
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント・講座 

①生活相談 
日時 12 月３日～26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⑤」 
日時 12 月 7日（土）13 時～15 時 

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 「豊かなコミュニケーション」入門編 

   疑問文を表してみよう！ 

③生活講座「元気で長生きをする秘訣」 
日時 12 月 18 日（水）13 時～14時 30 分 

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） 
講師 土橋 卓也 氏 

   （社会医療法人製鉄記念八幡病院 病院長） 

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 12 月 8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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆JR 小倉駅 3 階 JAM 広場で 

農福連携マルシェ2019inKOKURA開催！ 
福岡県内の障害者就労施設が生産過程で関わった農作 

物等を販売する「農福連携マルシェ」を JR 小倉駅 3 

階 JAM 広場で販売いたします。 

皆様、ぜひご来場ください！ 

日時  12 月 7日（土）11 時～17 時 

場所 JR 小倉駅 3階 JAM 広場 

   （小倉北区浅野１丁目 1-1） 

問合せ先 

 福岡県福祉労働部障がい福祉課社会参加係 

TEL 092- 643-3264 FAX 092-643-3304 

 北九州市保健福祉局障害福祉部障害者就労支援室 

TEL 093-582-2986 FAX 093-582-2425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆令和元年度 
「第７回 特別支援学校生徒雇用促進セミナー」 
日時 12 月 13日（金）10 時～12 時 

会場 北九州市立特別支援学校 北九州中央高等学園 

   （戸畑区沢見 1 丁目 3 番 47号） 

内容 障害者雇用への理解を深め、就労の促進を図る 

   ことを目的として、市内８校の特別支援学校高 

   等部の生徒たちが、日頃の作業学習や進路学習 

   で身に付けた職業技能の成果を企業等人事担当 

   者に発表します。 

＜発表内容＞ 

   学校紹介及び学習内容の説明 

   実演…タオルのセット作り・接遇・清掃作業等 

   作品展示…食品加工・織物・陶芸等 

対象者 企業等人事担当者 

問合せ先 

   北九州市教育委員会 特別支援教育課 

                           （担当 平川・吉川） 

 TEL 093-582-3448 FAX 093-581-5873 

 

令和元年 12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 FAX 093-882-6771 
  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



◆視覚障害者生活教室 

①「便利で楽しいアイフォン講座」 
日時 12 月 15日（日）10 時～12 時 

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 日常生活で便利に使えるアプリの操作を実践

します。 

対象者 視覚の身体障害者手帳を持ち、アイフォンの 

    基本的な操作の出来る方 

定員 6 名（先着） 

費用 無料 

申込 12 月 4日（水）から 

②「陶芸講座」 
日時 12 月 15日（日）13 時～15 時 

会場 東部障害者福祉会館 研修室 6B 

   （戸畑区汐井町 1‐6 ウェルとばた 6階） 

内容 陶芸教室でマイカップやソーサーを作ってみま 

   せんか？あなたの手でろくろを回しながら、粘 

   土で器を作ってみませんか？講師の先生が一人 

   ひとりサポートしてくれます。講座で作った器 

   が焼きあがって、手元に届くのを待つのも楽し 

   いですよ。 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 15 名（先着） 

参加費 材料代として 1,700 円 

持参品 エプロン 

申込 12 月 4日（水）から 

③「フラワーアレンジ講座」 
日時 12 月 22日（日）10 時～12 時 

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 季節のお花でお正月のアレンジをします。 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 15 名（先着） 

費用 材料代として 2,000 円 

持参品 はさみ・タオル 

申込 12 月 4日（水）から 

④「イスでできる簡単健康体操講座」 
日時 令和 2 年 1月 12 日（日）10時～12時 

会場 東部障害者福祉会館 音楽室 

   （戸畑区汐井町 1‐6 ウェルとばた 6階） 

内容 健康増進を目的とし、みんなで楽しく体を動か 

   しましょう。運動が出来る服装でご参加くださ 

   い。 

講師 竹村 亮子 氏（健康運動指導士） 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 15 名（先着） 

費用 無料 

申込 12 月 18日（水）から 

 

①～④共通事項 

※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 FAX 093-645-1601 

◆クリスマス会 
日時 12 月 22日（日）11 時～15 時予定 

   （受付 10時～） 

会場 西部障害者福祉会館 501・502・503 研修室 

   （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

内容 今年もクリスマス会を開催いたします。今回は、 

   チーム対抗ゲーム大会です。昼食は手作りカレ 

   ーをご用意いたします。みんなの職場研究会で

は、障がいのある人もない人も一緒に活動をし

ています。みなさんのエントリーお待ちしてお

ります。また、当日準備をお手伝いしてくれる

方も募集しております。 

対象者 どなたでも 

定員 60 名（先着） 

参加費 小学生以上 会員 300 円 非会員 500 円 

    ※5 歳以下は無料です 

持参品 タオル、飲み物、500 円程度のクリスマス 

    プレゼント。 

申込方法 下記へお名前、ご連絡先をお知らせくださ 

     い。また、ヘルパーさんと参加される方、 

     当日お手伝いできる方は、申し込み時にお 

     知らせください。 

申込 12 月 18日（水）まで 

申込・問合せ先 みんなの職場研究会 （担当 北条） 

         EMAIL event-msk@minnano-s.com 

 

 

◆スポーツセンター「アレアス」の   

                       教室・イベント 

①入門水泳教室Ⅴ（成人） 
日時 令和 2 年 1月 9 日（木）～2 月 27 日（木） 

   18 時 30分～19 時 30 分 毎週木曜日 

定員 10 名（抽選） 

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） 
日時 令和 2 年 1月 11 日（土）～2月 29 日（土） 

   11 時～12 時 毎週土曜日 

定員 10 名（抽選） 

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 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） 

 

アレアス以外で行われる講座 

③巡回水泳教室 
日時 令和 2 年 1月 11 日（土）～2月 29 日（土） 

   11 時～12 時 毎週土曜日 

会場 折尾スポーツセンタープール 

   （八幡西区大浦３丁目 9-1） 

定員 10 名（抽選） 

対象者 障害者手帳をお持ちの講師の指示を理解し、 

    援助を要しない小学生以上の方 



①～③共通事項 

参加費 無料 

申込 12 月 1日（日）～20 日（金） 

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 50 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 令和 2 年 1月 11 日（土） 10 時～12時 

会場 認知症支援・介護予防センター 研修室 
 （小倉北区馬借 1 丁目 7-1 総合保健福祉センター5 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ご相談ください。 

参加費 100円（飲み物は各自ご用意ください！） 

問合せ先 アヴァンセ北九州事務局 

     TEL 093-582-1063  

         FAX 093-582-1064 

 

◆クラフト作り教室（全 2 回） 
日時 令和 2 年 1月 19 日、26 日 日曜日 

   10 時～12 時 

会場 東部障害者福祉会館  

   19 日 研修室 6C 26 日 研修室 6A 

   （戸畑区汐井町 1‐6 ウェルとばた 6階） 

内容 クラフトでかごを作ります。簡単に作れるので、 

   チャレンジしてみませんか？ 

対象者 障害のある人 

定員 10 名（抽選） 

参加費 材料代として 1,000 円（2 回分） 

申込 12 月 15日（日）～令和 2 年 1月 8 日（水） 

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、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆聴覚障害者情報センターのイベント 

①ワークショップ 
「世界デフバスケットボール競技大会への挑戦！」 

日時 令和 2 年 1月 19 日（日） 

   13 時 30分～15 時 30 分 

会場 北九州市立黒崎体育館 

   （八幡西区藤田 4 丁目 1-1） 

内容 世界デフバスケットボールの日本代表、沼口紗 

   也選手を講師に招き世界レベルの大会に挑戦す 

   ることの厳しさ・素晴らしさを共感する。 

定員 80 名（先着） 

参加費 無料 

申込 12 月 18日（水）から 

②第 11 回 聴覚障害者支援セミナー 
日時 令和 2 年 2月 2 日（日）13時～16 時 

   （受付 12 時 30分～） 

会場 ウェルとばた 多目的ホール 

     （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 2 階） 

内容 「言葉の壁を超えるコミュニケーション 

    ～誰とでも通じるようになろう～」 

講師 森本 行雄 氏 

  厚生労働大臣公認手話通訳士 

  聴覚障害児入所施設金町学園 児童指導員 

  国学院大学講師、東海大学講師 など 

定員 100 名 

参加費 無料 

申込 12 月 2日（月）から 

 

①②共通事項 

※手話通訳・要約筆記・盲ろう通訳などの情報保障あり 

対象者 どなたでも参加できます。 

申込方法 氏名（ふりがな）、区分（支援者・聴覚障 

     害者・その他）、連絡先（電話または FAX 

     番号）、必要な情報保障（手話通訳・要約 

     筆記・盲ろう通訳）をご記入の上 FAX・ 

     電話・はがき・来館にて受け付けます。 

申込・問合せ先 北九州市立聴覚障害者情報センター 

   〒806-0021 北九州市八幡西区黒3-15-3 

           コムシティ 5 階 

       TEL 093-645-1216  

       FAX 093-645-3335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆令和2年度福岡県立小倉聴覚特別支援学校 

幼稚部入学者募集に関するお知らせ 
本校幼稚部では聴覚に障がいを有する 3歳から 5歳 

までの幼児を対象に幼稚園と同じ教育内容に加えて、 

言語指導と聴覚活用のための指導を行っています。 

特に聴覚障がい幼児の将来の自立に向け、基礎的学 

力を身に付けるための言語力の育成を目指した教育 

を行っています。 

募集期間 令和 2 年１月 31日（金）～２月 7日（金） 

     受付時間は、午前９時から午後４時 

(受付締切日２月 7日は正午）までとします。 

手続き方法 

本校所定の入学願書及び調査書に必要事項

を記入し、募集期間内に本校に提出してく

ださい。（入学願書及び調査書は、本校にて

配布します。） 

志願資格 

（１）聴覚に障がいのある幼児                                    

両耳の聴力レベルがおおむね６０デシベル

以上の者のうち、補聴器等の使用によって

も通常の話声を解することが不可能、又は

著しく困難な程度の者 

  （２）本県に在住し、平成２8年４月２日から 

平成２9年４月１日までに生まれた者          

ただし、平成２6年４月２日から平成２8

年４月１日までに生まれた者の編入学につ

いても受け入れています。 

募集定員 若干名 

入学選考  

 日時 令和 2 年年 2 月 14 日（金） 

    ・受付 ９時３０分～９時５０分   

    ・検査 １０時～ 

 会場 小倉聴覚特別支援学校 聴覚学習室等 

 内容 技能・運動能力検査、言語調査、 

    保護者面接等。その他詳細は下記へお問い合 

    わせください。 

合格者発表 令和 2年３月 2日（月）  

      午前 10時に本校玄関に掲示し、保護者 

      宛に文書で通知します。 

問合せ先 福岡県立小倉聴覚特別支援学校 

               主幹教諭 久保 智章 

   〒802-0061 小倉北区三郎丸２丁目９-１ 

      TEL 093-921-3600 

      FAX 093-931-9904 

   代表メール info@k-hss.ed.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆楽しく学ぶエクセル応用講座（全 4 回） 

 ～エクセルの基本操作ができる人向け～ 
日時 令和 2 年 2月 6、13、20、27 日  

   毎週木曜日 10 時～12 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 エクセルが少しできる人を対象に、Ｗｉｎｄｏ 

   ｗｓ10 のパソコンで、エクセルの基礎を復習 

   しながら、様々なエクセルの機能を学びます。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある方で、画 

    面確認ができ、エクセル基本操作のできる方 

定員 8 名（抽選） 

参加費 テキスト代として 1,000 円 

申込 1 月 27日（月）まで 

※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 に講座名、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 

 

◆ピア・カウンセリング集中講座（全 3 回） 

～ピア（仲間）だからわかりあえる～ 
日時 令和 2 年 2月 14 日（金）14時～18 時 

        2月 15 日（土）10時～20 時 

        2月 16 日（日）10時～16 時 

   ※受付は 14日（金）13 時より 

会場 西部障害者福祉会館 502 研修室 

   （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

内容 ピア・カウンセリングは、障害をもつ仲間同士

が話を聞き合うことで、お互いに気持ちを分か

ち合い本来の力を取り戻していくものです。 

リーダー（講師役） 

   安原 美佐子（自立生活センターあるる） 

   井瀬 政裕（自立生活センター・エコー） 

対象者 障がいをお持ちの方で、「ピア・カウンセリ 

    ングって何だろう？」という全くの初心者の 

    方も、すでに経験のある方も、「ピア・カウ 

    ンセリング」に関心のあるなら、どなたでも 

    参加できます。 ※全日程参加が原則です。 

定員 7 名 ※定員を超えた応募の場合のみ選考 

参加費 4,000円（交流会費を含む） 

 ※ホテルに宿泊の方は宿泊料が別途かかります。 

 ※介助者はご自分でお連れください。難しい場合は 

  ご相談ください。 

申込 令和 2 年 1月 17 日（金）まで 

申込・問合せ先 自立生活ｾﾝﾀｰ・ｴｺｰ （担当 井瀬） 

TEL 093-982-2993 FAX 093-982-1131 

 EMAIL cil-echo@crv.bbiq.jp 


