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情報ステーション

◎＝対象 ☆＝定員、定数 ＄＝料金、費用 ※料金について記載のない催しは入場無料
（参加無料） ♣＝開所時間 ♡＝休所日 ＃＝申し込み
♦＝共通の内容 Α＝手話通訳 Β＝要約筆記 ＊＝市の担当課
＝FAX ￡＝ネット窓口
（電子申請）
…インターネットで申し込みができます

9月7日〜来年1月18日のおおむね毎週
土曜日
（全16回）9時30分〜12時30分。

◎キーボード・マウス操作ができる人。

＄6万円。1ソフトの受講も可
（＄3万円）
。

仕事で使えるエクセル基礎 9月17日〜
10月1日の毎週火・木曜日
（全5回）13時

30分〜16時30分。◎ キーボード・マウ

ス操作ができる人。＄1万7500円。

♦☆先着各20人。＃電話で7月17
日からマイテク・センター北九州
（八幡
東区大蔵二丁目、☎651・3775）
へ。

ムーブの講座
❶英会話講座

いずれも9月4日〜11
▼

月20日の毎週水曜日
（全12回）
。 中級

コース＝13〜14時30分。◎ 英 検2級 程

度の人。＄1万5000円。託児
（有料）
は♥
初級コース＝19〜20時30分。◎

▼

を

英検3級程度の人。＄1万2000円。❶の

♦☆各コース15人。
❷靴磨き男子

革の靴やバッグの手入

れ方法。9月6日㈮・20日㈮の18時30分

〜20時30分。◎ 男 性。☆ 各日16人。＄

2000円
（靴クリーム・リムーバー、ブラ

シ付き）
。

への参加が必要。

立大学地域戦略研究所☎964・4302へ。

災害時支援セミナー

19日㈯か20日㈰）
への参加が必要。

☆先着100人。Α・Βあり。＃電話で7月

などで。＃7月15日〜8月31日。申 込 用

時30分、
ウェルとばた2階
（戸畑駅前）
で。
17日から東部障害者福祉会館☎883・
5550へ。聴覚障害者は 883・5551も可

（基 本 事 項とΑ・Βなど介 助 必 要 の 有
無を記入）
。

9月7日〜来 年2月8日の おおむね毎

ルな芸術家、堂本印象」
。7月27日㈯14

テーマは
「障害の有無にかかわらず誰も

ケ谷町、
☎882・7777）
で。

できる社会の実現」
。小学生の部、中学

員・山田由希代さんによる講話
「パワフ

〜15時30分、美術館本館
（戸畑区西鞘

食品衛生月間講演会
「食中毒
予防の基礎知識」
8月1日 ㈭13時30分〜14時30分、総

合保健福祉センター
（小倉北区馬借一
丁目）で。♥保健福祉局保健衛生課☎

582・2435へ。

栄養ラボ 食に関する講演会
管理栄養士による講話
「夏をのりきる

8月8日 ㈭13時30分〜15時、認 知 症 支

丁目、総合保健福祉センター5階）
で。◎

おおむね65歳以上。☆先着50人。＃7月
18日から認知症支援・介護予防センタ

放送大学教授・谷口義明さんによる

講話
「天 の 川 が 消える日」
。8月31日㈯

10〜12時、
生涯学習総合センター
（小倉
北区大門一丁目）
で。☆先着150人。＃7

月17日から同センター☎571・2735へ。

☆30人。＄1万 円。＃8月15日まで。詳

市民公開講座
「下肢静脈瘤の
お話」

細は市民文化スポーツ局生涯学習課☎
582・2385へ。

まずは基本から！エクセル関数
9月13日〜11月22日のおおむね毎週
金曜日
（全10回）
18時30分〜20時30分、

レディスやはた
（八幡東区尾倉二丁目）

で。☆先着14人。＄2300円。託児
（有料）
は♥を。＃7月19日から同施設☎661・

心のふれあい体験を広げよう』」
。小学

の部あり

障害者週間のポスター＝

講師は小倉記念病院血管外科主任部

長・岡崎仁さん。9月7日㈯10〜12時、小

倉記念病院
（小倉駅北側）
で。☆500人。

＃往復はがき
（ 2人まで）
に基本事項と聴

覚障害者はΑ必要の有無を書いて8月

28日までに平成紫川会
（〒802 - 0001小

州ソレイユホール
（小倉北区大手町）
で

生の部あり。♦＃9月4日まで。詳細は

ね毎週火曜日18時30分〜21時、大手町

保健福祉局障害福祉企画課☎582・2453、
582・2425へ。

子どもノンフィクション文学賞

自分の

内）
で。◎小学生以上。☆先着300人。＄

3000円
（大 学 生 以 下 は2000円）
。＃ 練

原稿用紙3〜20枚）
と中学生の部
（同5〜

8786へ。＊市民文化スポーツ局文化企

を募集します。小学生の部
（ 400字詰め
50枚）あり。賞は大賞
（各部1編）図書カ
ード10万円分など。応募は9月1日〜11

月30日。詳細は文学館☎571・1505へ。

若松の商店街でお店を出し
ませんか？
イベントの模擬出店＝9月6日㈮18〜

21時

空き店舗お試し出店＝10〜11

九州市民フロイデコール☎090・5721・
画課☎582・2391。

スポーツ
総合体育館の個人利用日
日程
（一部利用できない時間帯あり）

月の1週間〜数週間。♦◎若松区での

は、7月17日 ㈬〜19日 ㈮、8月2日 ㈮ の9

店希望者。☆先着各10人。事前説明会
（8

種目・時間は♥を。♥総合体育館
（八幡

月10日㈯13〜16時30分）への参加が必
要。＃7月22日から北九州商工会議所若
松サービスセンター☎761・2021へ。＊

産業経済局商業・サービス産業政策課
☎582・2050。

オリオンピックの参加者を募集
カヌーレースなど5 種目で競います。9

月8日㈰8時30分〜17時30分、堀川周辺

（八幡西区折尾）
で。◎18歳以上
（高校生
は除く）
。☆先着50チーム
（ 1チーム3〜5

人）
。＄1チーム3000円。＃7月20日から。
詳細はオリオンピック実行委員会☎090・

4343・3443へ。＊八幡西区役所コミュニ
ティ支援課☎642・1339。

〜21時。＄使用料が必要。利用可能な
東区八王寺町、☎652・4001）
へ。

夜宮青少年センター杯卓球
大会
男女別シングルス。いずれも8 月25日

㈰、夜宮青少年センター
（戸畑区夜宮一
丁目）
で。 中学生の部＝9 〜13時。◎中

学1・2年 生。☆ 先 着120人。＄300円

一般の部＝13〜16時。◎中学 3 年生

以上。☆先着50人。＄400円。♦＃7月
18日から同センター☎871・3465へ。

市民ゴルフ大会
▶九州ゴルフ

倶楽部八幡コース

（八幡東区大字小

熊 野 ）＝8月26日
㈪。☆192人

＊保健福祉局地域医療課☎582・2678。

▶

小 倉 カンツリー

倶楽部
（小倉南区

募集

西 貫 二 丁 目）
＝9

月2日 ㈪。☆184人。♦7時30分〜16

市長杯ストリートダンスコン
テストの出場者を募集
小学生以

▼

一般の部＝8月18日㈰

「アクティブシニア」
などをテーマとし

下の部と中学生の部＝9月1日㈰。♦

「関門地域における
『文化財を活かした

町三丁目）
北側広場
（雨天時は小倉駅新

た2018年度の研究報告とシンポジウム

練習場
（小倉北区大手町、大手町ビル

習日に同練習場で受け付け。詳細は北

倉北区浅野三丁目2 - 1、
☎511・2058）
へ。

▼

関門地域共同研究会
成果報告会

歌います。練習は8月6日からのおおむ

体験談、取材したことなどを書いた作品

1122へ。

講演会

12月22日㈰にアルモニーサンク北九

が能力を発揮して安全に安心して生活

出店を検討している創業希望者、新規出

週土曜日
（全19回）10〜15時、生涯学習

総合センター
（小倉北区大門一丁目）
で。

1434へ。＊保健福祉局障害福祉企画課

「第九の夕べ」
の合唱団員を
募集

20日までにムーブ
（〒803 - 0814小倉北

生涯学習指導者育成セミナー

体験作文＝テーマは
「出会い、ふれあ

ズ カップ 事 務 局 ☎922・1432、 922・

生の部、中学生の部、高校生の部、一般

北九州市民カレッジ公開講座
＆放送大学コラボ講演会

話で8月23日までに同施設へ。￡も可。

心の輪を広げる障害者理解促進事業

などで配布。詳細は北九州チャンピオン

京都府立堂本印象美術館主任学芸

堂本印象展関連講演会

ー☎522・8765へ。

区大手町11 - 4、
☎288・6262）
へ。❷は電

紙は7月16日から各区役所総務企画課

作品を募集

☎582・2453。

本事項と応募動機、
託児希望者は子ども
の名前と年齢を書いて❶は8月2日、
❸は

♦総合体育館
（八幡東区八王寺町）

い、心の輪『障害のある人とない人との

援・介護予防センター
（小倉北区馬借一

♦＃❶❸は、はがき
（ 1人だけ）
に基

意が必要）
。☆130人。事前研修会
（ 10月

長・阿 部 一 彦さん。7月27日 ㈯14〜16

の10〜17時。◎おおむね20〜49歳の働
（有料）
は♥を。

来場者の案内やチケット・

◎15歳以上
（中学生は除く。18歳以下

いて。講師は仙台市障害者福祉協会会

食事術」
「夏バテ対策とレシピの紹介」
。

いている女性。☆30人。＄6000円。託児

会場運営

グッズ販売など。11月22日㈮〜24日㈰。
（大学生・社会人は除く）
は保護者の同

障害のある人への災害時支援につ

❸働く女性のためのステップアップ講座

9月7日 ㈯・21日 ㈯、10月5日 ㈯
（全3回）

北区役所総務企画課☎582・3335へ。

▼

フォトショップ・イラストレーター基礎

＃各開催日の1週間前まで。詳細は小倉

事前研修会
（ 10月19日㈯、11月3日㈷）

▼

ができる人。＄3万円。

で。☆90人。＃7月23日までに北九州市

▼

19〜21時。◎エクセルVBAの基本操作

◎18歳 以 上
（高 校 生は除く）
。☆40人。

人1000円。優勝・準優勝者には賞品あり。

▼

日のおおむね毎週月・木曜日
（全12回）

幹線口ペデストリアンデッキ下）
で。＄1

16時30分、
AIMビ ル 3 階
（小 倉 駅 北 側）

▼

エクセルVBA応用編 9月2日〜10月21

検索

地域活性化』の可能性」
。7月25日㈭14〜

▼

マイテク・センターの講座

♥＝問い合わせ
北九州市 ネット窓口

13〜18時、小倉駅前アイム
（小倉北区京

時。◎アマチュアゴルファー
（学生は除

国際車いすバスケットボール
大会のボランティアを募集
大会期間は11月22日㈮〜24日㈰。

選手帯同

日本・海外チームの荷物の

運搬や通訳など。11月20日㈬〜24日㈰。

く）
。＄2000円
（別にプレー費が必要）
。
＃往復はがき
（ 4人まで）
に基本事項と
性別、生年月日、ハンディキャップを書
いて8月2日までに北九州市スポーツ協

会
（〒805 - 0011八幡東区八王寺町4 - 1、
☎652・5007）
へ。

