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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

◆「トラ・寅・TORA！」アート展

◆第 58 回アヴァンセ定例懇話会

166 点の個性豊かなトラを展示しています。
障害者アートの魅力を知っていただくきっかけにな
ればと思います。ぜひ、会場までお越しくださいませ。
★1 月 4 日（火）～1 月 28 日（金）
北九州市役所 本庁舎１階 ぬくもりルーム内
（北九州市小倉北区城内１-1）
★2 月 9 日（水）～21 日（月）
茶論Salon du JAPON MAEDA
（小倉北区中島 1 丁目 15-3）
問合せ先 北九州市身体障害者福祉協会 アートセンター
TEL 093-883-5555
FAX 093-883-5551

テーマ『家族（当事者）は話したい、聞きたい』
日時 １月８日（土）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 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。
※感染に気を付けながら開催予定ですが、状況によっ
ては中止または、延期となる場合がございます。
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（倉重クリニック内）
TEL 093-582-1063 FAX 093-582-1064
携帯 090-7984-1952（内園）
070-5693-8971（中前）

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント
①難聴者の生活相談
日時

1 月４日～30 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「2022 年の
ラッキーカラーを見つけてパワーアップ」
日時
会場

1 月 15 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）
講師 梶屋 玲子 氏（ハッピーカラー主宰）

③生活講座「健康教室
おいしく食べて健康に過ごそう！！」
日時
会場

1 月 29 日（土）13 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）
講師 北九州市認知症支援・介護予防センターより
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
申込・問合せ先 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）

◆障害者スポーツセンター「アレアス」の教室
①障害者スポーツリハビリ専門相談
日時 1 月 16 日（日）10 時～12 時
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 丁目 4-1）
対象者 障害のある方
定員 2 名（要予約）
申込 1 月５日（水）～13 日（木）

②障害者スポーツなんでも相談
日時 9 時～21 時（火曜休館日）
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 丁目 4-1）
内容 「スポーツをやってみたいけれど、何から始め
ればよいかわからない」「自分に何が出来るだ
ろう・・・」
「アレアスの使い方を知りたい」
・・・
なんでも構いません。
まずは、お気軽にご相談ください。
対象者 障害のある方
申込 随時
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

◆発達障害に関する相談カフェ
日時
会場

1 月 27 日（木）13 時～14 時 30 分
銀杏庵穴生倶楽部
（八幡西区鉄王 2 丁目 2-36）
※駐車場あり
内容 子どもの行動について気になるけれど、どうす
れば良いか分からないという悩みを抱える保
護者の方々が気軽に楽しく育児のことを話せ
る場として、発達障害に関する相談カフェを開
催します。先輩お母さんのペアレントメンター
や行動が気になる子どもについての相談経験
のあるスタッフがお待ちしております。
対象者 発達障害などが気になる 18 歳以下の子ど
もの保護者
定員 5 名（先着）
参加費 500 円（飲み物、お菓子代）
申込 1 月 20 日（木）まで
申込・問合せ先
北九州市保健福祉局障害福祉部精神保健福祉課
担当 轡田（くつわだ）
TEL 093-582-2439
FAX 093-582-2425
◆令和 3 年度

「実践報告会～発達障がい児者支援の実際～」
日時

2 月 27 日（日）10 時～13 時
受付開始 9 時 30 分 開会 10 時
会場 北九州学術研究都市 会議場 メインホール
（若松区ひびきの 2-3）
内容 福祉施設、学校などの支援に関する実践発表会
対象者 どなたでも
定員 200 名（定員を超えた場合は抽選）
参加費 無料
申込 1 月 13 日（木）まで（必着）
申込方法 下記へ出来るだけ「Eメール」もしくは、
「往復はがき」で、①研修名、②代表者の
お名前（ふりがな）、③代表者を除く申し
込み者全員のお名前（ふりがな）※同時申
込 5 名まで、④所属機関、⑤代表者住所、
⑥代表者電話番号、⑦代表者FAX番号をご
記入の上お申し込みください。
また、手話通訳・要約筆記の情報保障をご
希望の方はお知らせください。
※申込用紙は、つばさホームページ
http://www.tsubasa.kitaq-src.jp
よりダウンロードできます。
申込・問合せ先
北九州市発達障害者支援センター「つばさ」
担当 七種（さいくさ）
・山本
〒802-0803 小倉南区春ケ丘 10-2
TEL／FAX 093-922-5523
Email kitakyu.tsubasa@kitaq-scr.jp

◆東部障害者福祉会館の講座
おりがみ教室（ひなまつり編）
日時 ２月 5 日（土）１３時 30 分～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 春を迎える３月の行事 ひな祭り！！
かわいい人形を折ってみませんか？
対象者 市内在住か勤務している障害のある人
定員 10 名（抽選）
参加費 材料代として 200 円
申込 1 月 5 日（水）～22 日（土）
申込方法 下記へお申込みください。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
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、見守り、
介助など）当日は、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

◆西部障害者福祉会館の講座
①ハート型のガナッシュケーキ作り
日時 2 月 6 日（日）
午前の部 10 時 30 分～12 時 30 分
午後の部 13 時 30 分～15 時 30 分
会場 ・西部障害者福祉会館 料理講習室
（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3

コムシティ 5 階）

内容 バレンタインデーといえば、チョコレートを贈
り、感謝の気持ちと愛を伝えるイベントとして
親しまれています。今年は手作りのチョコレー
トケーキを作ってみませんか？
講師 林 茂樹 氏（手作りお菓子のはやし屋）
対象者 市内在住か勤務している障害のある人
定員 各 8 名（抽選）
参加費 材料代として 1,000 円
申込方法 下記へお申込みください。聴覚障害のある人
は FAX に講座名、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、
見守り、介助など）当日は、スタッフがいま
すので安心してご参加ください。
申込 1 月 26 日（水）まで
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
メール s-koza@kita9-s.com

