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保育園で輝くこどもの写真がいっぱい！！

2014
時 11月1日
（土）
11：00～19：00／11月2日
（日）
11：00～17：00
10月29日
（水）
～31日
（金）
はパネル展示のみ行います。
〈保育フォトコンテスト入賞作品、
ご挨拶パネル
（市長、
会長）
「
、子育てメッセージ」
〉
日

11月1日
（土）
11：00～17：00は、
「えがおふれあいまつりin警固公園」
を開催！
場所：警固公園・ステージで子どもたちのパフォーマンス、
くじ引き、ゲーム、かみしばいなど
会

場

ソラリアプラザ1階
イベントスペース
（ゼファ）

パネル展示
保育フォトコンテスト入賞作品、
ご挨拶パネル
（市長、
会長）
、
「子育てメッセージ」
展示ほか

問合せ先 福岡市保育協会
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3－3－39市民福祉プラザ6階

TEL：713－0541

テーブル展示

相談コーナー

市民賞の投票

手づくりおもちゃ

子育てに関する相談、入所申込に関する相談

みなさんで市民賞を選んで下さい！

親子ふれあいコーナー

配布コーナー

保育園ガイド、食育レシピ、
入所申込書ほか

手づくりおもちゃでの遊び体験等

キャラクター
”
すまいるん”
と遊ぼう

赤い羽根共同募金（10月1日～12月31日）
10月1日から全国一斉に、赤い羽根共同募金運動が実施されます。 問合せ先
募金は地域福祉事業に使われます。
福岡県共同募金会 福岡市支会
TEL：720-5350 FAX：713-0778
皆様のご協力をお願いいたします。

平成26年度 福岡市福祉のまちづくり推進大会
申込み不要でどなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください！
11月7日
（金）13：00開会（12：30開場）

日

時

内

容 ・福祉功労者表彰 ・福祉活動紹介

会

場

福岡市民会館
（福岡市中央区天神5-1-23）

・記念講演
『新しい地域支援のあり方を考える～助け合い活動による地域社会づくりをめざして～』
講師：堀田 力 氏（公益財団法人さわやか福祉財団 会長）
問合せ先 福岡市福祉のまちづくり推進大会事務局
（福岡市社会福祉協議会地域福祉課内）

TEL：720-5356 FAX：751-1524

平成26年度 福岡市障がい者 初級スポーツ指導員養成研修会受講者募集
11月8日（土）
・11月15日（土）
・11月16日（日） 会 場
9時30分～17時30分
対象者
内 容 3日間20時間の講義及び実技
参加費
（公財）日本障がい者スポーツ協会公認
日 時

福岡市立障がい者スポーツセンター
スポーツ指導員を志す方
4,500円

初級障がい者スポーツ指導員の資格取得可能

問合せ先 福岡市障がい者スポーツ協会
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39福岡市市民福祉プラザ3階 TEL：781-0561 FAX：781-0565
H P：http://www.suporeku-fuku.com/
メール：fukuoka@suporeku-fuku.com
担当：小城

「ペコロスの母に会いに行く」

新着DVD

（岡野 雄一原作 製作：
「ペコロスの母に会いに行く」
製作委員会 2013年 113分）
出演：岩松 了、
赤木 春恵

（2階 福祉図書・情報室）
問合せ

TEL

介護施設に預けた認知症の母の姿を見守る日々を描く可笑しくもちょっと
切ない介護ムービー。

731-2946

50代からのあなたが輝く傾聴ボランティア入門講座
講

師 NPO法人FFAフォロワーシップ協会

申込み

受講料 2,000円
定

11月1日～12月20日

毎週土曜日

住所・氏名・年代・電話番号を記入の上、
電話またはFAXで
10月16日
（木）
までに福岡市ボランティアセンターまで。

員 20名 ※申込者多数の場合は選考面談を行い、受講者を決定します。 問合せ先

面談詳細 10月25日（土）14：00～16：00
市民福祉プラザ3階 交流ひろば

10月

ふくふくプラザ催事情報
日時

福岡市社会福祉協議会ボランティアセンター
（担当
TEL713－0777／FAX713－0778

催事名

※日程･内容等が変更になる場合があります。詳細については、直接問合せ先へご確認ください。

内容

10月10日（金）
介護職のつどい
13：00～16：00
10月18日（土）
丹田呼吸法
13：00～16：00

会場

座談会

602研修室

公開講座

和室

対象／料金／申込み方法
対：どなたでも
料：無料
申：直接来館

介護講座受講生募集
●申込み・問合せ

講演会

11月

201会議室

対：どなたでも（定員10名）
料：当日1,000円
申：直接来館

① 5日 ②12日
③19日 ④26日
いずれも（水）
14：00～16：00
【木曜日コース】
① 6日 ②13日
③20日 ④27日
【土曜日コース】
⑤ 1日 ⑥15日
いずれも10：00～12：00

調和道協会
TEL ：090-4519-7913
担当：平野（ヒラノ）
日本語スピーチコンテスト実行委員会
TEL ：733-5630
担当：（公財）福岡よかトピア国際交流財団 髙木（タカギ）

対：どなたでも（定員50名）
ピースボート地雷廃絶キャンペーンP-MAC
料：当日：500円
TEL ：03－3363－7561
申：電話受付：03-3363-7561
10：00～19：00（日・祝除く）
メール：info@peaceboat.gr.jp

※10月1日より電話またはFAX（氏名、電話番号を記入）でお申込みください。

福岡市介護実習普及センター TEL：731-8100

日時

主催者・問合せ
（公益社団法人）
認知症の人と家族の会 福岡県支部
TEL ：771-8595 火・木・金
（10：30～15：30）のみ

10月19日（日）
対：どなたでも
第12回外国人による
スピーチ
10：00～15：10
ふくふくホール 料：無料
日本語スピーチコンテスト コンテスト
申：直接来館
（開場9：30）
10月28日（火）
カンボジア地雷被害者
19：00～20：30
トークイベント
（開場18：30）

山田・大倉）

FAX：731-5361

会場

講座名

5階
502研修室

3階
福祉用具展示場

◆知っておきたい介護保険講座
介護保険に関する理解を深め、自立した生活を送るための活用方法を学びます。
①「介護保険制度について」
②「介護保険サービスについて（1）」
③「介護保険サービスについて（2）」
「介護保険で安心・安全な住まい」
④「自立するためのサービスについて考える」

定員

各先着受付順

40人

◆はじめての介護講座（木曜日・土曜日コース）
家庭での介護を支える知識と、福祉用具を使った負担の少ない介護の実技を学びます。 木曜日コース
20人
①「車いすを使ってみよう」
②「楽ちん！ベッドからの移乗」
土曜日コース
④「体験！入浴用具と足浴」
③「お風呂を楽しもう」
15人
⑤「知っておきたい排泄のこと」 ⑥「おむつ交換のポイント」
◆おむつを知って！当て方上手
排泄障がいと紙おむつやパッドについて知り、身体状況に応じたおむつや
パッドの活用法を学びます。
①「排泄障がいとスキンケア」
②「紙おむつ・パッドの特徴を知ろう」
③「紙おむつ・パッドの選び方と使い方」 ④「紙おむつの上手な当て方」

① 7日 ②14日
③21日 ④28日
いずれも（金）
14：00～16：00

3階
交流ひろば

8日（土）
13：00～16：00

3階
自助具工房

◆自助具製作教室
11月8日と12月13日の全2回で、フリース素材などを使った、足を暖め保
護してくれる「あったかブーツ」を製作します。 参加費：200円程度

10人

11日（火）
10：00～13：00

5階
調理実習室

◆高齢者向け料理教室
高齢者が食べやすく、美味しい、栄養バランスのとれた献立や調理方法を
学びます。 参加費：500円 持参品：エプロン、三角巾、布巾、手拭タオル

10人

10月の短期展示

25人

＊④を希望の場合、必ず③を受講して下さい。

3階

福祉用具展示場

腰に負担がかかる時に、
腰をしっかり固定してくれるサポーターを紹介します。
どうぞ3階の福祉用具展示場にお越しください。

福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）

10月の休館日 10月14日（火）

〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 ホームページアドレス http://www.fukufukuplaza.jp/

