令和元年8月1日

情報ステーション

◎介護・医療・福祉の有資格者など。☆20
人。

♦総合保健福祉センター
（小倉北区

馬借一丁目）
で。＃❶は8月9日、
❷は9月5

日までに福祉用具プラザ北九州☎ 522・
8721へ。聴覚障害者は

522・8771も可

（基本事項とΑ・Βなど介助必要の有無
を記入）
。

企業におけるメンタルヘルス
ファーストエイド研修
悩んでいる人への対応方法を学びま
▼

す。 八幡西生涯学習総合センター
（黒
崎駅西側、
コムシティ内）
＝8月22日㈭

▼

総合保健福祉センター6 階
（小倉北区
七尾製菓

▼

馬借一丁目）
＝9月26日㈭

（小倉南区葛原一丁目）
＝10 月24日㈭。
♦ 15〜17 時。◎企業などの管理者や

担当者。☆各日30人。＃8月9日
（9月26

日開催分は9 月13日、
10 月24日開催分

は10 月11日）
まで。詳細はキャリアサポ
ートクラブ☎ 776・0318 へ。＊精神保健
福祉センター☎522・8744。

高齢者・障害のある人の権利
擁護・虐待防止セミナー
8月23日㈮10〜12時、
ウェルとばた2階

（戸畑駅前）
で。☆先着 30 人。＃ 8 月5日

から保健福祉局長寿社会対策課☎582・
2407へ。聴覚障害者は 582・2095も可

（基本事項とΑ・Βなど介助必要の有
無を記入）
。

若者のためのやさしいコミュ
ニケーション講座
8月24日㈯14時30分〜16時30分、
子

ども・若者応援センター
「 YELL」
（戸畑

ンター
（小倉北区東港一丁目）
で。◎危

645・1600 も可
（基本事項とΑ・Β

など介助必要の有無を記入）
。

マイテク・センターの受験対策
講座

険物取扱者免状の交付を受けて現在危

1級電気工事施工管理技士・実地

200人。＄4700円。＃8月9日まで。詳細

〜17時。☆先着20人。＄2万5000円。

☎647・3856へ。

27 日の毎週火・金曜日 19〜21 時と9 月

険物取り扱い作業に従事している人。☆

は北九州市防災協会
（消防局予防課内）

周望学舎の講座
❶シニアカレッジ

大学教授による講

座や大学生との交流など。9 月 4 日〜11

9月

7〜28日の毎週土曜日
（全4回）
9時30分
宅地建物取引士・直前対策

9 月 10〜

29 日㈰、
10 月6 日㈰の9 時 30 分〜16 時

30分
（全8回）
。☆先着30人。＄3万5000
円。

危険物取扱者・乙4

9月11日〜10月9

月13日のおおむね毎週水曜日
（全10回）

日の毎週水曜日 19〜21 時と10 月 13 日

筑紫短期大学小倉北区キャンパス
（小

7000円。

5000円。

センター北九州
（八幡東区大蔵二丁目、

13〜16 時 10 分、九州栄養福祉大学・東
倉北区下到津五丁目）で。☆ 60 人。＄

❷ 1日体験講座 「昭和の印刷ガリ版」
と

「音楽アクティビティで健幸に」
。9月14日

㈯9時30分〜15時、
周望学舎で。☆24人。

♦◎ 55 歳以上。＃はがき
（1 人だけ）

に基本事項を書いて❶は8 月16日、
❷は
30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。

ハングル入門
「韓国を学ぶ」
9月5日〜10月17日の毎週木曜日
（全7

回）
18時30分〜20時、九州国際大学地域

連携センター
（黒崎駅西側、コムシティ2
階）
で。◎ハングル語初心者。☆ 30 人。＄

4000 円。＃ 8 月22日まで。詳細は九州国

際大学地域連携センター☎631・2203へ。
＊八幡西生涯学習総合センター☎ 641・
9360。

講座
「木屋瀬 時代の散歩道」
木屋瀬宿に関する講義や旧長崎街道

沿いの町並み見学など。9月6日〜10月
11 日のおおむね毎週金曜日
（全 5 回）
の

㈰9〜16時
（全6回）
。☆先着30人。＄1万

♦＃電話で 8 月 3 日からマイテク・

☎651・3775）
へ。

グループワーク
「私がわたしの
ベストフレンド！」
人間関係のスキルアップを目指しま

がき
（ 1 人だけ）
に基本事項と託児希望

者は子どもの名前と年齢を書いて 8 月

24 日までに同施設
（〒803 - 0814 小倉北

区大手町11 - 4、
☎583・5197）
ヘ。

脳活レク式
「ヘッドケア＆ボディ
ケア講座」
9月8日㈰13〜16時、認知症支援・介

護予防センター
（小倉北区馬借一丁目、
総合保健福祉センター5 階）
で。☆先着

20人。＄1500円。＃8月5日から北九州
市レクリエーション協 会 ☎ 921・2801

へ。

介護職員初任者研修講座

882・0188へ。

619・1149へ。

一丁目）
などで。自宅学習や実習もあり。

認知症について学ぶ講座
「基礎編」

読み聞かせボランティア講座
（中級・子ども向け）

◎ひとり親家庭の親か寡婦。☆10人。＄

症サポーター」の養成を行います。8 月

30日㈮ 18 時 30 分〜20 時、
ウェルとばた
2階
（戸畑駅前）
で。☆先着80人。＃8月5

日から北九州市社会福祉協議会☎873・
1296へ。

英語で語る自分の国
中国〜上海
本市在住の外国人が自国の文化など

について語ります。8月31日㈯11〜12時

30分、北九州国際交流協会
（黒崎駅西側、

コムシティ3 階）
で。☆先着 60 人。＄500

円。＃8月5日から同協会☎643・6464へ。

「初めての陶芸」
教室
9月1日㈰・15日㈰
（全2回）
の9時30分

おおむね10〜12 時 30 分、子ども図書館

で。◎ 20 歳以上。☆ 30 人。＃往復はがき

（1 人だけ）
に基本事項を書いて8月14日
までに同館
（〒803 - 0813 小倉北区城内
4 - 1、
☎571・0011）
へ。

西部障害者福祉会館の講座
❶モダン一閑張りかごバッグ作り 9月
6日㈮・13日㈮・20日㈮
（全3回）
の13時
30分〜15時30分。☆8人。＄3000円。
❷3B体操 ボールなどを使います。9月

7日㈯、
10月12日㈯、
11月2日㈯
（全3回）
の10〜12時。☆15人。

❸パッチワークでおしゃれポシェット作り
9月12日〜10月24日の毎月第2・4木曜日

（全4回）
10〜12時。☆12人。

小・中学生100円。

市民ギャラリーの催し

北九州市中学校美術部合同展＝8月

6日㈫〜11日㈷の9時30分〜17時30分
（11日は16時30分まで）

福岡県高

等学校芸術・文化連盟 美術・工芸部門北

九州地区大会 北九州地区高等学校 美
術・工芸展＝8月20日㈫〜25日㈰の9時

30分〜17時30分
（25日は17時まで）

和樂書院社中展
「光峯書作展」
＝8月27日
㈫〜9月1日㈰の9時30分〜17時30分。

美術館黒崎市民ギャラリー

☎644・5206

〒806-0021八幡西区黒崎三丁目15-3、
コムシティ3階 ♡開催期間以外
書真書道展＝8月6日㈫〜11日㈷の10

〜18時
（11日は17時まで）

平和のた

㈪〜25日㈰の10時
（19日は12時）
〜18時

☆先着 50 人。＃ 8 月 3 日から同施設☎

9月6日㈮・13日㈮・27日㈮
（全3回）
の

㈯。＄一般 300 円、高校・大学生 200 円、

女性。☆ 15 人。託児
（有料）
は♥を。＃は

日㈯
（全 4 回）
の10〜12 時、
ムーブで。◎

☆先着6人。＃8月3日から同センター☎

認知症の人とその家族を見守る
「認知

グラフィック」 8月17日㈯〜12月28日

めの戦争展＝8月17日㈯・18日㈰の9〜

10〜おおむね 12 時、長崎街道木屋瀬宿

記念館
（八幡西区木屋瀬三丁目）
などで。

コレクション展
「特集 サイトウマコトの

す。9月7日㈯・14日㈯・28日㈯、
10月26

駅前、
ウェルとばた 2 階）
で。◎社会生活

を営むのが困難な、おおむね 15〜39 歳。

〒804-0024 戸 畑 区 西 鞘 ケ 谷 町 21-1
♣9時30分〜17時30分
（入館は17時ま
で） ♡月曜日
（祝・休日の時は開館し
翌日が休館）

▼

法など。9月12日㈭18時30分〜20時30分。

9月2日㈪〜6日㈮・9日㈪・10日㈫
（講

習の区分で日程が異なる）
、市民防災セ

は

9月10日〜11月19日のおおむね毎週
火・金曜日
（全16回）
9時30分〜16時30

分、北九州福祉サービス
（小倉北区馬借

5400 円。＃はがき
（ 1 人だけ）
に基本事
項を書いて8月10日までに母子・父子福

祉センター
（〒804 - 0067 戸畑区汐井町
1 - 6、
☎871・3224）
へ。

穴生学舎の講座
❶マジック初級入門体験講座 9 月 10

日㈫・17 日㈫。◎ 50 歳以上。☆先着 15
人。

❷趣味やボランティアに活かせる園芸
教室

種まきや寄せ植えをします。9 月

26 日㈭、
10 月 31 日㈭。◎ 55 歳以上。☆

20人。
♦全2回、
10〜12時。＄2000円。＃

16 時

アトリエ游 絵画展＝8月19日

（25日は17時まで）

福岡教育大学書

道科福岡県人書作展＝8月20日㈫〜25

日㈰の10〜19時
（25日は17時まで）

大川力傘寿
「足立山101景」
展＝8月26日

㈪〜9月1日㈰の10時30分〜16時30分

（1日は16時まで）

ART×FASHION＝

8月27日㈫〜9月1日の9時30分〜17時。

美術館分館

☎562・3215

〒803-0812 小倉北区室町一丁目 1-1、
リバーウォーク北九州 5 階 ♡開催期
間以外
倉本聰ギャラリートーク 9 月9日㈪ 11

〜11時40分、
北九州芸術劇場
（リバーウ

ォーク北九州 6 階）
で。☆ 700 人。＃往復
はがき
（ 2 人まで）
に基本事項を書いて8
月15日までに同館へ。

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 ♡8月は
無休
❶
「子どもフリーマーケット」
の出店者を
募集 8月18日㈰ 11〜15 時。◎小学〜

高校生
（小学生は保護者同伴）
。☆先着

15区画
（1区画2m×2m）
。＄1区画500円。

❷アイシングクッキーに挑戦 8月25日
㈰13〜14時30分。◎小学生。☆先着15
人。＄600円。

❸赤ちゃん同窓会 子育ての情報交換

など。9月5日㈭13〜14時30分。◎平成
31 年 4 月〜令和元年 7 月に生まれた乳

❶は8月3日から穴生学舎地域活動情報

児と保護者。☆先着30組。

がき
（1 人だけ）
に基本事項を書いて8 月

日、❸は15日から同館へ。

支援センター☎ 645・6696 へ。❷は、は
31 日までに同センター
（〒806 - 0058 八
幡西区鉄竜一丁目5 - 1）
へ。

▼

境」 改修のポイントや各制度の利用方

ティ5 階、☎ 645・1300）
へ。聴覚障害者

美術館

☎882・7777

▼

❷専門職向け研修
「生活デザインと住環

危険物取扱者保安講習

部障害者福祉会館
（黒崎駅西側、
コムシ

▼

学3年生以下は保護者同伴）
。☆8人。

日から同センター☎871・3465へ。

月25日、
❷は29日、
❸は9月4日までに西

▼

8月19日㈪14〜16時。◎小・中学生
（小

心者。☆先着 20 人。＄1000 円。＃ 8 月 4

施設の催し

▼

視覚障害者の特性やサポート方法など。

畑区夜宮一丁目）
で。◎中学生以上の初

♦◎障害のある人。＃電話で❶は8

▼

❶見えない・見えにくい世界を知ろう

〜12 時 30 分、夜宮青少年センター
（戸

★時間は24時間表記

▼

福祉用具プラザの講座

★申し込みはがき
「基本事項」
の記入方法は11ページを参照

▼

★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
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♦＃電話で❶は 8 月 4 日、❷は 11

