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レストラン・喫茶「ビエント」オープン！！

日　時

会　場 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

問合せ

保育園で輝くこどもの写真がいっぱい！！

2015

10月31日（土）11：00～19：00
11月  1日（日）11：00～17：00

ソラリアプラザ1階
イベントスペース（ゼファ）

10月28日（水）～30日（金）は写真・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」

写真展示
保育フォトコンテスト入賞作品（福岡市認可保育園）

パネル展示
ご挨拶、パネル（市長、会長）、「子育てメッセージ」展示ほか

テーブル展示
手づくりおもちゃ

相談コーナー
子育てに関する相談、入所申込に関する相談

市民賞の投票

キャラクター
”すまいるん”と遊ぼう

みなさんで市民賞を選んで下さい！

配布コーナー
認可保育園ガイド、食育レシピ、入所申込書ほか

親子ふれあいコーナー
手づくりおもちゃでの遊び体験等

平成27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！
日　時

会　場

内　容

11月6日（金）
13：00開会（12：30開場）

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

福岡市民会館
（福岡市中央区天神5-1-23）

・福祉功労者表彰
・福祉活動紹介
・記念講演
　『生活困窮者支援を
　　どう実現するか
　　　～誰も排除しない
　　　　　まちづくりのために～』
  講師：宮本 太郎 氏
　　　（中央大学法学部教授）

問合せ

平成27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

対象者 スポーツ指導員を志す方

参加費 4,500円

日   時 11月7日（土）・11月14日（土）・
11月15日（日） 
9時30分～17時00分（予定）

内   容
3日間18時間の講義及び実技

（公財）日本障がい者スポーツ協会公認
初級障がい者スポーツ指導員の資格取得可能

福岡市障がい者スポーツ協会　担当：小城
〒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

場   所 福岡市立障がい者スポーツセンター

問合せ

ふくふくプラザ1Fレストランに「ビエント」が本格オープンしました。
パン・ご飯もの・麺類など取り揃えて皆様をお待ちしています。お気軽にお越しください！
運営事業者：社会福祉法人 たかとり福祉会 ビエント

講座はグループワークを中心に行い、高齢者
施設で施設体験を行います。
修了後、グループとして傾聴ボランティア活動
や学習会を行う意欲のある人を募集します。

50代からのあなたが輝く
傾聴ボランティア入門講座

日 時 11月7日～12月26日
毎週土曜日
10：00～12：30

（午後に自由参加のフォローアップ講習あり）
※施設体験は時間が異なります。

受講料 2,000円

定 員 20名　※申込者多数の場合は抽選。

住所・氏名・年代・電話番号を記入の上、
電話またはFAXで10月22日（木）までに
福岡市ボランティアセンターまで。

講 師 NPO法人FFAフォロワーシップ協会

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

問合せ

申込み



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/

10月の休館日 10月20日（火）

日時 催事名 会場内容 対象／料金／申込み方法 主催者・問合せ

　 ：080-1736-8380
　   担当：松本（マツモト）

ふくふくプラザ催事情報 10月 ※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。

10月28日（水）
13：00～16：00

～無料相談会～
アルコールについて
お悩みありませんか？

604会議室相談会

公開講座

対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

TEL

10月6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10月26日（月）
10：00～16：00 くらしの無料相談会 604研修室

対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館・FAX受付

暮らしの知恵袋
　 ：090-3668-9827
　 ：092-215-4449
　   担当：宮本（ミヤモト）

TEL

FAX

①  4日（水）
②11日（水）
③18日（水）
14：00～16：00

10日（火）
10：00～13：00

◆どうする！緊急時の対応
安心して在宅生活を送るために知っておきたい、急変時や災害時の対応について学びます。
①「災害時に備えよう！」　②「災害時！あなたが支援できること」
③「急病時に備えよう！」

6階
601研修室

木曜日コース
20人

土曜日コース
15人

【木曜日コース】
①  5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

◆はじめての介護講座
①「車いすを使ってみよう」　　　②「楽ちん！ベッドからの移乗」
③「お風呂を楽しもう」　　　　　④「体験！入浴用具と足浴」
⑤「知っておきたい排泄のこと」　⑥「おむつ交換のポイント」

◆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、手拭きタオル

3階
福祉用具展示場

5階
調理実習室

10人

35人

30人

14日（土）
14：00～16：00

◆自助具製作教室
脳を活性化するといわれている「お手玉」製作します。　参加費：150円程度

3階
自助具工房

35人
24日（火）
14：00～16：00

◆めざそう！健康生活「お腹の健康づくり」
お腹の健康づくりに役立つ胃腸のしくみと働き、排便コントロールやが
んの予防・早期発見について学びます。

6階
601研修室

40人
30日（月）
14：00～16：00

◆心の栄養講座「音楽でリフレッシュ」
音楽の持つ力を活用し、心とからだをリフレッシュさせる音楽療法を体
験します。

5階
音楽室

介護講座受講生募集 11月

10月の短期展示 3階　福祉用具展示場

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

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

手の力が弱くなられた方や片手が不自由な方でも使いやすい爪き
りや、ルーペ付きで指先が大きく見える爪切りなど、色々な爪切りを
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

人のはなしを聞くための「傾聴術」を解説する。話
を聴こうとするときの心理など、傾聴の実践に
欠かせないスキルを場面別事例を通して紹介。

『プロカウンセラーが教える
　　場面別傾聴術レッスン』

（古宮昇 監修　ナツメ社）

新着図書（2階 福祉図書・情報室）
問合せ 731-2946TEL

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。
お寄せいただいた募金は災害等準備金を除き、全て、福岡の地域福
祉事業に使われます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ご協力先には、募金箱やポスターなどを貸出します。

赤い羽根共同募金（10月1日～12月31日）

福岡県共同募金会福岡市支会
TEL：720－5350

問合せ先


