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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

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント
①難聴者の生活相談

◆北九州市障害者スポーツセンターの教室
①障害者スポーツリハビリ専門相談

日時

日時 8 月 15 日（日）10 時～12 時
（１人 30 分～1 時間）
定員 2 名（要予約）
対象者 各種障害のある方
申込 8 月 1 日（日）～8 月 9 日（月）

8 月 3 日～31 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手話学習③
日時
会場

8 月 7 日（土）13 時～15 時
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 手話入門 数字や時間の表現

③生活講座
日時
会場

8 月 28 日（土）13 時～15 時
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 地域の社会資源について
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）
URL http://ktqnancho.blogspot.com/

②入門水泳教室Ⅱ（成人）
日時 9 月 2 日（木）～11 月 25 日（木）
毎週木曜日 18 時 30 分～19 時 30 分
対象者 各種障害のある 18 歳以上の方
定員 10 名（抽選）
申込 8 月 1 日（日）～8 月 20 日（金）

③児童水泳教室Ⅱ（ラッコ）
日時 9 月 4 日（土）～11 月 27 日（土）
毎週土曜日 11 時～12 時
対象者 各種障害のある 4 歳以上 18 歳以下の方で、
保護者の入水が可能な方
定員 10 名（抽選）
申込 8 月 1 日（日）～8 月 20 日（金）
①～③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・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
HP www.kitakyushu-ssc.jp

◆福岡障害者職業能力開発校のイベント・講座
①2021 オープンキャンパス
日時
受付
会場

8 月 27 日（金）
、8 月 30 日（月）
13 時 45 分～14 時 15 分
福岡障害者職業能力開発校
（若松区大字蜑住 1728-1）
内容 ・本校のご紹介・訓練内容のご紹介・施設見学
・個別相談・訓練体験
対象者 再来年度以降入校希望者の方、ご家族、関係
者の方など
申込方法 下記へ件名「オープンキャンパス申し込
み」、代表者氏名（ふりがな）、参加人数、
ご住所（市区町村まで）、連絡先（電話も
しくはメール）
、参加日時、参加者区分（入
校検討者・家族・支援者、）、体験希望訓練
科（機械 CAD 科・プログラム設計科・商
業デザイン科・OA 事務科・流通ビジネス
科・総合実務科・職域開発科）、個別相談
（個別に入校・訓練・入寮等について相談
を希望する）、その他質問事項等、また、
聴覚障害のある方は手話通訳の有無を電
話、メール、FAX にてお申込みください。
申込・問合せ先
福岡障害者職業能力開発校
TEL 093-741-5431
FAX 093-741-1340
Email shougaishanoukai@pref.fukuoka.lg.jp

②令和 3 年度
身体・精神・難治性疾患患者対象委託訓練

【パソコン初級科】募集案内

10 月開講

訓練期間 10 月 1 日（金）～12 月 24 日（金）
※休講日 土曜、日曜、祝日
訓練時間 10 時～15 時 30 分
実施場所 職業訓練法人 北九州地区職業訓練協会
（八幡東区大蔵 2 丁目 13-7）
駐車場：あり（無料）
身障者用トイレ：あり
車いす使用：使用できます
訓練概要
パソコンの基本操作からビジネスシーンに必須
のワード、エクセルの基本・応用操作までの技能
や、社会人として身につけておくべきビジネスマ
ナー、社会人常識マナー、コミュニケーション能
力などの業務に必要なスキルを取得します。また、
就職支援で履歴書の書き方、面接の受け方などを
学びます。
入校選考 9 月 10 日（金）13 時 30 分開始
訓練実施場所にて選考面接を行います。
受講料 無料。ただし、教材費として約 3,645 円（税
込）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。

対象者
１．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
職を希望される方。
２、訓練を受講する上で、健康面と集団生活に支
障のない方。
３、身体障がい、精神障がい、難病などある方（手
帳の有無を問いません）
ただし、障がいの状況によっては受講できな
い場合があります。
※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 10 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 8 月 18 日（水）まで
申込 最寄りの公共職業安定所へお申込みください。
問合せ先 福岡障害者職業能力開発校
TEL 093-741-5431
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、
職業訓練法人 北九州地区職業訓練協会
TEL 093-651-3775

◆障害のある方へ向けたパソコンサポート
★精神障害があり一般のパソコン教室参加が難しい
★パソコンを使いたいけど、知的障害があるためテキ
ストに書いてある内容を理解するのが難しい
★不随意運動があり、文字入力がしづらい
～その他、障害があるゆえに、パソコンが使えない・
使いづらい方へパソコンサポーターが一人ひとり
のリズムに合わせて優しくサポートします！～
日時 8 月 4・11・18・25 日（毎週水曜日）
10 時～17 時の中で参加したい時間（2 時間）
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
内容 パソコンの基礎的なこと（ワード・エクセル・
インターネット・メール）iPhone など Zoom
の使い方やコロナワクチンのネット予約につ
いての相談・サポートも可能です！
料金 無料
申込 事前申し込みが必要です。
下記へご連絡ください。
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

◆東部障害者福祉会館の講座
➀初めてのスマホ教室（4 回）

◆視覚障害者生活教室

日時

日時 9 月 5 日（日）13 時 30 分～16 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 キャッシュレス決済の種類と特徴、スマート
フォンのカメラで紙に書かれたものを撮影す
るコツを学びます。
定員 15 名（先着）
参加費 無料

8 月 28 日、9 月 4 日、9 月 18 日、
9 月 25 日 土曜日 10 時～12 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 アドレス帳の整理、ＬＩＮＥアプリ、アプリの
アイコン整理、絵（スタンプ）等、スマホの便
利な使い方について学びます。
対象者 スマホをお持ちの障害のある人
定員 6 名（抽選）
参加費 テキスト代として 500 円
持参品 ご自分のスマートフォン
申込 8 月 18 日（水）まで

②スイーツ教室
日時
会場

9 月 12 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 持ち帰られるスイーツ（マフィン）を作ります。
おひとりで作っていただきお持ち帰りとなり
ます。
定員 6 名（抽選）
参加費 材料代として 700 円
持参品 エプロン・三角巾・ハンドタオル
申込 8 月 1 日（日）～8 月 27 日（金）
➀➁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、日時、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）スタッフがいます
ので安心してご参加ください。
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

あんどー

①キャッシュレス決済とスマホカメラの使い方

②クラフトテープで
おしゃれなかごづくり（全２回）
日時 9 月 12、19 日 日曜日 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 クラフトテープでパンやおやつを盛り付ける
平たいかごや薬などをたてるかごを作ります。
定員 5 名（先着）
参加費 材料代として 1,000 円
①②共通事項
対象者 視覚に障害のある方
申込 8 月 18 日（水）から
※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。
申込・問合せ先 北九州市立点字図書館
TEL 093-645-1210
FAX 093-645-1601

◆小さなお話し会

つなカフェ

日時 9 月 11 日（土）10 時～12 時
会場 Y’scafe（小倉北区中井 5 丁目 19-3）
内容 発達の遅れって言われたけどどこに相談に
行ったらいいの？障がいの診断はついたけど
何から始めたらいいの？専門機関はたくさん
あるけどよくわからない・・・。通常級？支援
学級？支援学校？進路について悩んでいる・・。
グレーゾーンと言われたけど支援は受けられ
るの？同じ悩みの保護者と話したい、兄弟姉妹
のことをはなしたい、福祉サービスについてし
りたいなど先輩保護者、相談支援員などと一緒
にお子さんのことをお話しましょう。
3 定員 6 名（先着）
参加費 800 円（お茶とお菓子付き）
申込・問合せ先 Y’s（ワイズ）の会
携帯 080-2557－9323（吉岡）

◆視覚に障害がある人への
ボランティア入門講座
9 月 11 日（土）10 時～12 時
（受付 9 時 30 分～）
会場 ウェルとばた H・I 研修室
（戸畑区汐井町 1-6 12 階）
内容 障害のある方の困り事に気づき、思いやりの心
を声かけや行動にしてみたい。ボランティアで
困り事を少しでも解消できるの？本講座では、
誰もが安心して暮らせる共生社会を目指して、
障害のある方の心に寄り添い、支援について学
ぶと共に、ボランティア活動に関心のある方に
は活動の窓口へつなげます。
・視覚に障害のある人の体験談
・実践、声かけの仕方
・ボランティアグループ紹介 など
対象者 障害がある方へのボランティア活動に関心
のある方
定員 30 名 ※申込多数の場合は抽選
参加費 700 円
申込方法 下記へ氏名（フリガナ）・年齢・性別・住
所・電話・メールアドレス・ボランティア
歴・ボランティア内容を郵送、電話、メー
ル、FAX か、申込 QR コードまたは、
google フォームにてお申込みください。

◆障害福祉イベント情報
「いべんとアラカルト」への掲載について

日時

「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。
◎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）
掲載ご希望の方は、下記アドレスへ
お知らせください。
★定期購読希望の方もご連絡ください。
ご郵送の場合は、12 回分（年間）1,008 円
必要です。

※こんな情報は掲載できるのか？
※今後も定期的に掲載してほしい。
※講座のチラシを置いてほしい。
等・・・ご不明な点はご相談下さい！！

申込 QR コードはこちら

Google フォーム申込はこちら
https://forms.gle/qNmneGkpEiFkuMo5A
申込 8 月 20 日（金）まで
申込・問合せ先
北九州市社会福祉協議会ボランティア
・市民活動センター
（担当 安達・松田）
TEL 093-881-6321
FAX 093-881-6306

障害福祉いべんとアラカルトは
パソコンでも読めます！
１．電子メール(無料)

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

ご希望の方は、
「いべんとアラカルト希望」と
明記のうえ、情報センターのアドレス

ｊohocenter@ksvk.jp
まで、メールをお送りください。

２．ホームページ
アドレスは、http://www.ksjc.jp/

３．ＨＰの QR コードは

です。

です。

