令和元年7月15日

情報ステーション
★掲載の情報は市のホームページ
（アドレスは表紙参照）
でもご覧になれます

ども・若者応援センター
「 YELL」
（戸畑

時。◎タブレット操作が初めてで、画面

確認ができる障害のある人。

❷りぼん教室 8月25日㈰13時30分〜
15時30分。◎障害のある人。＄700円。

駅前、
ウェルとばた2階）
で。◎社会生活

♦ ☆ 各8人。＃ ❶は 8 月 7 日、❷は

☆先着6人。＃7月17日から同センター

（戸畑駅前、ウェルとばた 6 階、☎883・

を営むのが困難な、おおむね15〜39歳。
☎882・0188へ。

14日までに電話で東部障害者福祉会館
5550）
へ。聴覚障害者は

TOEIC講座
「就職やキャリア
アップを目指す」
8月2日〜11月8日の毎週金曜日
（全15

回）18時30分〜20時30分、
北九州パレス

（小倉北区井堀五丁目）
で。◎おおむね
15歳 以 上。☆ 先 着20人。＄1万1944円

（ 34歳以下は9944円）
。＃7月17日から
同施設☎651・4600へ。

883・5551も

可
（基本事項とΑ・Βなど介助必要の有

無を記入）
。

初めての香道体験講座
㈰
（全2回）の10〜12時、

小倉城庭園
（小倉北区

8月3〜31日のおおむね毎週土曜日
（全
4回）
14〜16時。◎女性。☆先着15人。

❷ゼロから始めるパソコン 9月4日〜
10月23日の毎週水曜日
（全8回）10〜12

♦託児
（有料）は♥を。＃❶❸は7

❷は往復はがき
（ 1人だけ）
に基本事項

と応募動機、託児希望者は子どもの名

前と年齢を書いて7月31日までに同施設

（〒800 - 0051門司区下馬寄6 - 8）
へ。

総合療育センター交流セミナー
テーマは
「小児の疾患について学ぼう」
。

8月8日㈭18時30分〜20時30分、総合療

育センター
（小倉南区春ケ丘）で。◎医
療・福祉・教育関係者。☆100人。＃8月1

日まで。詳細は同センター☎922・5596へ。

ユースステーションの講座
若者のためのマナー講習会
「面接編」

8月10日㈯17〜18時30分、ユースステ
ーション
（黒崎駅西側、
コムシティ地下1
階）
で。◎おおむね中学生〜39歳。

やってみよう！初めてのアルバイト
「職場

着50人。＄3500円。

企業で働く重度の視覚障害がある人

の体験談など。テーマは
「見えなくても

て」
。8月18日㈰13〜15時、西部障害者

北区城内）
で。☆先

1回だけの受講も ▲村田喜代子さん

可
（＄1000円）
。＃7月18日から文学館☎
571・1505へ。

チョークアート
ブラックボードにオイルパステルなど

で。☆先着30人。＃7月17日から八幡西

で 描 き ま す。8月24日 ㈯・31日 ㈯
（全2

「大学コンソーシアム関門」
市民公開講座

で。◎障害のある人。☆16人。＄1000円。

生涯学習総合センター☎641・9360へ。

テーマは
「関門の自然環境とそのエネ

ルギー」
。8月19日㈪〜23日㈮
（ 1日3回、

全15回）の10時40分〜16時10分、九州
共立大学
（八幡西区自由ケ丘）
で。☆10

回）の13時30分〜15時30分、西部障害

者福祉会館
（黒崎駅西側、
コムシティ5階）

＃ 8月14日までに同館☎645・1300へ。
聴 覚 障 害 者は

645・1600も可
（基 本

事項とΑ・Βなど介助必要の有無を記
入）
。

給与計算・社会保険事務講座
8月27日〜9月20日の毎週火・金曜日

▼

ね毎週水曜日
（全8回）
、若松勤労青少年

ワ

▼

ル 基 礎＝10時15分〜12時15分

ができる15歳以上。☆各10人。＄5000円

（ 35歳以下は3800円）
。＃7月30日まで
に同施設☎761・7500へ。￡も可。

周望学舎の講座

福岡
（八幡西区穴生三丁目）
で。◎15歳
円
（ 35歳以下は3200円）
。＃7月29日ま

でに八幡西勤労青少年ホーム☎601・
2684へ。￡も可。

中小企業のための働き方改革
対応セミナー
8月29日㈭14〜16時、北 九 州テクノ

＄1000円。＃8月23日まで。詳細は中小

☆10人。＃ 7月16日〜8月4日に同施設

もっと！ ワード 8月23日〜9月27日の毎

要の有無を記入）
。

円
（別に材料費が必要）
。

週金曜日
（全6回）
。☆15人。＄1万2000円

（別にテキスト代が必要）
。

♦9時50分〜15時。◎55歳以上。＃

東部障害者福祉会館の講座
❶タブレット
（iPad）
体験講座

作ります。8月23日〜9月13日のおおむ

8月18日

はがき
（1人だけ）
に基本事項を書いて8月
2日までに周望学舎
（〒803 - 0852小倉北

区新高田二丁目29 - 1、
☎591・2626）
へ。

プラネタリウム

凸レンズでカメラの模型

♦＃❷❸は必要。❸は往復はがき

ね毎週金曜日
（全3回）
。☆16人。＄6000

8771も可
（基本事項とΑ・Βなど介助必

12時。◎小学生と保護者。＄部品代は
実費。

伴）
。☆25人。＄300円。

☆先着30人。＄500円。＃7月18日から

パソコン講座

簡単なおもちゃ
（ゲ

ーム機は除く）
の修理。7月21日㈰10〜

◎小学生
（小学3年生以下は保護者同

時、教育センター
（八幡西区相生町）
で。

合保健福祉センター1階）
で。◎介護・福

522・

❶おもちゃ病院

を作ります。7月31日㈬10〜11時30分。

孫次凧を作ります。8月21日㈬10〜12

センター
（九州工大前駅北側）
で。◎中

☎522・8721へ。聴覚障害者は

〒805 - 0068八幡東区桃園三丁目1 - 5
♣9〜17時
（入 館 は16時30分まで）
♡月曜日
（祝・休日のときは開館し翌
日が休館）

❸科学教室

シビックプライド講座

茶わんや湯飲みなどを

祉・医療関係の従事者と有資格者は除く。

児童文化科学館

☎671・4566

100人。＄入館料が必要。

ード基礎＝13〜15時。♦◎文字入力

プラザ北九州
（小倉北区馬借一丁目、総

♦＃❶は必要。電話で7月17日か

以下は保護者の参加が必要。☆先着

南区北方四丁目2 - 1、
☎964・4106）
へ。

陶芸体験講座

アム
（八幡東区東田二丁目）
で。

月27日㈯19時30分〜21時。◎中学生

市立大学学務第一課
（〒802 - 8577小倉

学・高校生。

8月14日㈬13時30分〜15時、
福祉用具

ノベーションギャラリーと環境ミュージ

観覧後、望遠鏡で星空を観察します。7

本事項を書いて7月31日までに北九州

同センター☎641・1775へ。

サイエ

験・体験教室。8月18日㈰10〜15時、
イ

❷星の観望の夕べ

人。＄1000円。＃はがき
（何人でも）
に基

以上
（中学生は除く）
。☆20人。＄4400

作ってみよう！福祉用具
「簡易
筆談帳」

❷世界一行きたい科学広場

らタイガートラベル☎453・1717へ。

ホーム
（若松区浜町二丁目）
で。 エクセ

♦☆先着各20人。＃7月19日から

＄一般2500円、小学生1500円。昼食・

北九州ひとみらいプレイスの
「気ままにセミナー」

場体験。8月16日㈮10時、ユースステー

ユースステーション☎621・0132へ。

で解散。◎小学3〜6年生と保護者
（子

ども2人、保護者1人まで）
。☆先着30人。

ンスショーや 万 華 鏡 づくりなどの 実

（全8回）19〜21時、ポリテクセンター

ションに集合。17時、同所で解散。◎中

ます。8月12日㉁8時30分、イノベーシ

ョンギャラリーに集合。15時30分、同所

ども 図 書 館
（小 倉

いずれも8月21日〜10月9日のおおむ

体験学習」 就労についての講話と職

験とミクニワールドスタジアム北九州

（小倉駅北側）
のバックヤード見学をし

☎582・2747へ。

時30分〜15時、子

福祉会館
（黒崎駅西側、
コムシティ5階）

月18日からレディスもじ☎371・4649へ。

☎631・2203へ。＊八幡西生涯学習総合

❶親子で楽しむスポーツ施設 体験＆

室内シューズなどが必要。

日〜来年3月11日のおおむね毎月第2

水曜日
（全6回）13時30分〜15時30分。

バックヤードツアー ボルダリング体

で。☆30人。＄4000円。＃8月5日まで。

土曜日
（全 7 回）13

できること〜仕事と日々の生活を通し

◎女性。☆先着30人。＄1400円。

☎663・5411

詳細は九州国際大学地域連携センター

分〜20時30分、九州国際大学地域連携

月22日の毎月 1 回

時。◎学生は除く。☆14人。＄5800円。

❸女性のための東洋医学入門 9月11

イノベーションギャラリー

センター
（黒崎駅西側、コムシティ2階）

背景と結びつけて考えます。8月23日〜

9月20日の毎週金曜日
（全5回）18時30

8月24日〜来年2

城内）
で。◎中学生以上。

施設の催し

〒805-0071八幡東区東田二丁目2-11
♣9〜19時
（土・日曜日、祝・休日、7月20
日〜8月25日の月曜日は17時まで）
♡月曜日
（祝・休日のときは開館し翌日が
休館）
※7月20日㈯〜8月25日㈰は無休

村田喜代子のこんな
「本」
みつけた！

8月18日 ㈰、
9月15日

＃7月17日から同施設

❶女性のための護身術
「女性の防衛術」

持続可能な都市づくりを、社会・時代

センター☎641・9360。

☆先着15人。＄5000円。

レディスもじの講座

持続可能なコンパクトシティ
北九州をめざして

小企業の経営者や管理者など。☆30人。

企業支援センター☎873・1430へ。

屋外広告物講習会
8 月30日㈮ 9 時50分〜17時、
久留米シ

ティプラザ
（久留米市）
で。◎屋外広告物

の施工業者など。＄2000円
（別にテキス

ト代が必要）
。＃7月25日〜8月7日。詳細
は建設局管理課☎582・2271へ。

（ 3人まで）
に基本事項を書いて7月18

日までに同館へ。❷は電話で20日から
同館へ。

子どもの館

☎642・5555

〒806-0021八幡西区黒崎三丁目15-3、
コムシティ7階 ♣10〜19時 ♡7月
17・18日
❶読書感想文書き方教室

いずれも

8月8日 ㈭・※9日 ㈮。 小 学1・2年 生
▼

7月27日㈯14時30分〜16時30分、子

〜9月8日の毎週日曜日
（全4回）10〜12

★時間は24時間表記

（保護者同伴）の部＝10時30分〜11時
30分

小学3年生の部＝13〜14時。

▼

若者のためのやさしいコミュ
ニケーション講座

★申し込みはがき
「基本事項」
の記入方法は11ページを参照

8

❶の♦☆先着各日各部10人。

❷子ども将棋教室
（初心者向け） 8月
10日㈯11〜13時。◎小・中学生。☆先

着20人。

❸親子で参加！ ホタルの生息を知ろう
8月18日㈰14〜15時。◎小・中学生と
保護者。☆先着10組。

♦＃電話で❶は7月25日
（ ※は26

日）
、
❷は27日、❸は8月4日から同館へ。

