
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆難聴者・中途失聴者協会のイベント 

難聴者の生活相談 
日時 2 月 1日～27 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。 

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） 
URL http://ktqnancho.blogspot.com/ 

 

◆小さなお話し会 つなカフェ 
日時 ２月１6 日（水）10 時～12 時 

会場 Y’scafe（小倉北区中井 5丁目 19-3） 

内容 発達について相談したい、同じ悩みの保護者と 

繋がりたい、福祉サービスについて知りたい。 

ちょっと肩の力を抜いておしゃべりしません 

か。毎月１回、ご家族、先輩保護者、相談支援 

員などが安心して話せる「小さなお話会つなカ 

フェ」を開催しています。 

※新型コロナウィルス感染症の影響により延期・中止

になる場合があります。 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆第５回北九州フォーラム「つなぐ」 
日時 ２月 19 日（土）10 時～17 時 

会場 オンライン（ZOOM） 

   ※事前にダウンロードが必要です 

内容  

行政説明「厚生労働省による福祉施策の説明」 

基調講演「学生から考える福祉の世界」 

各分科会「講師による、テーマ別講義」 

 A 基幹相談支援センターとの連携 

 B 選ばれるための児童発達支援 

 C インフォーマルでつなぐ定着支援の在り方 

 D 県をまたいだ就労支援について 

 E 自己実現を支えるチーム省察の重要性 

   ～究極の支援とは？～ 

 F 障害のある人のアセスメントについて 

   ～自立訓練事業を通じて～ 

 G スポーツと福祉を通じた地域活用 

 H ピアサポートについて 

 I  在宅就労について 

 J 働くと暮らすを支える～３法人のとりくみ～ 

対象者 障害の有無に関わらず、障害福祉に興味の 

ある方どなたでも 

参加費 1,000円 振り込み（学生無料） 

    ※振込先は、申込時にご連絡いたします。 

申込 2 月 10日（木）まで 

申込方法 下記へご連絡ください 

申込・問合せ先 

  NPO 法人ネットワークぷらす北九州 アイリ― 

  携帯 080-3407-3213（事務局 大平） 

  FAX 093-701-8173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 2月 1日発行 

発行 北九州市障害福祉情報センタ- 
 〒  北九州市戸畑区汐井町  ウェルとばた 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。 

※  

北九州市障害福祉情報センター 検索



◆発達障害に関する相談カフェ  
日時 2 月 20日（日）13 時～14 時 30 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 丁目 6-1） 

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 2 月 18日（金）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 

 

◆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 2 月 20日（日）10 時～12 時 

対象者 障害のある方 

定員 2 名（要予約） 

申込 ２月１日（火）～1４日（月） 

②障害者スポーツなんでも相談 
日時 日時は相談のうえ決定します 

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、お気軽にお電話ください。 

対象者 障害のある方 

申込 随時 

③（お知らせ） 

令和 4 年度の教室申込について 
 令和 4 年度の教室は、4 月から申込の受付を開始 

いたします。詳細につきましては、お電話にてお問 

い合わせください。アレアスのホームページでもご

確認いただけます。 
（教室内容の決定は、3月下旬を予定しております） 

 

➀～③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 丁目 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 

 

◆手話カフェ『SMILE』 
日時 2 月 27日（日）14 時～16 時 

会場 戸畑障害者地域活動センター 

   （北九州市戸畑区千防 1 丁目 1-16） 

内容 手話を使って色々な方と交流してみません

か？興味のある方の参加をお待ちしておりま

す。 

対象者 障害の有無に関わらず手話に興味がある方 

定員 16 名 

参加費 無料 

申込 2 月 21日（月）まで 

※新型コロナ感染症の感染対策を行ったうえで開催 

致します。また、感染状況や申込人数によって中 

止となる場合もあります。 

申込・問合せ先 

   とりはた障害者相談支援センター 

   担当 金﨑（かねざき） 

TEL 093-871-0843   

FAX 093-871-0852 

   メール rie.kanezaki@torihata.or.jp 

 

 

 

 

 

 

◆西部障害者福祉会館の講座 

①多世代まちづくりへのチャレンジ 
日時 2 月 27日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

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） 

    ・オンライン（ZOOM） 

内容 医療とは？安心して住めるまちづくりとは？ 

医療をまちの人の暮らしの中へ入れ込みたい。 

地域医療活動をしたい。私が経験した失敗した 

こと、難しかったこと、良かったこと、そして、 

これからチャレンジしていくこと。みんなで一 

緒に考えてみませんか？ 

講師 NPO 法人地域医療連繋団体.Needs 

杉浦 直美 氏  

  （南医療生活協同組合常務理事／NPO 法人陽和理事） 

   影山 由紀 氏（看護師） 

※要約筆記の情報保障は、会場内に限定 

 オンライン参加の方は手話通訳可 

対象者 ・会場参加は、市内に在住か勤務している障 

     害のある人、家族や支援者 

・オンライン参加の方は、ZOOM経験のある 

 方 

定員 会場参加は 20 名（先着） 

 オンラインは定員なし 

申込 2 月 3日（木）から 

   会場参加は、定員になり次第締め切り 
   オンライン参加は、2 月 24 日（木）まで 

 

http://www.kitakyushu-ssc.jp/
mailto:rie.kanezaki@torihata.or.jp


②フルーツ 

カッティング 

②フルーツカッティング 
日時 3 月 3日（木）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 果物を美味しく美しくカッティング！盛り付

けやおもてなしの仕方も学べる講座です。 

★メロンのカッティングレクチャー 

★バナナボード ★フルーツサンド 

講師 LISA KITAGAWA（Fruits Fleurage主宰） 

対象者 市内に在住か勤務している障害のある人 

定員 8 名（抽選） 

参加費 材料代として 1,000 円 

申込 2 月 24日（木）まで 

 

➀～②共通事項 

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、盲ろう通訳、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。 
※QRコードによる申し込みも可能です。 

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 
 

◆東部障害者福祉会館の講座 

春のボッチャ交流会 
日時 3 月 5日（土）１4 時～16 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 パラリンピック正式種目ボッチャをしながら 

   みんなで楽しく交流します。 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

定員 16 名（抽選） 

参加費 500円 

申込 2 月 2日（水）～17 日（木） 

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 

◆視覚障害者生活教室 

プレクストーク操作説明会 

～録音図書を聴こう！～ 
日時 3 月 13日（日）10 時～12 時 

会場 西部障害者福祉会館 505 会議室 
     （八幡西区黒崎3丁目15-3 コムシティ5階） 

内容 録音図書の再生機である「プレクストーク」に 

ついて、初めて使う方、基本操作がうまく出来 

ない方を対象に、実際の最新の機器（プレクス 

トーク PTR3）を操作しながら説明します。電 

源の入れ方から録音図書の再生、バックアップ 

の方法など基本操作を覚えて、録音図書を楽し 

みましょう。 

対象者 視覚に障害のある方及び家族 

定員 5 名（抽選） 

参加費 無料 

申込 3 月 3日（木）まで 

※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 

 

◆障害のある人もない人も「ともにチャレンジ」 
多様性・可能性・調和性のある北九州市をめざして 

日時 3 月１２日（土）１３時～15時 30 分 

会場 コムシティ黒崎 7 階 子どもの館 

   （八幡西区黒崎 3 丁目 15－3） 

内容  

★プログラム１ 13 時 5 分～14 時 

講演「ともに！インクルーシブデザインのすすめ」 

   みんなで一緒にはじめましょう 

講師 遠山 昌子 氏 
（一般社団法人 生き方のデザイン研究所 代表理事） 

★プログラム２ 14 時～14 時 45 分 

「NPO法人 みんなの職場研究会」 

 みんなの職場研究会は、ともにチャレンジを理念に 

障がい者の新しい働き方を研究・開設を目的に結成 

されたNPO法人です。現在は、3Ⅾソフトで車い 

す陸上選手のグローブの造形・プリンターの学習を 

進めています。また、さまざまなイベントを開催し、 

障がい者の社会参加を応援しています。 

車いす陸上選手のパフォーマンスもあります。 

★プログラム３ 14 時 45 分～15 時 15 分 

聖幻会 「ともに踊ろう「フラワー」」 

 聖幻会とは、障がい児・者が、障がいの種別や程度 

を問わず、「踊り」を通じての体力づくり「挨拶、礼 

儀」を学びながら社会性を身につけ、仲間と共に互 

いの長所を活かし、短所を補い合いながら思いやり 

の心を育むグループです。 

参加費 中学生以上 500 円（介助者無料） 

問合せ先 NPO 法人みんなの職場研究会  

     携帯 090-9566-3971（大木） 

     HP https://min-ken.com 

 

①チャレンジ 

https://min-ken.com/

