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ファミリー・サポート・センター提供（両方）会員養成講習会

平成30年度 福岡市福祉のまちづくり
推進大会

日　時 平成30年11月14日（水）10：00～15：00
　　　　 11月16日（金）10：00～14：30
　　　　 11月27日（火）10：00～14：30
※3日間全ての講習を受ける必要があります。

場　所 市民福祉プラザ601研修室 参加費 無料

対　象 市内在住で心身ともに健康で自宅で
安全に子どもを預かることができる人

定　員 100人（託児は定員20名。応募多数の
場合は抽選。11月7日までに要申込。）

内　容 ・福祉功労者表彰
・福祉活動紹介
　発表：さわら南よかとこネット、早良校区社協、入部校区自治協
・記念講演
　「家族の絆、地域の絆
　 ～講談でよくわかる成年後見制度と
　　　　　　　　　　  介護のお話し～」
　　　　　　　　講談師：神田 織音 氏

日　時 平成30年11月2日（金）13：00開会

場　所 福岡市民会館（福岡市中央区天神5-1-23）

成年後見制度と介護のお話を、わかりやすい講談で聞いてみま
せんか?参加費、申込み不要で、どなたでもご参加できます。

ファミリー・サポート・センターは、地域の中で「子育てを応援してほしい人」と「子育てを応援したい人」
を結ぶ会員組織です。子育てを応援する「提供会員」と子育てを応援したり応援してもらったりする「両
方会員」の養成講習会を実施します。

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）
　  720-5356 　　　751-1524

申込み
問合せ

FAX電話

福岡ファミリー・サポート・センター本部　　  736-1116 　　　751-1524申込み・問合せ FAX電話

保育園で輝くこどもの写真がいっぱい！！
2018こどものえがお展 （参加自由）
日　時 平成30年10月24日（水）～28日（日）

※24～26日はパネル展のみ
場　所 ソラリアプラザ1階

イベントスペース ゼファ
（中央区天神2-2-43）

内　容 パネル展示（保育フォトコンテスト入賞作品等）
テーブル展示（手作りおもちゃ）・相談コーナー
親子ふれあいコーナー 他

福岡市保育連盟（福岡市保育協会内）
　  713-0541 　　　713-0674

問合せ
FAX電話

福岡市ろうあ協会
　  406-3406 　　　406-3407

問合せ
FAX電話

平成30年度 福岡市初級障がい者スポーツ
指導員養成講習会

日　時 11月10日（土）・11月11日（日）・11月18日（日）
9：30～18：00（予定）

対象者 初級を取得し、スポーツ指導員を志す方

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

場　所 福岡市立障がい者スポーツセンター
参加費 6,000円（テキスト代・保険料）

※別途登録費あり
定　員 35名
申込期間 10月3日（水）～17日（水）
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

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

申込み
問合せ

FAX電話

第37回福岡市ろうあ者体育祭

日　時 10月28日（日）10：00～15：00

場　所 福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校 体育館
（福岡市早良区荒江3-2-2）

参加対象者 福岡市ろうあ協会および福岡手話の会会員、
手話奉仕員養成講習会受講生

参加料 300円（傷害保険他）



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/

10月の休館日 10月16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

一般社団法人福岡市ろうあ協会 担当：谷
　  406-3406
　  406-3407

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14日（日）
14：00～15：45

聞こえない体験会
&プチ手話レッスン 音楽室学習会

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・ファックス受付

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
電話

とうにんふくふくコンサート実行委員会
担当：阿南
　  751-7105電話

つどい10月6日（土）
13：00～15：00

若年性認知症の人と
家族のつどい

2階
201会議室

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館

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
電話つどい10月13日（土）

13：00～16：00
介護のつどい 6階

602研修室

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館

暮らしの智恵袋　担当：宮本
　  090-3663-9827
　  092-215-4449

10月19日（金）
13：00～14：30

第44回 とうにん・
ふくふくコンサート

ふくふく
ホールコンサート

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館

日本語スピーチコンテスト実行委員会
担当：伊藤
　  557-8667電話

10月21日（日）
10：00～15：00
（開場9：30）

第16回
外国人による日本語
スピーチコンテスト

ふくふく
ホール

スピーチ
コンテスト

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館

相談会10月19日（金）
10：30～14：30

くらしの無料相談室 6階
604研修室

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・ファックス受付

電話
FAX

電話
FAX

40人
①  7日（水） ②14日（水）
③21日（水） ④28日（水）
13：30～15：30

10日（土）
13：00～16：00

◆学ぼう！介護保険制度と老後の暮らし
介護保険制度の概要やサービス、老後の暮らしを考える際のヒント
を学びます。

①　5階502研修室
②③3階交流ひろば
④　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  1日　②  8日
③15日　④22日
10：00～12：00
【土曜日コース】
⑤  3日　⑥17日
11：00～13：00

◆学んで実践！介護講座
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。
①「介護ベッドを正しく使おう」　　  ②「ベッドの上でらくらく移動」
③「お互いの負担を軽くするリフト移乗」　④「安全な入浴の工夫」
⑤「自分に合った車いす選びと介助」　⑥「らくらく車いす移乗」

3階
福祉用具展示場

10人
◆自助具制作教室　「ポケット付ネックカバー」を製作します。
首元を冬はカイロで暖かく、夏は保冷剤で涼しくでき、体温管理に便利です。参加費：100円程度

3階
福祉用具展示場

19日（月）
14：00～16：00 40人

◆体と心の健康講座「シニアエクササイズ」
高齢者でも安全に行える、家庭でできるストレッチやトレーニングを体験します。

3階
交流ひろば

29日（木）
14：00～16：00 40人

◆介護上手はコミュニケーション上手
高齢者と円滑なコミュニケーションを取るための、接する時の姿勢や声かけの基本、話を聴く心構えなどを学びます。

6階
601研修室

介護講座受講生募集 11月 ※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。

日時 会場 講座名 定員
各先着受付順

●申込・問合せ　福岡市介護実習普及センター　　 731-8100　　 731-5361FAX電話 福岡市介護実習普及センターホームページ 検索

　  731-2946問合せ 電話
福岡県共同募金会福岡市支会
　  720－5350

問合せ
電話

赤い羽根共同募金（10月1日～12月31日）新着図書案内 2階 福祉図書・情報室
10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始
まります。お寄せいただいた募金は福岡市内の各校区
社会福祉協議会・社会福祉施設等の地域福祉活動や
事業に使われる他、災害時にも活用されます。今年も、
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

※募金の使いみち等につ
いては、支会HPで公
開しています。

介護保険の基本知識や、サービスを受ける
ための申請方法などについて、分かりやす
く解説。2018年度施行の改正法に対応。

『いちばんわかりやすい最新介護保険 2018』
　　　　　　　　  （伊藤亜記 監修 成美堂出版）

入れ歯用のブラシ マグネット式靴ひも

10月の短期展示 3階　福祉用具展示場
10月のテーマは「高齢者のための生活お役立ちグッズ」です。入れ歯磨きが簡単キレ
イにできるおしゃれなブラシや、ひも靴の脱ぎ履きが楽になるマグネット式ワンタッ
チ靴ひもなど、生活に役立つ様々な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。


