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第50回福岡市高齢者美術展 作品の募集

9月18日（金）13：30～15：30 市民福祉プラザ1階　ふくふくホール

8月15日（土）～8月28日（金）

100人　入場無料（抽選）
会場前方に車いす優先席を準備します。
託児あり（抽選5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）

第1回市民福祉講演会
1人の100歩より、100人の1歩～認知症になってもこの家、この地域で暮らしたい～

福岡市老人クラブ連合会では、高齢者が創作した作品を一堂に集めて展示し、高齢者の生きがいを高めると
ともに、高齢者福祉について市民の関心と理解を深めることを目的に高齢者美術展を開催します。

大牟田市の地域住民による認知症の取組み「はやめ人情ネットワーク」は、「大牟田モデル」として全国的に注目され
ています。「まちづくりはひとづくり」といわれるように、認知症の取組みに多くの人が関わることで人間関係が生ま
れ、まちづくりにも生かされています。今後の地域で見守る認知症の取組みにつながる講演会です。

作品搬入展示 10月12日（月） 10時30分～11時30分
展示期間 10月13日（火）～10月18日（日） 9時30分～17時30分（金・土は20時まで）
表彰式等 10月18日（日） 16時30分～17時30分
作品搬出 10月18日（日） 17時30分～18時

（1）市内居住の60歳以上のアマチュア。
（2）応募作品は、必ず自作、未発表のもの。
（3）出品は個人とし、各部門一人1点。
（4）大きさ
　■洋画・日本画 10号（53.0cm×33.3cm）以上
　　　　　　  50号（116.7cm×116.7cm）以内
　■書　　　  全紙（縦）以内（69cm×135cm）掛け軸の長さは不問
　　　　　　  ※作品は表装、額装、パネル張りされたもの。
　■写真　　  四ツ切以上全紙まで
　　　　　　  ※4PW（ワイド四つ切）も可。
　■工芸　　  展示区画は、1品1㎡以内
（5）展示中管理可能なもの（すぐ壊れるものは不可）
（6）なお、額装物は展示用のひもを付けること。
（6）ガラス・アクリル板の額装は不可。
（6）ただし、油彩を除く洋画、水墨画・書はアクリル板使用可

福岡市美術館（ギャラリーB、C、D） 中央区大濠公園1-6
■洋画の部　■日本画の部　■書の部　■写真の部　■工芸の部

官製「往復はがき」に①氏名（ふりがな）②生年月日
③住所④電話番号⑤老人クラブに所属する人は所属
老人クラブ名⑥出品部門名⑦作品の題名（ふりがな）
⑧作品サイズ⑨昨年度特別賞を受賞した人は「特別出
品」と記載すること。

特別賞（市長賞他）、金賞・銀賞・銅賞、奨励賞、最高年
齢者賞

梱包材は各自持ち帰ってください。

電話またはファックスで、住所、氏
名（ふりがな）同伴者含む、電話番
号、年代をお知らせ下さい。募集締
切後に当落結果を送付します。当選者
はハガキを持ってご来場下さい。

日　程

会　　場

はやめ人情ネットーワーク　顧問　汐待 律子（しおまち りつこ）氏講　師

日　時 会　場

申込み期間 申込み方法

定　員

部 門 別

8月15日（土）～9月14日（月）まで申込み期間

申込み先等

別途、専門家に委嘱して行います。審　　査
表　　彰

そ の 他

出品された作品は、原則として全部展示します。作品展示
出品の制限 申込み方法

申込み・問合せ
福岡市社会福祉協議会　福祉図書・情報室
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39-2階　　 731-2946　　  731-2947電話 FAX



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/

8月の休館日 8月18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 8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。

FAX
電話

8月17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

8月5日（水）
10：00～12：30

あまやどりの会
（若年性認知症の人と
介護家族のつどい）

6階
602研修室

つどい
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
　  092-771-8595電話

8月12日（水）
13：00～16：00

介護のつどい 5階
503研修室

つどい
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
　  092-771-8595電話

8月26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

　  080-1736-8380
担当：松本
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。
①③「お互いの負担を軽くするリフト移乗」
②④「生活を助ける『自助具』」

3階
福祉用具展示場

【水曜日コース】
20人

【土曜日コース】
15人

【水曜日コース】
①16日　②30日
【土曜日コース】
③  5日　④19日
いずれも10：00～12：00

12日（土）
14：00～16：00

10人
◆自助具製作教室
「ピンセット型箸」を製作します。市販の箸が使いにくい方向けのにぎ
り箸で使える箸です。参加費：250円程度

3階
福祉用具展示場

14日（月）
14：00～16：00

40人
◆体と心の健康講座「介助が必要になってもお出かけ･旅行を楽しむ」
介助が必要になっても旅行や外出を気軽に楽しむための、事前の情
報収集のポイントや外出時に必要な介助のコツを学びます。

3階
交流ひろば

23日（水）
14：00～16：00

45人
◆人生の最終段階をともに生きる
人生の最終段階を迎えた家族に対する、心構えや知っておきたい情
報など、本人が望む人生の最終段階を迎えるための知識を学びます。

3階
交流ひろば

介護講座受講生募集 9月 ※8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

●申込み・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

8月の短期展示 3階　福祉用具展示場
8月のテーマは、「フットケアグッズ」です。中敷きの凹凸が足裏を刺激し
血行を良くするスリッパや、回転するもみ玉が足裏を気持ちよくするマッ
サージ器など、足の健康に役立つ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。

　  731-2946問合せ 電話

新着図書案内 2階 福祉図書・情報室

おにいちゃんや、おねえちゃんのようにはできないどんぐりくん。お絵描きが得意など
んぐりくんが、できないことを抱えながらも、周りの仲間と共に生きていく姿を描いて
います。

『すぺしゃるな どんぐり』
かわのうえ ともこ 作
認定NPO法人 障がい者より良い暮らしネット

血行を良くするスリッパ フットマッサージ器


