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◆難聴者の生活相談

★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

◆プレクストーク操作説明会

日時

2 月 5、12、19、26 日（火曜日）
10 時～17 時
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）
＊都合の悪い方は、日時・場所など調整いたします。
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。
対象者 難聴者・中途失聴者・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
TEL/FAX 093-883-3113
（電話対応は火曜日のみ可）

日時 2 月９日（土）
、10 日（日）
13 時 30 分～15 時 30 分
※同じ内容を 2 回実施します。
会場 西部障害者福祉会館
９日：503 会議室 10 日：504 会議室
（八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 5 階）
内容 新型のプレクストーク（PTR3・PTN3）を使
って、図書の再生やバックアップについて実際
に操作をしながら説明します。
対象者 点字図書館の利用者、家族、支援者
定員 各日 6 名（先着）
参加費 無料
申込期間 2 月 7 日（木）まで
申込方法 下記へご連絡ください。
申込・問合せ先 北九州市立点字図書館（担当 衛藤）
◆障害者向けパソコン相談会
TEL 093-645-1210
障害に応じたパソコンの設定、及び操作についてサポ
FAX
093-645-1601
ートします。※ノートパソコン等の持ち込み可能です。
ご希望の方は、事前にご連絡ください。

障害福祉ボランティア協会主催
日時

2 月 6・13・20・27 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 ）
対象者 北九州市内に居住または勤務先のある各種
障害者手帳所持者
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

◆希望の種のお話し会

『私のグリーフについて考えよう、感じてみよう』
日時 2 月 16 日（土）13 時～15 時
会場 KOTO Factory アトリエ
（八幡西区御開 4 丁目 16-13）
内容 グリーフは、自分にとって大切な人やものを失
った時に起こる心や体の反応です。自分の心が
チクチクしたり、揺れ動いたりいつもと違った
体の調子だったり、これまで通りに行動できな
かったり、一人一人様々なグリーフを感じます。
障害をもつということもまたグリーフを生じる
かもしれません。今回のお話会では、グリーフ
について紹介し、ワークを通して自分自身のグ
リーフを考えたり感じたりして、参加者と共有
する時間を持ちたいと思います。
講師 秋田 寛子 氏
（NPO 法人こどもグリーフサポート
ふくおか代表理事）
対象者 障害児の保護者、支援者または、グリーフサ
ポートについて知りたい方
定員 5～7 名（先着順）
参加費 500 円（お茶と菓子代含む）
申込・問合せ先 子どもの城ほんじょう
FAX 093-883-7302
EMAIL leesanyo@icloud.com（西山）

◆授産品バザー
日時

2 月 20 日（水）10 時 30 分～15 時 30 分
（毎月第 3 水曜日）
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。ぜひ、ご来店下さい。
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

◆楽しいマジックショー

日時 2 月 24 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 丁目 4-1）
定員 50 名（定員を超えた場合のみ抽選）
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）
申込期間 2 月 1 日（金）～18 日（月）

②空手＆リズム運動教室発表会
日時 2 月 24 日（日）12 時より開催予定
会場 障害者スポーツセンター「アレアス」内
プール前特設ステージ
（小倉北区三郎丸 3 丁目 4-1）
内容 リズム運動教室（ダンス）
、レインボーズ（ダ
ンス）、空手クラブ（演武）の発表会を行います。
日頃の練習の成果をぜひ、ご覧ください。

ザ・チャレンジⅡ

日時
会場

2 月２２日（金）開場 18 時 開演 19 時
ホテル アルモニーサンク 2Ｆ
テアートルマロン（小倉北区大手町 12-3）
内容 障がいのある人もない人も楽しいマジックシ
ョー
出演者 TAKA&KANA・GOICHI・SIGE&MIKA
リッチ&ベル・KAORI・かず・赤松賢一・
EMI&KUMI
定員 200 名
入場料 2,000 円
問合せ先 みんなの職場研究会
TEL 090-9566-3971
Email gogogobububu@gmail.com

◆第 12 回フライングディスク記録会
日時

◆スポーツセンター「アレアス」のイベント
①アレアスプールなんでも記録会

2 月 23 日（土）
8 時 50 分～12 時 50 分（終了予定）
会場 北九州市立総合体育館（八幡東区八王子町 4-1）
内容 フライングディスク競技を通じて、障害者と健
常者の交流・親睦を図るとともに、在宅障害者
への競技の普及と競技力向上を目指し、各々が
目標に挑戦する意欲の喚起を目的に開催する。
対象者 北九州市内に在住または勤務されている障害
者および健常者
参加費 無料
持参品 上履き
申込方法 所定の申込書（下記にお問い合わせくださ
い）に記入の上、持参、郵送または E メー
ルにてお申込みください。
申込期間 2 月 6 日（水）まで
申込・問合せ先
北九州市障害者スポーツ協会 担当 久野
〒802-0061 小倉北区三郎丸 3 丁目 4-1
北九州市障害者スポーツセンターアレアス内
TEL 093-383-2115 FAX 093-922-0041
Email shosupokyo@kitakyushu-ssc.jp

①②共通事項
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

◆手話カフェ『SMILE』
日時 2 月 24 日（日）14 時～16 時
会場 とりはた玄海園就労センター4F
地域交流ホール（戸畑区北鳥旗町 2-22）
内容 手話を通して色々な方と交流しませんか？興味
のある方はぜひ、ご参加ください。初心者の方
でも楽しめるように配慮致します。
対象者 手話レベルは問いません。障害のあるなし関
わらずどなたでも参加可能です。
参加費 無料
申込方法 下記へご連絡ください。
申込期間 2 月 20 日（水）まで
申込・問合せ先
社会福祉法人 北九州障害者福祉事業協会
とりはた障害者相談支援センター（担当 金﨑）
TEL 093-871-0843
FAX 093-871-0852
Email rie.kanezaki@torihata.or.jp

◆東部障害者福祉会館の講座
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
会場

2 月 24 日（日）10 時～15 時
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 ・視覚障害ガイド基礎知識・当事者からのお話
・昼食交流（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 15 歳以上（中学生は除く）
定員 20 名（先着）
参加費 昼食代として 500 円
申込期間 2 月 20 日（水）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、郵便番号、住所、氏名（ふ
りがな）、連絡先を記入してお申込みくだ
さい。
申込・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

◆網膜色素変性症医療講演会
（定例交流会 in 北九州）
日時 3 月 10 日（日）13 時～15 時
受付 12 時 20 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
「網膜色素変性症に対する最新の治療法開発について」
講師 池田 康博 氏（九州大学大学院医学研究院准教授）
九州大学病院では遺伝子治療の臨床研究が６年前
よりスタートし、現在、その効果・有効性を確認
する治験が計画されています。今回の医療講演会
ではこの遺伝子治療研究に当初より携わってこら
れた九州大学大学院医学研究院准教授の池田康博
先生を講師に迎えて講演して頂きます。遺伝子治
療だけでなく、いろいろな最新の治療研究につい
ても分かりやすく説明して頂きます。
対象者 患者・その家族・福祉関係者、または関心の
ある方
参加費 無料
問合せ先 福岡県網膜色素変性症協会（JRPS 福岡）
さ ん こ だ

三小田 静男

◆点字図書館の視覚障害者生活教室
①レンジで簡単料理講座
日時
会場

2 月 24 日（日）10 時～12 時
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）
参加費 材料代として 800 円
持参品 エプロン・三角巾

携帯 090-9562-2768

◆西部障害者福祉会館のイベント
「春の交流会」

日時 3 月 10 日（日）14 時～16 時
会場 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 平成３０年度西部障害者福祉会館では、障害の
ある方の社会参加・生きがい支援を目的に料理
・体操・パソコン・物作りなどのたくさんの講
座や交流会を開催しました。最後を締めくくる
②ボイストレーニング体験講座
のは西部障害者福祉会館「春の交流会」です。
日時 2 月 24 日（日）10 時～12 時
スイーツ作りや脳トレ・音楽体操など、ぎっし
会場 西部障害者福祉会館 音楽室
りと楽しめる２時間です。交流会をきっかけに
（八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 5 階）
普段話すことのない皆さんと楽しい時間を過ご
内容 お腹から声を出し、健康増進！
してみませんか？
定員 10 名（先着）
※情報保障として、手話通訳・要約筆記・ガイドボラ
参加費 無料
ンティアが付きます。また、補助スタッフがいますの
③ラジオ体操第二完全マスター講座
で、初心者の方でも安心してご参加ください。
日時 2 月 24 日（日）13 時～15 時
対象者 市内在住か勤務している障害のある方
会場 西部障害者福祉会館 音楽室
定員 24 名（抽選）
（八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 5 階）
参加費 飲食代として 500 円
内容 体を鍛え、筋力を強化する！
申込期間 3 月 1 日（金）まで
※体操が出来る服装でご参加ください。
申込方法 電話にてお申込みください。聴覚障害のあ
定員 10 名（先着）
る人は FAX に郵便番号、住所、氏名（ふ
参加費 無料
りがな）、年齢、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
①～③共通事項
申込みください。
対象者 視覚に障害のある方
申込・問合せ先 北九州市立西部障害者福祉会館
※スタッフがお手伝いしますので安心してご参加ください。
担当 岩永
申込 2 月 3 日（日）から
TEL 093-645-1300 FAX 093-645-1600
申込・問合せ先 北九州市立点字図書館
TEL 093-645-1210 FAX 093-645-1601

◆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）
日時
会場

3 月 11 日（月）10 時～12 時
ウェルとばた 2 階 多目的ホール
（戸畑区汐井町 1‐6）
内容 「親亡き後を支える仕組みづくり」
講師 小鉢 由美 氏（弁護士）
対象者 どなたでも参加可能です
参加費 無料
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 4 日（月）まで
申込・問合せ先 北九州市手をつなぐ育成会（親の会）
事務局
TEL 093-884-1510
FAX 093-884-1509
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「いべんとアラカルト」では、みなさんからお寄せいただいた障害福祉に関する
イベント、講座、講演会などの情報を掲載しています。
◎「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、定期購読希望の方は、下記アドレスへお知らせください。

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 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 メール johocenter＠ksvk.jp
情報センターホームページ http://www. ksjc.jp

