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申込方法

と　き 平成27年2月28日（土） 9：30～16：30

ところ 西南学院大学2号館
（福岡市早良区西新6丁目2番92号）

内　容 講演①　いま振り返る「福岡県西方沖地震」　福岡市消防局職員
講演②　「災害ボランティアセンターが担うこと」　栗田　暢之　氏
演　習　災害ボランティアセンター設置運営訓練

講　師 NPO法人　レスキューストックヤード　代表理事　栗田　暢之　氏

〈主　催〉　福岡市社会福祉協議会・ボランティアセンター　福岡市NPO・ボランティア交流センターあすみん
〈協　力〉　西南学院大学ボランティアセンター、博多あん・あんリーダー会、福岡市消防局

参加費 無料

定　員 100名
〈先着順〉

平成17年3月20日に福岡県西方沖地震が発生して以来10年が経過し
ました。当時の状況が市民の記憶から風化しつつあります。
今回は、警固断層による地震災害が福岡市内の広域にわたり、福岡市内
の大学に福岡市災害ボランティアセンターのサテライトを設置するとい
う想定で、その役割と運営について学びます。

電話・はがき・FAX・メールにて、下記内容をご連絡ください。
①住所　②氏名　③年代　④電話番号

申込・お問合せ 福岡市社会福祉協議会ボランティアセンター
〒810－0062　福岡市中央区荒戸3－3－39　福岡市市民福祉プラザ2階
TEL：713－0777／FAX：713－0778　E-mail：vc＠fukuoka-shakyo.or.jp

災害ボランティア実践講座災害ボランティア実践講座
「災害ボランティアセンター設置シミュレーション」「災害ボランティアセンター設置シミュレーション」

介護には、体力、気力が必要で、介護者自身の健康管理も非常に重要です。日頃の介
護から少し息抜きをして、ご自身の心とからだの健康に目を向けてみませんか。『セラ
ピューティックケア』（手でふれることで、心とからだに安らぎを与えるケア法）を取り入
れた講座と、介護者同士の意見交換・懇談会を実施します。ぜひご参加ください！！

福岡市にお住まいで、自宅で要介護者（要支援または要介護の認定を
受けた方）を介護している家族介護者

電話・はがき・FAX・メールにて、下記内容をご連絡ください。
（締切：2月27日（金）必着）
①住所　②参加者氏名（ふりがな）　 ③電話番号　④年齢
⑤誰を介護しているか　 ⑥介護している方の要介護（要支援）度

対象者

開催日

第17回 大濠公園
障がい者駅伝大会

家族介護者交流会
「心と体の健康講座」参加者募集！

お問合せ

申込・お問合せ
〒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
HP　http://www.suporeku-fuku.com/

日　程 平成27年3月12日（木）13：00～15：00
福岡市市民福祉プラザ6階　601研修室

参加方法

〒810-0062　福岡市中央区荒戸3-3-39市民福祉プラザ3階
TEL：720-5356／FAX：751-1524／E-mail：chiiki@fukuoka-shakyo.or.jp

場　所

無料参加費 50名（先着順）定　員

平成27年3月8日（日） 10：00スタート
会　場 大濠公園宝亭付近スタート・ゴール
申込期間 平成27年1月30日（金）～2月13日（金）

福岡市障がい者スポーツ協会

福岡市社会福祉協議会　地域福祉課

詳しくは当協会のホームページをご確認いた
だくか、お問合せください。



福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）
〒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/

2月の休館日 2月17日（火）

ふくふくプラザ催事情報 2月

木曜日コース
20人

土曜日コース
15人

①②③
6階601研修室

④5階502研修室

①  4日　②11日
③18日　④25日
いずれも（水）
①13：30～15：30
②③④13：30～16：00

◆みんなで支えよう認知症介護講座
①「認知症の理解と予防について」
②「認知症の方を守る制度」「家族はどんな気持ち？」
③「認知症の症状への対応の仕方」
④「認知症の方が地域で生活できるために」
　「認知症サポーターとは」「認知症サポーターにできること」

※①～④全て受講された方には、認知症サポーターの印となるブレスレット
「オレンジリング」を進呈。

◆はじめての介護講座（木曜日・土曜日コース）
①「体にやさしくリフトで移乗」
②「歩きやすい靴・杖・押し車のポイント」
③⑤「かんたん着替えの介助」　④⑥「自立を支える便利な道具」

50人

3階
福祉用具展示場

【木曜日コース】
①5日 ②12日 ③19日 ④26日

【土曜日コース】
⑤ 7日　⑥21日
いずれも10：00～12：00

25人

◆おむつを知って！当て方上手
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」
※④を希望の場合、必ず③を受講して下さい。

3階
交流ひろば

①  9日　②16日
③23日　④30日
いずれも（月）
14：00～16：00

30人
◆高齢者向け料理教室

参加費：500円　持参品：エプロン、三角巾、布巾、手拭きタオル
5階

調理実習室
10日（火）
10：00～13：00

10人
◆自助具製作教室

手の力が弱い方でもチューブの中身をきれいに絞り出せる「歯みが
き粉のチューブ絞り」を製作します。参加費：約300円

3階
自助具工房

14日（土）
14：00～16：00

介護講座受講生募集 3月

2月の短期展示 3階　福祉用具展示場
寒くなってくると、室内で過ごす時間が増えてきます。そんな
時に室内でも楽しくできる脳と体のレクリエーショングッズを
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。

日時 会場 講座名 定員
各先着受付順

※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。

日時 催事名 会場内容 対象／料金／申込み方法 主催者・問合せ

公開講座
2月3日（火）
13：00～16：00

丹田呼吸法 和室
対
料
申

：どなたでも（定員10名）
：当日1,000円
：直接来館

調和道協会
　 ：090-4519-7913
　   担当：平野（ヒラノ）
TEL

相談会
2月2日（月）
10：00～16：00

暮らしの無料相談会 604研修室
対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

暮らしの知恵袋
　 ：215-4449、090-3668-9827
　  担当：宮本（ミヤモト）
TEL

座談会
2月4日（水）
10：00～12：30

あまやどりの会
（若年性認知症の人と
　介護家族のつどい）

402会議室
対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

（公益社団法人）認知症の人と家族の会 福岡県支部
　 ：771-8595

（火・木・金10:30～15:30のみ）
TEL

座談会
2月13日（金）
13：00～16：00

介護職のつどい 603研修室
対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

（公益社団法人）認知症の人と家族の会 福岡県支部
　 ：771-8595

（火・木・金10:30～15:30のみ）
TEL

座談会
2月14日（土）
13：00～16：00

介護のつどい 602研修室
対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

（公益社団法人）認知症の人と家族の会 福岡県支部
　 ：771-8595

（火・木・金10:30～15:30のみ）
TEL

※2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。

●申込み・お問合せ　福岡市介護実習普及センター　TEL：731-8100　FAX：731-5361

2月17日（火）～2月23日（月）は、図
書整理期間のため休室します。期間
中の図書等の返却は、1階通用口の
返却ポストへお願いします。
お問合せ▶福祉図書・情報室
TEL：731－2946

福祉図書・情報室 休室のお知らせ福祉図書・情報室 休室のお知らせ
平成26年度共同募金（10月1日～12月31日）には、多くの皆さま
から温かいご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございまし
た。募金は福祉施設・団体の事業費や各校区社会福祉協議会で実
施される福祉活動、高齢者・子育て支援や障がい児･者支援グルー
プへの事業費助成、歳末見舞金などに使わせていただきます。
お問合せ▶福岡県共同募金会福岡市支会　TEL：720－5350

平成26年度共同募金ご協力のお礼平成26年度共同募金ご協力のお礼

※写真はイメージです。


