
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント 

①生活相談 
日時 6 月 2日～30 日 

   （毎週火曜日、金曜日、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① 
日時 6 月 6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 初級編 自己紹介をしてみよう 

 

①②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） 

 

◆東部障害者福祉会館の講座 

スイーツ教室（全 3 回） 
日時  7 月 9日、8月 20 日、9 月 10 日（木曜日） 

   10 時～１２時 
会場 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 季節のスイーツを手作りしてみませんか？ 

参加費 材料代として 2,100 円（3 回分） 

対象者 障害のある人 

定員 10 名（抽選） 

申込 6 月 1日（月）～6 月 24 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆視覚障害者生活教室 

①クラフトテープでつくる 

      すてきなバッグづくり（全2回） 
日時 6 月 28日（日）、7 月 5 日（日） 

   10 時～12 時 

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 クラフトテープでおしゃれなサコッシュ（バッ 

   グ）をつくりませんか？ 

   お財布や鍵などを忘れないように入れておく 

   と便利です。 

対象者 視覚に障害のある方で両日参加できる方 

定員 8 名（先着） 

参加費 材料代として 1,500 円（2 回分） 

※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。 

②ゴールボール体験 
日時 7 月 5日（日）14 時～16 時 

会場 福岡県立北九州視覚特別支援学校 体育館 

   （八幡東区高見５丁目 1-12） 

内容 パラリンピックの視覚障害者競技であるブラ  

   インドサッカーの説明とゴールボールの体験  

   をします。ゴールボール…鈴の入ったバスケ  

   ットボール大のボールを互いに投げ合い、得  

   点を競うチームスポーツ。コート上の選手は  

   3 人。選手は障害の程度に関わらず、「アイ 

   シェード」と呼ばれる目隠しを装着し、全盲 

   状態でプレーする。スポーツができる服装で 

   ご参加ください。 

対象者 視覚に障害のある方 

定員 10 名（先着） 

参加費 無料 

持参品 体育館シューズ（屋内で使用できる運動靴） 

 

①②共通事項 

申込 6 月 17日（水）から 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館 

            TEL 093-645-1210  

                FAX 093-645-1601 
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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



◆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 

①入門水泳教室Ⅱ（ラッコ） 
日時 7 月 2日（木）～8 月 20 日（木） 

   毎週木曜日 18時 30 分～19 時 30分 

定員 10 名 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの4歳以上～18歳 

    未満の方 

②入門水泳教室Ⅱ（成人） 
日時 7 月 4日（土）～8 月 15 日（土） 

   毎週土曜日（7月 22 日はお休み） 

   11 時～12 時 

定員 10 名 

対象者 各種障害者手帳をお持ちの 18 歳以上の方 

 

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） 

申込 6 月 1日（月）～6 月 20 日（土） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    中止・延期のお知らせ 
 

 

◆北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 
 ★児童水泳教室Ⅰ（ラッコ）  

  ６月 6日、13 日、20 日、27 日（土曜日）  

                     中止 

 ★入門水泳教室Ⅰ（成人）  

  6 月 4 日、11 日、18 日、25 日（木曜日） 

                     中止 

 ★のびのびスポーツ教室  

  6 月 3 日、17 日（水曜日）      中止 

 ★水中わいわい教室 

  6 月 13 日、27 日（土曜日）     中止 

 ★第 17 回交流ボッチャ大会 

   6 月 11 日（木）→10 月 1 日（木）  延期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～いべんと情報発信しています～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」」」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。 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

掲載希望の方、メール配信、紙面による郵送希望の方は、下記までご連絡ください。 
 

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 
 

北九州市障害福祉情報センター 


