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みんなでふくし＆ふくふくプラザ バリアフリー映画祭

12月2日（水） 13：30～15：30日　時

12月12日（土）　10：00～18：30 入場無料
【1階ホール】　●10：00～18：30　バリアフリー映画3本上映（※すべて日本語字幕・副音声付）〈要事前申込〉

①10：15～
奇跡の人

②13：15～
アナと雪の女王

③16：00～
砂の器

申込方法：往復はがきに、氏名・住所・電話番号・人数（5人まで）・鑑賞ご希望の映画名（1つ）を明記の上
　　　　  お申し込みください。（※はがき1枚につき1作品の応募）
申込期間：11月15日～11月30日（必着）　　定員：各150名（抽選）

日　時

福岡市市民福祉プラザ1階　ふくふくホール会　場
11月18日（水）（但し定員になり次第締め切ります）締　切
248人（先着順）定　員

〈講師〉
福岡市子ども家庭支援センター

「SOS子どもの村」
センター長

山本 裕子 氏

画像：奇跡の人　© 2014 - Escazal  Films / France 3 Cinéma - Rhône-Alpes Cinéma

主催・共催　福岡市社会福祉協議会・旭商会共同事業体/エフコープ生活協同組合/

　　　　　  日本コープ共催生活協同組合連合会／福岡市ボランティア連絡協議会

申込み・問合せ

福岡市社会福祉協議会 図書・研修係
〒810-0062　福岡市中央区荒戸3-3-39
TEL：731-2946　FAX：731-2947

申込み
・

問合せ
福岡市社会福祉協議会 管理係
TEL：731-2932　FAX：731-2934

平成27年度　第3回市民福祉講演会
危機にある子どもと家族への支援～子どもの問題は、子どもと家族のSOS～

平成27年度　第3回市民福祉講演会
危機にある子どもと家族への支援～子どもの問題は、子どもと家族のSOS～
福岡市子ども家庭支援センターSOS子どもの村では、寄せられる相談から浮
かび上がってくる子どもたちの様々な苦しみと家族の困惑を、「子どもの問題」
ではなく「子どもと家族の危機」ととらえ、最善の支援を模索し続けています。
今回の講演会では、子どもの村福岡の家庭養護の取り組み等について、事例を
交えながら講演して頂きます。

○川上弘文氏（文筆家、元西日本新聞記者）をお迎えし、福岡
の歴史取材裏話をお話ししていただきます

電話、FAXまたはハガキで住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、年代を記入のうえ、お申し込みください。

入場
無料

やまもと　ゆう こ

【1階ロビー・2階エントランスホール】　●授産製品等販売・紹介

○本のリサイクル（読み終わった本と交換しよう♪）
○バザーや授産製品販売　○博多おはじき絵付け体験
○障がい者作品展　○バルーンアートやポップコーンをプレゼント！

【501研修室】●13：30～15：00　学びあい講座

○音楽に合わせて歌詞を朗読します♫
【音楽室】●13：00～14：00　シャンテしましょ

○アニメを中心とした3作品を上映予定！
　実際にバリアフリー映画を体験してみよう♪

【※内容、時間等は予告なく変更する場合がございます。詳しくは後日
配布のチラシをご確認いただくか、お問い合わせください。】

【視聴覚室】●10：30～16：00　キッズ向け♪バリアフリー映画体験上映会

☆スタンプラリー開催！！＜スタンプを集めて、景品をGET♪＞☆スタンプラリー開催！！＜スタンプを集めて、景品をGET♪＞

【5階調理実習室他】●11：00～16：30　エフコープ商品の試食

○エフコープ商品の試食コーナー　○声のカタログ等の案内
○福祉サービス事業所加工品の紹介　他



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/

11月の休館日 11月17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

ふくふくプラザ催事情報 ※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。

木曜日コース
20人

土曜日コース
15人

11月27日（金）
10：00～16：00 604研修室相談会

公開講座

対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館、FAX受付

11月30日（月）
9：45～11：45

（開場9：30）

はじめてのバランス
ボールエクササイズ
～ようこそ産後ママ・多胎児ママ～

軽運動室
バランスボール
エクササイズ

対
料

申

：産後女性どなたでも（定員15名）
：当日1,500円
  （多胎児母は無料、先着で無料託児有）
：メール受付

11月10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　担当：平野（ヒラノ）
　 ：090-4519-7913TEL

その他
11月4日（水）
13：00～16：00

男性介護者のつどい 402会議室
対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

Work it out
　 ：workitoutfukuoka@gmail.com
　   担当：岩下（イワシタ）
メール

11月29日（日）
13：15～17：00

（開場12：45）

第13回
「福岡韓国語弁論大会」 ふくふくホール

弁論大会
演奏会

対
料
申

：どなたでも、一般参加可（定員200名）
：無料
：直接来館

福岡県日韓親善協会
　 ：471-0904TEL

FAX

【木曜日コース】
①  3日　②10日
③17日　④24日

【土曜日コース】
⑤  5日　⑥19日
いずれも10：00～12：00

◆はじめての介護講座
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」
③「かんたん着替えの介助」　　 ④「自立を支える便利な道具」
⑤「車いすを使ってみよう」　　  ⑥「楽ちん！ベッドからの移乗」

3階
福祉用具展示場

30人
11日（金）
10：00～13：00

◆テーマ別料理教室「食べやすいおせち料理」
制限食や季節を考慮した献立を食べやすく美味しく作るための工夫とポイント
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

5階
調理実習室

10人
12日（土）
14：00～16：00

◆自助具製作教室
牛乳パックとキルト生地を使って肘を伸ばした状態を保つための用具を製作し
ます。　参加費：1,000円程度

3階
自助具工房

30人
1日（火）
10：00～16：30

◆すぐに役立つ介護1日講座
「老化について」「高齢者疑似体験」「食事について」
「ねまき（ゆかた式）の交換」「車いすの介助」

3階
交流ひろば

40人

①  2日　②9日
③16日
いずれも（水）
14：00～16：00

◆考えてみよう看取りの介護
終末期のケアを知り、介護者として本人の想いを支援するための知識を学び、
看取りについて考えます。
①「在宅医療の現状」
②「安心して家で看取るためには」
③「住み慣れた家・地域で過ごす」

①②
5階502研修室

③
6階601研修室

介護講座受講生募集 12月

11月

11月の短期展示 3階　福祉用具展示場

※11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

足でペダルをこぐことで進む足こぎ車いすを紹介します。歩くことは困難でも
車いすに乗って、足を動かすことができる方は、転倒の危険もなく楽しみながら
移動ができます。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

遺品整理のプロが、手早く、家族も安心する片づけ方のノウハウを伝授。ま
た、整理のプロに頼む際のポイントなどをアドバイスする。

『プロに学ぶ遺品整理のすべて  』（木村榮治 著　WAVE出版）新着図書
（2階　福祉図書・情報室）

問合せ 731-2946TEL

（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

その他
11月11日（水）
13：00～16：00 介護のつどい

くらしの無料相談会

201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

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


