
 

 

 

 

 

 

 

 
◆アート展示会のお知らせ 
障害のあるお子さんの素敵なアート作品が展示され

ます。ぜひ、ご覧になってください。 

日時 7 月 29日（月）～8 月 2 日（金） 

   10 時～17 時 

会場 九州電力八幡営業所 

   （八幡東区西本町 1-19-1） 

日時 8 月 19日（月）～23 日（金） 

   10 時～17 時（最終日は 11時まで） 

会場 九州電力小倉営業所（小倉北区米町 2-3-1） 

問合せ先 一般社団法人 キャリアサポートクラブ 

     TEL 093-776-0318 

     EMAIL syokugyosien@gmail.com 

 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント・講座 

①生活相談 
日時 8 月 1日～29 日 

   （毎週火曜日、木曜日、日曜日） 

   10 時～16 時 

会場 北九州市難聴者・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。 

②生活講座「手話学習③」 
日時 8 月 3日（土）13 時～15 時 

会場 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 「豊かなコミュニケーション」入門編 

   数や時間を表現してみよう！ 

③読話学習① 
日時 8 月 24日（土）13 時～15 時 

会場 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 難聴者・中途失聴者に向けた読話教室 

   口の形から言葉を読み取ろう！ 

 

①～③共通事項 

対象者 難聴者・中途失聴者及び関係者 

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/TEL 093-883-3113 

    （電話対応は火曜日のみ可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 
日時 8 月 11、25 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 障害児・者、また、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） 

 

◆オープンブレイルライブラリー 

 （点字図書館一般公開） 
日時 8 月 18日（日）10 時～15 時 30 分 

会場 点字図書館 
   （八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 5階） 

内容 点字図書館を 1日限定で開放します。点字体験 

   や音訳体験、職場体験など、この機会に見学し 

   てみませんか。「シネマ・デイジー（音で聴く 

   映画）」の紹介や、ゲームや点字用紙で小物づ 

   くりなど盛りだくさんです。 

   普通の図書館と何が違うの？どんなことをし 

   ているの？もっとたくさんの方に点字図書館 

   を知っていただくためのイベントです。 

対象者 障害あるなしに関わらずどなたでも参加自由 

参加費 無料 

問合せ先 北九州市立点字図書館 

 TEL 093-645-1210 FAX 093-645-1601 

 

◆発達障害に関する相談カフェ 
発達障害のある、もしくはその疑いのあるお子様の 

保護者の方を対象に相談カフェを実施します。コーヒ

ーやお菓子を食べながら、日ごろの悩みを相談したり、 

他の方の話を聞いたりしてみませんか。 

興味のある方はぜひご参加ください。 

日時 ８月１８日（日）13 時～14 時 30 分 

   （受付 12 時 45分～）  

会場 障害者自立支援ショップ「一丁目の元気」 

  （小倉北区京町 1-6-1） 

対象 就学前の行動などが気になる子どもの保護者 

会費 500 円（コーヒー、お菓子代） 

申込・問合せ先 保健福祉局精神保健福祉課 

TEL 093-582-2439  FAX 093-582-2425 
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◆授産品バザー 
日時 8 月 21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。ぜひ、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・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 

 

◆桑の実工房 夏の展示会 

 「紡×繋 43 人の手」 
日時 8 月 22日（木）～25 日（日） 

   10 時～16 時 

会場 月瀬八幡宮 （中間市上底井野 1696-1） 

   ※駐車場あります。 

内容 今年のテーマは「紡ぐと繋ぐ」 

   私たちの工房で作られるものたちは糸を紡ぐよ 

   うに、地道で丁寧な作業から成り立っています。

決して一人では成し遂げようのない作業も、所 

   員で分担しそれぞれの力を繋ぎ合わせることで 

   形になります。４３人の手から作り出されたも 

   のたちが皆様の手に届き、生活に寄り添いなが 

   ら育まれていくことが私たちの望みです。 

   皆様のご来場、心よりお待ちしています。 

   染色・木工・ペイント・雑貨・小倉織り 

   喫茶（ドリンク・デザート）など 

★ゲスト出展  

   里山商会（食品）・greenfrog（リネンの服） 

   一丁目の元気（ドライフラワー） 

問合せ先 障害福祉サービス事業所 桑の実工房 

     TEL/FAX 093-612-6045 

          月瀬八幡宮（会期中のみ） 

     TEL 093-244-1824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高齢者・障害のある人の権利擁護・ 

            虐待防止セミナー 
日時 8 月 23日（金）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） 

内容 高齢者や障害のある人の権利擁護を図るため 

   に、多くの皆さんと虐待の防止について考え 

   ます。 

参加費 無料 

申込方法 電話にてお申込ください。聴覚障害のあ 

     る人は FAX に催し名、氏名（ふりがな）、 

     FAX 番号、手話通訳・要約筆記の介助必 

     要の有無を記入してお申込みください。  

※手話通訳・要約筆記が必要な方は８月９日（金） 

 までにお申込ください 

申込・問合せ先 北九州市保健福祉局障害者支援課 

TEL 093-582-2424 

FAX 093-582-2425 

 

◆スポーツセンター「アレアス」の   

                       教室・イベント 

①アレアスフェスタ 
日時 8 月 24日（土）11 時～15 時  

会場 アレアスセンター内 

内容 ステージ発表やお楽しみ抽選会、出店など楽し 

   いお祭りイベント 

対象者 どなたでもお気軽にご参加いただけます。 

②入門水泳教室Ⅲ（成人） 
日時 9 月 5日（木）～10 月 24 日（木） 

   毎週木曜日 18時 30 分～19 時 30分 

定員 10 名（抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの 18 歳以上の方 

申込期間 8 月 1 日（木）～20 日（火） 

③入門水泳教室Ⅲ（児童） 
日時 9 月 7日（土）～10 月 26 日（土） 

   毎週土曜日 11時～12 時 

定員 10 名（抽選） 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの4歳～18歳未満 

    の方 

申込期間 8 月 1 日（木）～20 日（火） 

 

①～③共通事項 

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） 

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 

 

 

 

 



◆「見えない・見えにくい人のための 

      福祉機器展 in 北九州 2019」 
日時 8 月 25日（日） 10 時～16 時 

会場 西部障害者福祉会館 

  （八幡西区黒崎 3-15-3 コムシティ 5 階） 

内容 家族、支援者、関係者など、訪れた人たちにた 

   くさんの情報を提供し、一人ひとりの「できる 

   こと」を広げるために機器展を開催します。 

   ★視覚関連の福祉機器業者約 20 社による 

    機器展示 

   ★日本点字図書館が取扱う商品から厳選した 

    物の販売 

   ★白杖のフィッティング、相談 

      ★盲導犬体験や最新機器に関するセミナー 

                                      など 

申込・問合せ先 

  （公財）北九州市身体障害者福祉協会 

                                  （担当 松本） 

   TEL 093-883-5555  

      FAX 093-883-5551 

 

◆手しごとふくし逸品展 VOL.４ 
日時 ８月２９日（木）～３１日（土） 

   １０時～18時（土曜日のみ 16 時まで） 

会場 クロサキメイト 2 階中央特設会場 

   （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。 

     「手しごと」ならではの魅力を、ぜひ手にとっ 

      て感じてください。 

＜参加事業所＞ 

    北九州視覚障害者就労支援センターあいず・ 

    桑の実工房・障がい者就労支援事業所こころ 

    ・ワークなごみ・北九クローバーさわやか・ 

    BOCCHI・障害福祉サービス事業所リーシュ 

    ・門司障害者地域活動センター・のぞみ作業 

    所（土曜日のみ） 

問合せ先 NPO 法人 北九州小規模連  

     北九州共同受注センター 

     TEL 093-616-2639 

 

◆西部障害者福祉会館の講座 

①モダン一閑張り
い っ か ん ば り

籠バッグ作り（全 3 回） 
日時 9 月６、13、20 日 毎週金曜日 

   13 時 30分～15 時 30 分 

会場 西部障害者福祉会館 工芸室 

内容 お気に入りの雑誌や新聞、絵や書などを、竹籠 

   に貼って、現代風のオリジナルバッグを作りま 

   す。※必ず 3 回出席できる人 

定員 8 名（抽選） 

参加費 材料代として 3,000 円 

申込期間 8 月 1 日（木）～25 日（日） 

②3B 体操教室（全 3 回） 
日時 9 月 7日、10月 12 日、11 月 2 日 

   毎月土曜日 10 時～12 時 

会場 西部障害者福祉会館 軽運動室 

内容 3Ｂ体操は、３つの用具（ベル・ベルター・ボ 

   ール）を使用し、遊びの要素を取り入れながら 

   音楽に合わせて誰でも気軽に無理なく楽しめる 

   体操です。 

講師 半田 百合枝 氏（日本3B体操協会公認指導士）  

定員 15 名（抽選） 

参加費 無料 

申込期間 8 月 1 日（木）～29 日（木） 

③パッチワークでおしゃれ 

        ポシェット作り（全 4 回） 
日時 9 月 12、26 日、10 月 10、24 日 

  （毎月第 2・4木曜日）10 時～12時 

会場 西部障害者福祉会館 工芸室 

内容 自分の好きな布地を組み合わせ、パッチワーク 

   のオリジナルポシェットを作ります。 

   ※ご自宅に布地がない方は、先生が持参された 

   布地を使用して作成する事が出来ます。 

定員 12 名（抽選） 

参加費 無料。ただし、ファスナーとベルトは各自で 

    購入が必要です。 

申込期間 8 月 1 日（木）～9 月 4日（水） 

④音楽を通して繋がる～うたを楽しんで～ 
日時 9 月 21日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場 西部障害者福祉会館 音楽室 

内容 音楽を体で感じ、歌ってみんなで楽しい時間を 

   過ごしましょう。コーラス、ヴォイストレーニ 

   ングなど。 

講師 飯田 知津子 氏 

定員 20 名（抽選） 

参加費 無料 

申込期間 8 月 1 日（木）～9 月 13日（金） 

 

①～④共通事項 

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） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

※情報保障として、手話通訳・要約筆記が付きます。 

 また、補助スタッフがいますので、その他ご不明な 

 点、サポートなどでご要望などがございましたらお 

 気軽にお問い合わせください。 

申込方法 来館または、電話にてお申込みください。

聴覚障害のある人は FAX に希望講座名、

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、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申込みください。 

申込・問合せ先 北九州市立西部障害者福祉会館 

                  担当 岩永 

                TEL 093-645-1300  

                FAX 093-645-1600 

 



◆東部障害者福祉会館の講座 

①りぼん教室 
日時 8 月 25日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場 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 かわいいりぼんを作って、トートバッグに飾り 

   ます。プレゼントするのもおすすめです。 

定員 8 名（抽選） 

参加費 材料費として 700 円 

申込期間 7 月 17 日（水）～8 月 14日（水） 

②リズム体操教室（全 3 回） 
日時  9 月 14日、10月 26 日、11 月 16日 

   毎月土曜日 10時～11 時 30 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 リズムに乗って楽しく身体を動かします。 

   自分のペースで無理せず、からだも心もリフレ 

   ッシュ！！ 

定員 12 名（抽選） 

参加費 無料 

申込期間 8 月 1 日（木）～8 月 28日（水） 

 

①②共通事項 

対象者 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、希望の講座名、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。また、必要な合理的 

     配慮がありましたらお申込み時にお伝えく 

     ださい。（要約筆記、手話通訳、資料のデ 

     ータ化、点字化、介助など） 

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 

 

◆第 16 回国際車いすバスケットボール大会 

 会場運営班 ボランティア募集！ 
日時 11 月 22日（金）～24 日（日） 

 22 日（金）、23 日（土） 7 時 50分～18時 

  24 日（日）              7 時 50分～17時 

内容 会場案内、物品販売、観客の受付・誘導など 

定員 130 名（定員になり次第締切） 

対象者 高校生以上（高校生は保護者の同意が必要） 

  10 月 19 日（土）と 10 月 20 日（日）に行う 

  事前研修会のどちらかに必ず参加できる人 

申込期間 8 月 1 日（木）～8 月 31日（土） 

申込・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 

 

 

 

◆令和元年度 身体・精神・知的障がい者 

・難治性疾患患者対象委託訓練 

  10 月開講【パソコン中級科】募集案内 

訓練期間  

  10 月 2 日（水）～令和 2 年 1月 31 日（金）  

（総訓練時間 376 時間） 

  ※休講日：土曜、日曜、祝日、12/25～1/5 

訓練時間 10 時～16時 

実施場所 有限会社 メイトカルチャーvillage 

    （八幡西区黒崎 1-1-1 クロサキメイト 6F） 

      JR 黒崎駅より徒歩 5分 

      駐車場：有（有料 540 円/日） 

      身障者用トイレ：有り 

      車椅子使用：可能                   

訓練内容    

  即戦力となれる技術の習得を目指します。また、

履歴書・職務経歴書の作成、面接の指導、ビジネ

スマナーなど早期就職を目指した指導を行いま

す。 

対象者  

  公共職業安定所長から受講あっせんを受けること 

  ができ、訓練を受講して関連職種への就職を希望 

  する方。訓練を受講する上で、健康面と集団生活 

  に支障のない方。身体障がい、精神障がい、知的 

  障がい、難病などのある方 

  （手帳の有無を問いません） 

※訓練内容、対象者の詳細は下記へお問い合わせくだ 

 さい。 

定員  12 名  
（定員に満たない場合は訓練を中止する場合があります。） 

募集期間 7 月 17 日（水）～8 月 22日（木） 

入校選考 9 月 12 日（木）13 時 30 分より 

     訓練実施場所にて選考面接を行います。 

     選考結果は 9 月 26 日（木）付けで本人宛 

     に郵送にて通知します。 

受講料 無料 ただし、教材費として約 10,000 円 

    必要です。また、資格取得のための検定受験 

    料は別途必要です。 

申込方法 最寄りの公共職業安定所へ 
 （福岡障害者職業能力開発校では受け付けておりません） 

問合せ先 福岡障害者職業能力開発校 

          TEL 093-741-5431 

     FAX 093-741-1340 

          または、最寄りの公共職業安定所 

     訓練内容の詳細については、 
     有限会社 メイトカルチャーvillage（委託先） 

      TEL 093-621-0077 

 

 

 

 

 

 

 

 


