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障害者週間記念の集い ●12月3日〜9日は「障がい者週間」です●

みんなでふくし＆ふくふくプラザまつり

いろいろなコーナーやワークショップ、楽しいイベントが盛りだくさん！
みんなで楽しい1日を過ごしましょう♪
日

時

平成30年12月8日（土）10：00〜16：00

内

容

1階ホール
10：30〜12：35
定

場

所

市民福祉プラザ

映画『妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ』上映
（日本語字幕・副音声付）※要事前申込み

員 150名

料

金 無料

申込期間 11月15日（木）〜11月27日（火）
申込方法 電話かファックスで、代表者の住所・氏名・電話番号・参加人数
（5名まで）をお申込みください（先着順）
13：00〜

利用団体や地域団体によるステージ発表

1階ロビー バザーや授産製品販売等

©2018「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」
製作委員会

2階

クリスマスカードつくり・切手ボランティア体験・紙芝居等

3階

・ワークショップ・介護に関するクイズコーナー
・バルーンアート・ネイルアート・ペーパーフラワー・干支絵付け体験等

5階

・エフコープコーナー
エフコープ商品の試食やしいたけ詰め放題、声のカタログ案内等
・福祉映画体験コーナー 副音声・字幕つきの映画体験等
・リースつくり
（当日参加・定員10名・材料費500円）

6階

・暮らしをかえるめの福祉機器展

視覚障がい者向けの最新福祉機器展や盲導犬体験コーナー等

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
福岡市ボランティア連絡協議会
『暮らしをかえるめの福祉機器展』実行委員会

申込み
問合せ

福岡市社会福祉協議会・総務課管理係
福岡市中央区荒戸3-3-39 市民福祉プラザ1階
電話 731-2932
FAX 731-2934

第27回 全国障がい者ボウリング大会参加者募集
日

時

場

所

内

容

平成31年2月16日（土）10：00〜15：30
17日（日）09：00〜15：00
博多スターレーン

参加費

個人戦 1,000円（A〜Iクラス）
・2,000円（Oクラス）
団体戦 3,000円（1チーム）
個人戦決勝 1,000円

身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者
保健福祉手帳を所持する中学生以上の人
個人戦（予選、決勝あり）団体戦（1チーム3名）
クラスにより、デュアルレーンかシングルレーンで行う

申込方法

郵送または持参（FAXでの申込みはできません）

申込期間

11月2日（金）〜11月30日（金）必着
※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
申込み 福岡市中央区荒戸3-3-39 市民福祉プラザ3階 電話 781-0561
問合せ メール fukuoka@suporeku-fuku.com
ホームページ http：//www.suporeku-fuku.com/

FAX

781-0565

新着DVD案内

2階 福祉図書・情報室

『ひきこもりからの回復（全3巻）』
社会福祉法人

NHK厚生文化事業団

2017年制作

72〜92分

問合せ

電話

731-2946

ひきこもりとは何か？回復のために必要な支援や配慮とは？豊富な現場映像と専門家・経験者・支援者の解説
などを織り交ぜ、回復に効果のある支援方法・就労支援を行う際の注意点について解説する。

日時

催事名

内容

11月17日（土） 聞こえない体験会
14：00〜15：45 &プチ手話レッスン

11月19日（月）
くらしの無料相談室
10：30〜14：30

会場

体験会

音楽室

相談会

6階
604研修室

対象／料金／申込み方法

主催者・問合せ

福岡市ろうあ協会
対 どなたでも
（募集定員20名） 担当：谷
電話 092-406-3406
料 無料
FAX 092-406-3407
申 電話又はFAX
対 どなたでも
暮らしの知恵袋 担当：宮本 直嗣
（募集定員12名） 電話
090-3668-9827
料 無料
FAX 092-215-4449
申 直接来館・FAX

12月

介護講座受講生募集
●申込・問合せ

※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。

11月

ふくふくプラザ催事情報

※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。
福岡市介護実習普及センター 電話 731-8100 FAX 731-5361 ホームページ 福岡市介護実習普及センター 検索

日時
【木曜日コース】
① 6日 ②13日
③20日 ④27日
10：00〜12：00
【土曜日コース】
⑤ 1日 ⑥15日
11：00〜13：00

会場

定員

講座名

各先着受付順

◆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助 【木曜日コース】
3階
方法を学びます。
20人
福祉用具展示場
①「入浴用具の活用と足浴」
②「心地よい排泄のために」
【土曜日コース】
③「おむつを知って上手に当てよう」 ④「生活を助ける『自助具』」
15人
⑤「介護ベッドを正しく使おう」
⑥「ベッドの上でらくらく移動」
3階
交流ひろば

◆すぐに役立つ介護講座
介護をするためにこれだけは知っておきたい知識と技術を集中的
に1日で学びます。
①「楽にできるパジャマ交換」 ②
「ポータブルトイレの使い方と介助」
③「安全な車いすの介助」

25人

① 5日（水）
②12日（水）
③19日（水）
13：30〜15：30

①③
6階601研修室
②
5階502研修室

◆急病や災害！緊急時の対応
急病や災害時などの緊急時に対する不安を軽減し、いざという時に
落ち着いて行動ができるように正しい対応について学びます。
①「急病の時に慌てない！」 ②「覚えておこう！災害への対応」
③「災害時、知って役立つ知識と技術」

35人

8日（土）
14：00〜16：00

◆自助具製作教室
3階
片手で使える「びんオープナー」を製作します。参加費：350円程度
福祉用具展示場

4日（火）
①10：00〜12：00
②13：00〜14：30
③14：40〜16：00

10人

11日（火）
10：00〜13：00

5階
調理実習室

◆テーマ別料理教室「食べやすいおせち料理」
高齢者に必要な栄養や季節感のある献立、
食べやすい食事の工夫と
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

30人

21日（金）
14：00〜16：00

3階
交流ひろば

◆体と心の健康講座「生活に活かすカラーセラピー」
色が持つ効果を上手に利用することで、心と体のバランスを整え、
毎日を元気に過ごす方法を学びます。

40人

11月の短期展示

3階

福祉用具展示場

11月のテーマは
「備えて安心！防災グッズ」
です。
持ち運びできるA4ファイル型
のヘルメットや、
非常時に便利な圧縮毛布など、
災害時に役立つ様々なグッズを
ご紹介します。
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）

A4 ファイル型のヘルメット

圧縮毛布

11月の休館日 11月20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/

