ご連絡ください。 

 

   

mailto:情報センターのアドレスjohocenter@ksvk.jp
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