
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆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 6 月 5日～28 日（毎週日、火）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） 

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。 

※都合の悪い方は、日時・場所など調整致します。 

※秘密厳守します。 

 

②難聴者・中途失聴者の生活講座 
「難聴者･中途失聴者の手話教室①」 

日時 6 月 4日（土）13 時～15 時 

会場 北九州市立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 難聴者・中途失聴者に向けた手話教室 

    「入門編 指文字・自己紹介」 

 

「難聴者･中途失聴者の手話教室②」 

日時 6 月 18日（土）13 時～15 時 

会場 北九州市立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 難聴者・中途失聴者に向けた手話教室 

    「入門編 地名・人物の表現」 

①②共通事項 

対象者 難聴者・中途失聴者・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） 

HP : https://ktqnancho.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆自立生活ってナニ？『インディペンデント 

 リビング』オンライン映画上映会＋トーク 
日時 6 月 18日（土） 

   ①映 画  14 時～15 時 40 分 

   ②トーク（監督参加） 16時～17時（Zoom） 

内容 オンライン映画を観て、アフタートークに参加し

ませんか！（字幕あり、上映時間約 100 分間） 
※上映時間に観ることができない方は、映画鑑賞可

能な時間内（6 月 15 日(水)14 時 〜6 月 18 日

(土)16 時）にご覧ください。 

映画鑑賞可能な時間内であれば、「何度でも」視聴し

ていただけます。 

参加費 映画視聴＋トーク １人 1,000円 

※同一画面で複数人が見る場合 1,000 円×人数 

※15 歳以下無料 

定員 100 名 

申込締切日 ６月１8 日（土）14 時 

申込・問合せ先 

 NPO 法人 自立生活センター ぶるーむ 

  受付時間 9時～18 時（日祝祭日は休日） 
TEL：093-482-4832 FAX：093-482-4878 

メール：c i l-bloom@nifty.com 

※QR コードによるチケット申込はこちら → 
※上映会の詳細と申込は、以下のサイトをご参照下さい。 

  https://peatix.com/event/3224979 

 

◆発達障害に関する相談カフェ 
日時 ６月１９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」 

(北九州市小倉北区京町一丁目 6 番１号) 

内容 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。 

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） 

申込締切日 ６月１３日（月） 

申込・問合せ先 
北九州市保健福祉局障害福祉部精神保健・ 

地域移行推進課 

TEL：093-582-2439（担当 安立
あ だ ち

）  

令和 4年 6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

mailto:cil-bloom@nifty.com


◆就労に不安がある方のための個別無料相談 
日時 要相談（ご都合に応じて調整します） 

会場 ワークネット北九州 

  （八幡東区中央 2-1-1 レインボープラザ 6 階） 

内容 社会福祉士、精神保健福祉士、ジョブコーチの

資格をもつ就労支援員が、就労に関する不安の

相談に応じます。主に発達障害や高次脳機能障

害のある方を対象とした事業所ですが、その他

の障害をお持ちの方やひきこもり傾向の方、ご

家族からの相談も受け付けております。ひとり

で悩まないで、お気軽にご相談ください。 
 

対象者 就職するのが不安だ、就職活動がうまくいか

ない、仕事が続かない、就職したいが外に出

るのが怖いと感じている方など 

参加費 無料 

申込方法 予約制 申込フォーム、LINE お電話にて 

     ご予約お願い致します。 

 

 
↑申込フォーム       ↑LINE 

申込 随時 

申込・問合せ先 就労移行支援事業・自立訓練事業 

         ワークネット北九州 

            TEL：093-482-5202 

 

◆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障害者スポーツリハビリ専門相談 

日時 6 月 19日（日） 10 時～12 時 

対象者 各種障害のある方 

定員 2 名（要予約） 

募集期間 6 月 1 日（水）～ 6月 13 日（月） 
 

②障害者スポーツなんでも相談 

「スポーツをやってみたいけれど、何から始めれば

よいか分からない」・・・なんでも構いません。 

まずはお気軽にお電話ください。 

日時 相談のうえ決定します。 

定員 なし 

対象者 各種障害のある方 

募集期間 随時 
 

③みんなのストレッチ教室 

日時 6 月 5（日）～令和 5 年 3 月 5 日（日）（毎月第 1 日曜日） 

10 時 30 分～11 時 30 分 

定員 50 名 

場所 多目的室 
対象者 どなたでも 

募集期間 随時 
 

④エンジョイスポーツ教室Ⅰ（児童の部） 

日時 6 月 12日（日）～令和 5年 2 月 26 日（日） 

第 2・4 日曜日 14 時～15 時１５分 

定員 20 名 

場所 体育室等 

対象者 各種障害のある４歳以上高校生以下の方 

募集期間 随時 

⑤エンジョイスポーツ教室Ⅱ（成人の部） 

日時 6 月 12 日（日）～令和 5 年 2 月 26 日（日） 

第 2・4 日曜日 14 時 45 分～16 時 

定員  20名 

場所  体育室等 

対象者 各種障害のあるおおむね高校生以上の方 

募集期間 随時 

※詳細についてはお電話でお問い合わせください。 

①・②・③・④・⑤共通事項  
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」 

（北九州市小倉北区三郎丸 3-4-1） 
TEL：093-922-0026  FAX：093-922-0041 

H P：www.kitakyushu-ssc.jp 

 

◆「自閉症の人にとっての成人期の生活を考

える」志賀利一氏 ZOOM 講演会 
日時 ７月２日（土） １１時～１３時１５分 

会場 北九州市立男女共同参画センター ムーブ  

５階 大セミナールーム  

（北九州市小倉北区大手町１１－４） 

※公共交通機関の利用をお願いします。 

内容 成人期～高齢期までの全国の様々な取り組み

から、地域で過ごしていくための自閉症支援を

考えていきます。 

講師 志賀 利一（しが としかず）氏 
（社会福祉法人横浜やまびこの里 相談支援部 部長） 

主催 北九州市自閉症協会  

共催 福岡県自閉症協会 

定員 会場 100 名（先着） ZOOM 100 名 

参加費 福岡県自閉症協会会員 無料 

一般 1,000 円 
※当日会場参加の方は、受付でお支払い願います。 

※ZOOM 参加の一般の方は参加受付メールにて振込

先をお知らせします。 

申込締切日 ６月 27 日（月） 

申込・問合せ先 

北九州市自閉症協会  

TEL/FAX：093-964-1102 

▶FAX・メールでの参加申し込み方法（会場参加の方）  

①氏名（ふりがな）②電話・携帯番号（連絡のつく番号）

③メールアドレス ④福岡県自閉症協会の会員、または会

員外（一般の方）なのか明記し、FAX またはメールでお

申し込みください。 

F A X：093-964-1102（伊野） 

メール：asj.kitaq39@gmail.com 

▶Web 専用フォームでの申し込み方法 

（会場参加・ZOOM 参加の方） 

下記URLまたは、QRコードからWebにアクセスの上、

必要事項を入力し、お申し込みください。 

申し込みいただいた方に、追って ZOOM 参加方法や 参

加費振込先（一般の方）などをお知らせします。  

URL： 
https://forms.gle/JmkDnQ65GALBD2ic7 
QR コード： 

 

https://forms.gle/JmkDnQ65GALBD2ic7


◆点字図書館の視覚障害者生活教室 
①川柳講座 
日時 ７月 ３ 日（日）１３時３０分～１５時３０分 

   ７月２４日（日）１０時～１２時   全 2 回 
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 ニュースや身近な出来事をご自分の気持ちを

込めて「５・７・５」で表してみましょう。 

対象者 視覚に障害のある人 

申込期間 6 月 3 日（金）から 

定員 8 名（先着） 

参加費 無料 

 

②ネイル体験 

日時 ７月 10 日（日）１0 時～１2 時 

会場 東部障害者福祉会館   団体連絡室 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 7 階） 

内容 手のマッサージを行い、ネイルを体験しましょ

う。 

対象者 視覚に障害のある人 

申込期間 6 月 17 日（金）から 

定員 9 名（先着） 

参加費 1,000円（材料代） 

①②共通事項 

申込・問合せ先 

  北九州市立点字図書館 

ＴＥＬ: 093-645-1210  FAX: 093-645-1601 

 

◆第 60 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 7 月 9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 定例懇話会は『家族（当事者）は話したい、聞 

   きたい』を一貫したテーマとして掲げ、家族に

出してもらった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で

意見交換を開催します。当事者家族の不安解消

だけでなく、関係者との相互理解を深めること

も目的としています。関係者が多ければ、それ

だけ内容も深まります。 

※見学をご希望の方は事前にご相談ください。 

※感染に留意し開催する予定ですが、状況によっ

ては中止または、延期になる場合がございます。 

参加費 100円（飲み物は各自ご用意下さい！） 

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） 

 

 

 

◆西部障害者福祉会館の講座 

バスガイドさんと旅気分 
日時 ７月１４日（木） １３時３０分～１５時 

場所 北九州市立西部障害者福祉会館 ５０３会議室 
（八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

内容 旅先の映像や写真を見ながら、バスガイドの方

に案内していただき、唐津への旅気分を味わう

仮想（バーチャル）の旅を体験しませんか。 

講師 ユニバーサル旅行  

橋本 富美子氏 （ガイド） 

   岩崎 靖子氏 （トラベルコーディネーター） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある人 

定員 １５名（抽選）  

参加費 無料 

申込締切日 ７月 3 日（日） 

申込方法 

・下記へお申し込みください。来館、電話、ホー 

ムページ「しんしょう協会」、QR コードより受付

ができます。 

・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。 

・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）スタッフが

いますので安心してご参加ください。 

 

※QR コードの読み込みができない方は 

 s-koza@kita9-s.comへメールをして下さい。 

 

※QR コードはこちら    

 

申込・問合せ先  

北九州市立西部障害者福祉会館  担当 岩永 

（八幡西区黒崎 3丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

T E L：093-645-1300 

F A X：093-645-1600 

メール：s-koza@kita9-s.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆失語症者向け意思疎通支援者養成講座 

 必修基礎コース 
1）講義及び演習（4 日間 計 16 時間） 

日  時 会  場 内  容 

第 1 回 
7 月 23（土） 

9：00～15：30 

オンライン 

Zoom使用 

・開講式 
・失語症概論 
・失語症のある人の

日常生活とニーズ 

・意思疎通支援者
の役割 

・支援者の心構え
と倫理 

第 2 回 

7 月 24（日） 
9：30～16：00 

オンライン 

Zoom使用 

・コミュニケーショ
ン支援技法Ⅰ➀ 

・派遣事業と会話支
援者の業務 

・外出同行支援 

第 3 回 

8 月 6 日（土） 
9：30～16：00 

ウェルとばた 

83・84 

会議室 

・身体介助の方法 
・身体介助実習 

第 4 回 

8 月 7 日（日） 
9：30～15：30 

ウェルとばた 

121・122

会議室 

・コミュニケーショ
ン支援技法Ⅰ② 

・コミュニケーショ
ン支援実習 

 ※新型コロナウイルス感染症対策として第 1 回・第 2 回

の講義は Zoom によるオンライン形式とします。感染

状況等により、第 3 回・第 4 回の講義は日程や形式を

変更する場合があります。 

 

2）失語症友の会、サロン等での実習 

（現地実習 計 24時間）   
・協力団体でのコミュニケーション支援実習/外出同行

支援実習 

・実習期間：日程は実習先により異なります 

※感染状況等により、次年度以降に繰り越すなどの変

更が生じる場合もあります 

対象者 
・福岡県内に在住、または日常生活の場を有する 18 歳以上 

・全講座出席可能な方 ※Web形式での講義に参加できる方 

※カメラ付き PC/タブレット・インターネット接続環

境が必要です 

・修了後、県内で失語症者向け意思疎通支援活動が可能

な方 

定員 15 名 

受講料 無料 

申込締切日 6 月 30日（木） 
※受講の可否は、審査の上 7 月８日にメールにて連絡 

申込方法 
「福岡県失語症者向け意思疎通支援者養成講座受講申

込書」を下記 HP よりダウンロードし、必要事項をご

記入の上、メールにてお申し込みください。 

http://st-fukuoka.or.jp/?page_id=4050 

申込先 

sasaki-tetsu@heartnet-hp.jp  

※件名：2022 養成講座受講申込 

問合せ先 

一般社団法人福岡県言語聴覚士会事務局 
http://st-fukuoka.or.jp 

080-1776-5108（専用携帯） 

sasaki-tetsu@heartnet-hp.jp  

◆東部障害者福祉会館の講座 

①ボランティア体験教室 
日時 ７月２３日（土）  

午前の部 10 時 00 分～１2 時 00 分   

午後の部 13 時 30 分～１５時 30分 

会場 東部障害者福祉会館 ６階 研修室６AB 
（戸畑区汐井町1‐6 ウェルとばた６階） 

内容 楽しく障害者体験と介助法を学びます。 

   希望者には、障害者(児)ボランティア活動に参加

いただけます。 

対象者 １５歳以上（中学生を除く） 

定 員 午前・午後 各部２０名（先着） 

参加費 無料 

申込期間 ６月１８日（土）～７月１６日（土） 

 

②ボッチャ交流会 
日時 ７月３０日（土）１４時～１６時 

会場 東部障害者福祉会館 ６階 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のボッチャをしなが

ら、みんなで楽しく交流をします。 

対象者 障害のある人 

定員 １６名（抽選） 

参加費 無料 

申込期間 ６月１５日（水）～７月１３日（水） 

 

③ステンドグラスクッキー教室 
日時 ７月３1 日（日）１３時３０分～１５時３０分 

会場 東部障害者福祉会館 7 階 調理室 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 7 階） 

内容 作り方は簡単！！SNS で、話題のキラキラ透

けて輝く「ステンドグラスクッキー」を作りま

す。クッキーに穴を開けて砕いたキャンデーな

どを入れて焼くと綺麗なステンドグラスのよ

うな仕上がりに！！ 

対象者 障害のある人 

定員 8 名（抽選） 

参加費 500円（材料代） 

申込期間 ６月１５日（水）～７月１4 日（木） 

①②③共通事項 

対象者 市内に在住か勤務している障害のある方 

申込方法 

・下記へお申込みください。聴覚障害のある方は 

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。 

・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 
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