
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 39 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 3日（土） 10 時～12 時 

会場 ウェルとばた 121 会議室 

  （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 12 階） 

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 

 

◆視覚に障害のある人の外出支援 

ボランティア体験講座 
日時 3 月 4日（日）10 時～15 時 

会場 ウェルとばた 7階連絡事務室 

   （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 ・視覚障害ガイド基礎知識 

   ・当事者からのお話し 

   ・昼食交流会 ～お弁当の情報提供体験～ 

   ・ガイド体験 ～歩行体験～ 

   ・ボランティア活動のルールとマナー 

対象者 高校生以上 

    ボランティアは初めてという方でも大歓迎

です。 

定員 20 名（先着） 

参加費 500円（資料・お弁当代として） 

申込期間 2 月 3 日（土）～ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆①耳の日記念市民集会 
日時 ３月４日（日）10 時～１６時 

 会場 東部障害者福祉会館 

    （戸畑区汐井町１－６ ウェルとばた６階）  

内容 難聴者・中途失聴者ならびに、補聴器・人工

内耳装着者に関わる市民の集いです。 

   一枝クリニック院長、江島正義先生による

「耳のお話」や、耳に関する相談会、また聴

力検査や補聴器相談もあります。 

 対象者 難聴者・中途失聴者とその関係者 

 参加費 無料 

 ※聞こえの保障あり。ヒアリングループと要約筆記

が付いています。 

 

②難聴者の生活相談 

 日時 3月 6、13、20、27 日（毎週火曜日） 

    10時～17 時 

    ※都合の悪い方は、日時・場所など調整いた

します。 

 会場 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。秘密厳守しま

す。 

①②共通事項 

 問合せ先  

NPO 法人北九州市難聴者・中途失聴者協会 

  FAX／TEL 093-883-3113 

  （ただし、電話対応は火曜日のみ） 
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★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



◆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） 

「共働の輪っか」をつないでいこう 

～地域コミュニティにおける横軸連携～ 
「地域包括ケアシステム」の強化？ 

「地域における住民主体の課題解決力」とは？ 

「地域共生社会の実現」って、誰が、いつ、どのよう

に？いま新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン

として、我が事・丸ごとの地域づくりが示されていま

す。私たちの地域は、暮らしはどのように変化するの

でしょうか？「ふくし」を私たち一人ひとりのものに

するために。私たちが主体的に生きる力を発揮して、

地域づくりに参加するとき、大切にしたい「共働」の

あり方、福祉施設の地域での役割、出番の創出につい

て考えます。 

 

CoCo サロン北九州 Link 福祉施設とは・・・ 

NPO 法人日本ボランティアコーディネーター協会の

会員活動の１つで、「福祉施設でのボランティアコー

ディネーション」をキーワードにした自主学習会です。

平成 22 年 3月にスタート。これまで福祉施設や病院

などのスタッフを対象に情報交換や33回の学習会な

どを実施してきました。平成 24 年度から奇数月に情

報交換会を定期開催しています。 

 

日時 3 月１０日（土）１３時 30 分～17 時 

（受付 13 時～） 

会場 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） 

講師 杉浦 健 氏 

   （大阪生まれ 関西学院大学総合政策研究科博 

 士課程前期課程修了。元関西学院ヒューマンサ 

 ービスセンターボランティアコーディネータ 

 ー。2011 年より共働プラットホームを主宰。 

 ボランティアコーディネーション力検定 1 級  

 合格） 

対象者 地域づくりに関心のある方ならどなたでも 

定員 30 名 

参加費 500円（資料代として） 

申込期間 3 月 8 日（木）まで 

申込方法 氏名（ふりがな）・所属・担当職名・連絡 

  先（必須）をご記入の上 FAX か E メール 

にてお申込みください。 

申込・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-Mail staffdesign＠aqua.ocn.ne.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。 

① 障害福祉ボランティア協会主催 

日時 ３月７・１４・2８日（水曜日） 

   ★１０時～１２時 ★１３時～１７時 

会場 東部障害者福祉会館 研修室 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6階 ） 

問合せ先 公益社団法人  

北九州市障害福祉ボランティア協会 

ＴＥＬ 093-882-6770 

     ＦＡＸ 093-882-6771 

② パソボラネット北九州主催 

日時 3 月 18日（日）10 時～12 時 

（毎月第３日曜日） 

会場 東部障害者福祉会館 研修室 

   （戸畑区汐井町１－６ ウェルとばた 6 階） 

問合せ先 パソボラネット北九州 

     TEL 070-5690-4803 

 

◆高齢社会をよくする北九州女性の会 

「災害が発生した後、地域の中で 

       生き延びるための学習/実践」 
日時 3 月 10日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

   （受付 13 時～） 

会場 生涯学習総合センター 3 階ホール 

   （小倉北区大門 1-6-43） 

内容 避難所運営の実際（ゲームとして経験する） 

   災害に遭遇した時、自分の安全を図る備えだけ 

   でなく、動作が不自由な高齢者、子どもを連れ 

   た女性、妊婦さん、何らかの障害がある人たち 

   が、どのような手助けを必要としているのかを 

   知り前もって備えることで行動に余裕が生まれ 

   ます。また、数多くの被災者が集まる避難所に 

   はどのような配置や工夫が必要になるのか、北 

   九州市危機管理室の協力により、来場の皆様と 

   一緒に模索する場にしたいと考えております。 

対象者 どなたでもどうぞ 

申込方法 下記へ氏名（ふりがな）・住所・連絡先を 

     お知らせください。 

     なお、当日参加も可能です。 

申込・問合せ先 

    高齢社会をよくする北九州女性の会 

    TEL 093-583-7604 

       FAX 093-583-7364 

        月・水・金 10 時～17 時  

        火・木   13 時～17 時 

 

 

 

 

 



◆何でもありのおしゃべり交流会 

（定例交流会 in 北九州） 
日時 ３月１１日（日）１３時～１６時  

場所 西部障害者福祉会館 50１会議室 

（八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 何でもありのおしゃべり交流会。今回は医療・

福祉情報や日常生活での困ったこと・楽しかっ

た事やその他、いろいろな事などなど何でもあ

りのおしゃべり交流会です。みなさん、思う存

分いっぱいおしゃべりをして楽しくスッキリ

した気持ちで帰れるようにしましょう。 

対象者 視覚に障がいのある方は勿論、その家族や視 

    覚障がいに関心のある方ならどなたでも参加 

    ＯＫです。多くのご参加をお待ちしておりま 

    す。 

問合せ先 ＪＲＰＳ福岡 三小田（さんこだ）  

  携帯 090-9562-2768  

 

◆第 237 回障害者地域生活支援研究会 
日時 3 月 15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丁目 7-1） 

テーマ 「北九州市における障害者差別の解消に向け 

    た取り組みについて」 

対象者 どなたでも（事前申込不要） 

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 

 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 3 月 18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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆北九州市手をつなぐ育成会（親の会） 

ペアレントスクール（研修会）のご案内 
日時 3 月 19日（月）10 時～12 時 

会場 ウェルとばた 2階 多目的ホール 

   （戸畑区汐井町 1-6） 

テーマ 「障害のある本人の意思に寄り添うとは」 

     親・家族の立場で本人に寄り添う支援を 

     行うためのアドバイスを、体験をまじえ 

     て話していただく予定です。 

 講師 大塚 晃 氏 

    （上智大学総合人間科学部社会福祉学科 教授） 

参加費 無料 

対象者 知的障害のお子さんを持つご家族、または、 

障害に関心のあるかたは、どなたでもご参加 

    ください。 

申込方法 下記へお名前、連絡先をお知らせください。 

申込期間 3 月 16 日（金）まで 

申込・問合せ先 北九州市手をつなぐ育成会（親の会） 

   本部事務局 

   TEL 093-884-1510 

   FAX 093-884-1509 

                            

◆授産品バザー 
日時 ３月 21 日（水・祝） 

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 3 月 22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 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 

 

mailto:sekisonkitakyu@yahoo.co.jp


◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 3 月 24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 ウェルとばた 122 会議室 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 12階） 

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 各種障害のある人またはその家族 

（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 

 

◆春のスウィーツ広場ｉｎ中央町 
日時 3 月 24日（土）10 時～15 時 

会場 八幡東区中央区商店街ロータリー広場 

内容 春のひとときを障害があってもなくても、子 

   どもも大人もお年寄りもまちで暮らす誰もが 

   楽しく集えるイベントです。 

   福祉施設の手作りお菓子や雑貨が大集合！ 

対象者 どなたでも 

参加費 無料 

問合せ先 NPO 法人わくわーく 

     TEL 093-671-1221 

          FAX 093-883-6022 

 

 

 

 
掲載ご希望の方は、下記アドレスへ 

お知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆春のぷかぷか福祉フェスタあんど 

        手づくりワークショップ 
日時 4 月 1日（日）11 時～15 時（16時終了） 

会場 子どもの城・KOTO factory アトリエ・中庭 

   （八幡西区御開 4-16-14） 

   ※駐車場あります 

内容 ★視覚障害者就労支援センターあいず 

    （ワンコインマッサージ） 

   ★NPO 法人ねぎぼうずの里リーシュ 

    （雑貨販売） 

   ★NPO 法人わくわーく 

    （お菓子、手作り品の販売） 

   ★おもやいファーム（乙村式にんにく販売） 

   ★アトリエ SARA（キッチンカー） 

   ★NMphotography.（写真撮影会） 

   ★クラフトショップ モノリエ 

    （ワークショップ） 

   ★子どもの城ほんじょう 

    （作品展示と子どもカフェ写真展、フリマ） 

   ★KOTO factory 

     （ワークショップ） 

   ※ワークショップは予約はいりません。 

    また、材料が無くなり次第終了です。 

対象者 障害があるなしにかかわらず、どなたでも 

    参加 OK！ 

問合せ先 子どもの城ほんじょう （西山） 

     TEL 090-3666-6315 

     FAX 093-883-7302 

 

◆平成３０年度世界自閉症啓発デーに係る 

             啓発イベント 
 

①「チャチャタウン小倉」の観覧車 

        ブルーライトアップ点灯式 
日時 4 月 7日（土）１８時３０分～１９時１０分 

会場 ショッピングモール「チャチャタウン小倉」 

   イベント広場（小倉北区砂津３－１－１） 

内容 北九州市消防音楽隊とカラーガード隊 

   の演奏・演舞、啓発グッズの配布 

 

②小倉城ブルーライトアップ 
日時 4 月 7日（土）１９時～２３時 

会場 小倉城（小倉北区城内２－１） 

 

①②共通事項 

対象者 興味のある方ならどなたでも参加可能。 

問合せ先 北九州市発達障害者支援センターつばさ 

     TEL/FAX 093-922-5523  

      

 

 

 

 

北九州市障害福祉情報センター 

〒804-0067 
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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    
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情報センターホームページ http://www. ksjc.jp 
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