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寄付金配分先を追加募集します
（奉仕銀行）

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。

家族を介護している男性の方を対象に、自宅で手軽にできる料理
の講座と介護者同士の意見交換・懇談会を実施します。介護の経
験を分かち合える仲間と交流しながら、料理にチャレンジしてみ
ませんか。ぜひご参加ください！！

福岡市内に活動拠点を有する社会福祉分野に携わる当事者団
体等で、活動実績が1年以上ある法人格を持たない団体等又は
特定非営利活動法人

詳細は「募集案内」をご覧ください。
（窓口もしくはホームページよりダウンロード可）

「子どもの貧困」と聞くと、「大変そうで、自分にできることはな
い」と感じる方もおられるのかもしれません。しかし、あなたにも
必ずできることがあります。自治体や地域、企業とどう連携する
かについての理解を深め、また誰もが安心して暮らせる地域をつ
くるにはどうすればいいか。一緒に考えてみませんか？

日　時 令和元年9月13日（金）10：00～15：00
　　　　9月18日（水）10：00～14：30
　　　　9月20日（金）10：00～14：30
※3日間全ての講習を受ける必要があります。

日　時 令和元年10月26日（土）10：00～14：00
・備品購入費　上限25万円
・新規事業費　上限05万円
　経費の1割以上が自己負担となります。

会　場 福岡市市民福祉プラザ5階 調理実習室

参加費 1,000円

定　員 20人（応募多数の場合抽選）

申込方法 電話・はがき・ファックス・メールにて、下記内容をご連絡
ください。（締切：10月10日（木）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 福岡市内にお住まいで、自宅で要介護者（要支援または
要介護の認定を受けた方）を介護している男性家族介護者

日　時 10月11日（金）13：30～15：30

定　員 200人 入場無料（先着順）
会場前方に車いす優先席をご準備いたします。
託児あり（先着10人）6ヶ月～就学前　無料
（車いすでの申込み・託児希望の場合は事前にお知らせ下さい）

会　場 市民福祉プラザ1階 ふくふくホール

申込期間 8月15日（木）～9月13日（金）
（但し定員に成り次第締め切り）

社会活動家・東京大学先端科学技術研究センター特任教授
全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長
湯浅　誠（ゆあさ　まこと）氏

場　所 ふくふくプラザ601研修室

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。
　9月6日までに要申込。

申込み
問合せ

福岡市社会福祉協議会 総務課管理運営係 福祉図書・情報室
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39市民福祉プラザ2階
　  731-2946　　731-2947
メール：library@fukuoka-shakyo.or.jp

FAX電話

申込み
問合せ

福岡市社会福祉協議会 地域福祉課
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39市民福祉プラザ2階
　  791-6339　　713-0778
メール：chiiki@fukuoka-shakyo.or.jp

FAX電話
申込み
問合せ

福岡市社会福祉協議会 総務課
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39市民福祉プラザ4階
　  751-1121　　751-1509
ホームページ http：//www.fukuoka-shakyo.or.jp/

FAX電話

福岡ファミリー・サポート・センター本部
　  736-1116　　  713-0778

申込み
問合せ FAX電話

男性家族介護者のつどい
「手軽にできる料理教室」参加者募集！

第2回 市民福祉講演会
子どもの貧困～私たちにできること～

ファミリー・サポート・センター提供
（両方）会員養成講習会 参加者募集！

講　師

対象団体

対象事業及び配分限度額

9月17日（火）～10月31日（木）（持参のみ）

募集受付期間



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/

9月の休館日 9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 9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。

9月10日 （火）
10：00～12：00

発達障がいの方の
保護者向け連続講座
「はじめの一歩」

1階
ふくふくホール

公開講座
福岡市発達障がい者支援センター・ゆうゆうセンター
安達 汐里
　  845-0040電話

9月15日（日）
13：00～15：00

呼吸健康法 6階
和室研修室公開講座

対
料
申

どなたでも
当日1000円
直接来館

9月16日（月）
10：00～15：00

FAX
電話

9月30日 （月）
10：30～14：30

くらしの無料相談会 6階
604研修室相談会

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・FAX受付

暮らしの智恵袋　担当：宮本
　  090-3668-9827
　  092-215-4449

9月4日（水）
13：00～16：00

男性介護者のつどい 3階
交流ひろば

つどい
対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・電話受付

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
担当：内田 秀俊
　  771-8595（火・木・金10：30～15：30のみ）電話

調和道協会 大分教室
平野 耕吉
　  090-4519-7913電話

9月25日 （水）
13：00～16：00

アルコールについて
の無料相談会

6階
604研修室相談会

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館

担当：松本
　  080-1736-8380電話

元気隊がんサロン
「かたらんね」

2階
201研修室茶話会

対
料
申

がん患者と家族
当日500円
電話受付

福岡がん患者団体ネットワーク
がん・バッテン・元気隊　三谷 佳子
　  080-1716-0410電話

◆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方法を学びます。
①「立ち上がりを楽にしよう」　②「歩行を助ける用具と靴選び」
③「立ち上がりを楽にしよう」　④「歩行を助ける用具と靴選び」

3階
福祉用具展示場

【木曜日コース】
20人

【土曜日コース】
15人

【木曜日コース】
①10日 ②24日 10：00～12：00
【土曜日コース】
③  5日 ④19日 11：00～13：00

1日（火）
①10：00～11：30
②12：30～14：30
③14：40～16：00

30人
◆今日から使える介護1日講座
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「動かし方の基本」　②「楽にできるパジャマ交換」　③「安全な車いすの介助」

3階
福祉用具展示場

①  8日（火） ②16日（水）
③22日（火） ④29日（火）
14：00～16：00

25人

◆不安解消！排泄ケア
排泄障がいのしくみや紙おむつ・尿とりパッドについて知り、状況に応じたおむつや尿とりパッドの活用法を学びます。
①「人には聞けないおしっこトラブル」　②「人には聞けないうんちトラブル」
③「もれないためのおむつ選び」　　④「もれないためのおむつの当て方」
※④を受講の場合、必ず③を受講してください。

3階
交流ひろば

12日（土）
13：00～16：00 10人◆自助具製作教室　ケガや病気療養中の頭部の保護や髪の乱れをカバーできる

「ターバン」を作ります。（今回と11月9日（土）の2回で製作します。）材料費：200円
3階

福祉用具展示場

3日（木）
14：00～16：00 40人

◆体と心の健康講座「アロマの香りでリラックス」
アロマの効果と、アロマを利用したハンドマッサージを体験します。

3階
交流ひろば

30日（水）
14：00～16：00 45人◆認知症予防に…脳力アップ！運動教室

体と脳を動かして、認知症予防に効果があるといわれているトレーニングを体験します。
3階

交流ひろば

介護講座受講生募集 10月 ※9月1日より電話またはファックス、メール（氏名、電話番号を記入）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　　 731-5361
　講座申込みアドレス　f_kaigon@fukuwel.or.jp

FAX電話

福岡市介護実習普及センターホームページ 検索

9月の短期展示 3階　福祉用具展示場
9月のテーマは、「快眠サポートグッズ」です。体内時計を整える“光”の目覚まし時計や、
強力な振動で起こしてくれる腕時計、水の入ったコップに入れるだけで簡単に部屋の
加湿ができるグッズなどがあります。どうぞ3階の福祉用具展示場にお越しください。

　  731-2946問合せ 電話

新着図書案内 2階 福祉図書・情報室

民生委員が知っておきたい、障がい者支援に必要な知識を1冊にした
ハンドブック。制度や支援策、災害時の対応などをQ&A形式で解説。

『民生委員のための障害者支援ハンドブック』 （小林雅彦 著　中央法規出版）


