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◆難聴者・中途失聴者の生活講座 
 
「難聴者・中途失聴者のための手話６」 
日時 12 月 9 日（土）１３時～１５時 

会場 北九州市立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 「時の表現」 

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/TEL093-883-3113（電話は火曜日のみ） 
 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 12 月 17 日 24 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 丁目 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？ 

対象者 障害のあるなしに関わらず自由に参加ＯＫ 

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） 
 

◆授産品バザー 
日時 12 月 20 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 障害のある方が、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、ご来店下さい。 

《主な商品》 

食品（クッキー・パウンドケーキ・キャラメル他） 

木工製品（しゃもじ・バターナイフ・ミニタンス他） 

小物（草木染・アクリルたわし・朱肉・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 
日時 12 月 21 日（木）13 時～16 時 

      ※12 月は第３木曜日開催      

会場 TOTO 北九州ショールーム 

   （小倉北区中島町 2 丁目 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 

 

◆第 234 回障害者地域生活支援研究会 
日時  12 月 21 日（木）18 時 30 分から 

場所 『 益正 』I'm 小倉店 

（小倉北区京町 3－1－1 COLET/I'm14Ｆ） 

対象者 どなたでも参加可能です。 

テーマ 情報交換会 

会費  4,000 円 

申込方法 第 234 回支援研究会は事前申し込みが必

要です。12 月 7 日（木）までに下記にお

申し込みください。 

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 
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◆視覚障害者生活教室 

①フラワーアレンジメント講座 
日時 12 月 24 日（日） 10 時～12 時 

会場 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 季節のお花でお正月のアレンジを楽しみます。 

定員 15 名（先着順） 

参加費 材料代として 2,000 円 

持参品 ハサミ・タオル 

申込期間 12 月 3 日（日）から 
 

②レンジで簡単料理講座 
日時 平成 30 年 1 月 7 日（日） 10 時～12 時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 調理室 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 7 階） 

内容 電子レンジで簡単においしく調理します。 

定員 12 名（先着順） 

参加費 材料代として 800 円 

持参品 エプロン・三角巾 

申込期間 12 月 17 日（日）から 

①②共通事項 

対象者 視覚に障害のある人 

※初めての方、お一人様でもスタッフがお手伝いしま

す。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 

 

◆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。 
 

①北九州市障害福祉ボランティア協会主催 

日時 12 月 6・13・20 日（毎週水曜日） 

   ★１０時～１２時 ★１３時～１７時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 

   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 

 

②パソボラネット北九州主催 

日時 12 月 17 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 研修室 

   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 

 

 

 

 

 

◆北九州市からのおしらせ 
「（次期）北九州市障害者支援計画」（素案）への 

意見募集 

内容 「（次期）北九州市障害者支援計画」を策定する

にあたり、計画案について皆様からの意見を募

集します。 

【案の配布・閲覧】 

１２月１５日（金）～平成３０年１月１５日（月） 

（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）の８時３０ 

分～１７時、保健福祉局障害福祉企画課（市役所

８階）、保健福祉局障害福祉企画課障害者差別解消

相談コーナー（大手町ビル（ムーブ）８階）、市民

文化スポーツ局広聴課（市役所１階）、各区役所総

務企画課・出張所で。市のホームページでもご覧

になれます。 

受付期間  

１２月１５日（金）～平成３０年１月１５日（月） 

（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）  

８時３０分～１７時 

提出方法 様式は自由です。住所、氏名、意見を書い

て、閲覧期間中にＥメール（市のホームペ

ージから）、郵便またはＦＡＸにてご提出

ください。各配布・閲覧場所（出張所は除

く）に直接提出もできます。 

提出先・問合せ先 

保健福祉局障害福祉企画課企画調整係 

〒８０３－８５０１ 

小倉北区城内１－１ 市役所８階 

ＴＥＬ ０９３－５８２－２４５３ 

ＦＡＸ ０９３－５８２－２４２５ 

 

◆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教室 

 

①入門水泳教室Ⅴ(成人) 全 7 回 
日時 平成 30 年 1 月 7 日(日)～2 月 18 日(日)  

   9 時 30 分～10 時 30 分 毎週日曜日 

対象者 障害者手帳をお持ちの 18 歳以上の方 

 

②入門水泳教室Ⅴ(児童) 全 7 回 
日時 平成 30 年 1 月 11 日(木)～2 月 22 日(木) 

   18 時 30 分～19 時 30 分 毎週木曜日 

対象者 障害者手帳をお持ちの4歳から18歳未満の 

    方 

①②共通事項 

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 3-4-1） 

 

 

 

 

 

 



「アレアス」以外のプールで実施される教室 

③巡回水泳教室 全 8 回 
日時 平成 30 年 1 月 6 日（土）～2 月 24 日（土） 

   10 時 30 分～11 時 30 分 毎週土曜日 

会場 北九州市立若松体育館（若松区古前１−１） 

対象 障害者手帳をお持ちの講師の指示を理解し、行

動することに援助を要しない小学生以上の方。 

①②③共通事項 

定員 １０名（抽選） 

募集期間 12 月 1 日（金）～12 月 20 日（水） 

参加費 無料 

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 

 

◆第 38 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 平成 30 年 1 月 6 日（土） 10 時～12 時 

会場  認知症支援・介護予防センター 研修室 

（総合保健福祉センター５階  

小倉北区馬借１丁目７番１号） 

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。 

※見学をされてみたい方は事前に御相談ください。 

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 

     ＦＡＸ 093-582-1064 

 

◆東部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①健康体操教室 

日時 平成 30 年 1 月 13 日（土）10 時～12 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 からだを動かして、ストレス発散！！からだも

心もリフレッシュしてみませんか？ 

定員 12 名（抽選） 

参加費 無料 

申込期間 12 月 3 日（日）～12 月 21 日（木） 

②折り紙教室（節分編） 
日時 平成 30 年 1 月 13 日（土） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 6B 

内容 鬼は外！福は内！折り紙で節分を楽しみます。 

定員 10 人（抽選） 

参加費 材料代として 200 円 

申込期間 12 月 3 日（日）～12 月 20 日（水） 

 

 

 

①②共通事項 

対象者 各種障害のある人 

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 に希望催し名、郵便番号、住

所、氏名（ふりがな）、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。 

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 
 

◆あいず発足 15 周年記念行事 

①記念講演会 

日時 平成 30 年 1 月 14 日（日）10 時～12 時 

会場 小倉リーセントホテル１階ガーデンホール 

     （小倉北区大門 1-1-17） 

内容 演題「視覚障害者の就労と自己実現」 

講師 大胡田 誠 氏 

   慶應義塾大学法学部法律学科卒業 

   同大大学院法務研究科修了 

   弁護士法人つくし総合法律事務所 弁護士 

   日盲連 青年協議会会長 

   著書「全盲の僕が弁護士になった理由」 

参加費 資料代として 300 円 

②記念祝賀会 

日時 平成 30 年 1 月 14 日（日）13 時～15 時 

会場 小倉リーセントホテル 2 階 「玄海の間」 

参加費 6,000 円（当日受付にてお支払いください） 

①②共通事項 

申込方法 下記「あいず事務局」へ電話・ＦＡＸまた

はメールでお名前・ご連絡先、資料の種別

（墨字・点字）をお知らせください。 

申込期間 12 月 27 日（水）まで 

※締め切り以降のキャンセルの場合、キャンセル料を

ご負担いただく場合がございます。あらかじめご了

承ください。 

申込・問合せ先  

  NPO 法人北九州市視覚障害者自立推進協会 

あいず事務局（担当：高・伊藤） 

  TEL/FAX 093-871-7711 

  Ｅメール office@aizu-k.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：原則として、前月の 20 日まで（祝日が重なる際などは変更あり） 

 

◎原則として、「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。 

 

掲載ご希望の方は、下記アドレスへお知らせください。 

 

 

 

  
 

 

 

 

★定期購読希望の方もご連絡ください。 
 

※こんな情報は掲載できるのか？ 

※今後も定期的に掲載してほしい。 

※講座のチラシを置いてほしい。 

等・・・ご不明な点はご相談下さい！！ 
 

北九州市障害福祉情報センター 

〒804-0067 

北九州市戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 

公益社団法人 北九州市障害福祉ボランティア協会 

TEL (093)882‐7721    

FAX (093)882‐6771 

E メール johocenter＠ksvk.jp 

情報センターホームページ http://www. ksjc.jp 
 


