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　　　　  毎月第2火曜日　13：00～16：00（第2火曜日が祝日の場合は別日に振り替え）

　　　　  電話、申込専用フォーム（当センターホームページ内・QRコード）、来所

※同一相談は原則1回までとします。

問合せ

新型コロナウイルス感染予防のため、イベント参加の際にはマスク着用や手指消毒などに
ご協力下さい。また、状況によっては催事が中止・延期される場合があります。

「福岡市成年後見推進センター」開設

デジカメ初心者向けの講座。「身近な人を素敵に撮っ
てみよう」をテーマにカメラの機能や撮影技術を学び
ます。

認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人が安心して暮らすことができるように、関係機関と連携して成年後見制
度の利用促進を図ります。

日　時 〈連続講座〉10月22日（金）・29日（金）
　　　　　9：30～11：30

対象者 障がい者スポーツ･レクリエーション活動に興味・関心がある人
（令和3年4月1日現在で18歳以上の人）

内　容 4日間21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

日　時 11月13日（土）・14日（日）・12月18日（土）・19日（日）　9：30～17：30（予定）
場　所 福岡市立障がい者スポーツセンター
参加費 7,000円（テキスト代・保険料）

※別途登録費あり
定　員 20人
申込期間 9月28日（火）～10月12日（火）

詳しくは、ホームページまたは
問合せください。

場　所 市民福祉プラザ

参加費 2日間／500円
定　員 20人（抽選）
申込方法 10月1日（金）～12日（火）電話またはファックス

（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）で申込み

講　師 ナチュラルライトスタジオ代表　五條堀 一巳 氏

福岡市社会福祉協議会　総務課　管理運営係
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 市民福祉プラザ1階
　  731-2932　　 731-2934

申込み・問合せ

電話 FAX

福岡市障がい者スポーツ協会　〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 市民福祉プラザ3階
　  781-0561　　 871-0565　メール　fukuoka@suporeku-fuku.com
ホームページ  http://www.suporeku-fuku.com/

申込み・問合せ

電話 FAX

福岡市初級障がい者
スポーツ指導員養成講習会

『デジカメ写真入門講座』
参加者募集

前年度　福岡市長賞の作品　「いただきます！！！」
「赤い羽根ありがとうマップ」

成年後見相談会申込専用フォーム

保育園で輝くこどもの写真がいっぱい！！
「2021こどものえがお展」

日　時

10月28日（木）～31日（日）

受付時間

日　　時

申込方法

相談方法

火～土曜日　9：00～17：00（祝休日・年末年始を除く）

電話、来所　※相談は無料。来所時は事前にご連絡ください

成年後見相談会（予約制）

成年後見制度に関する相談 成年後見制度についてのご相談をお受けし、制度利用の手続きなどの説明を行います。

弁護士、司法書士、社会福祉士が月替わりで成年後見制度に関する専門相談をお受けします。

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

パネル展示のみ
（保育フォトコンテスト入賞作品 等）

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

赤い羽根共同募金
（10月1日～12月31日）

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。寄せられ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、災害時のボランティア活動支援にも活用されま
す。今年も、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
※今年度より、コンビニからの募金送金や、WEB募金が
可能となりました。ただし、事前手続きが必要となります
ので、詳しくは事務局までお尋ねください。

※募金の使いみちをパソコンやスマホ等で見ることができ
る「赤い羽根ありがとうマップ」をホームページで公開中。

福岡県共同募金会福岡市支会　　  720-5350問合せ 電話

福岡市成年後見推進センター　市民福祉プラザ3階　　　  753-6450　　  734-2010問合せ 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/

10月の休館日 10月19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 10月 ※日程･内容等が変更になる場合があります。
　問合せ先へご確認ください。

10月2日（土）
10：00～12：00

5階
502研修室つどい

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・電話受付

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

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

10月13日（水）
13：00～16：00

10月のつどい

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
603研修室つどい

対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・電話受付

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

10月15日（金）
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

10月27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

◆こころの距離を近づけるコミュニケーション術
自分自身のコミュニケーションパターンを知るチェックリスト、相手の気持
ちを尊重しつつ、自分の思いもわかりやすく伝えるためのコミュニケー
ションのポイントを学びます。

5階
502研修室

2日（火）
14：00～16：00

【木曜日コース】
8人

【土曜日コース】
8人

◆体と心の健康講座「感染症を正しく理解しよう」
人が生活する中で避けられない「感染症」についての、基本的な知識や家
庭でできる感染症予防、発症時の適切な対応、高齢者が特に気を付けた
いことなどを学びます。

5階
502研修室

①10日（水）
②17日（水）
③24日（水）
13：30～15：30

4日（木）
14：00～16：00

40人

40人

10人

◆元気なうちにしておきたい介護の備え
介護が必要になった時に利用する制度である介護保険制度の概要やサービスを学びます。
①「介護保険制度を知ろう」　②「何が利用できるの?介護保険サービス･在宅編」
③「どんなとこがあるの?介護保険サービス･施設編」
　「介護保険で安心･安全な住まい」

6階601研修室

11/17のみ
5階502研修室

13日（土）
14：00～16：00

◆自助具製作教室
ヘアブラシの柄を長くすることで手が届きにくいところのブラッシングを
しやすくする「長柄ブラシ」を製作します。参加費：300円程度

3階
福祉用具展示場

20人15日（月）
10：00～12：00

◆高齢者･認知症ケアのはじめの一歩「高齢者疑似体験」
疑似体験を通して学ぶ、加齢に伴う心身の変化と、関わり方の工夫やポイ
ントを学びます。

5階
501研修室

40人
18日（木）
14：00～16：00

◆脳と体を使ってイキイキ生活
人生100年時代を元気にイキイキと過ごすことを目指して、フレイル予防や短期記憶トレーニ
ング、座ってできる脳と体を同時に使う体操の体験、ITを活用した介護予防の紹介をします。

5階
502研修室

【木曜日コース】
①11日　②25日
10：00～12：00
【土曜日コース】
③  6日　④20日
11：00～13：00

40人

◆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「自分に合った車いす選びと介助」
②④「滑らせてらくらく車いす移乗」

3階
福祉用具展示場

介護講座受講生募集 11月 ※10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

　  731-2946問合せ 電話 　  731-8100問合せ 電話

新着図書案内 2階 福祉図書・情報室

乳幼児期から親なき後まで、障がいのある子への国・
地方自治体からの支援やサービス、受給条件等を紹
介します。

『障害のある子が受けられる支援のすべて』 
 （和枝福祉会 監修　ナツメ社）

10月の短期展示 3階　福祉用具展示場

10月のテーマは、「あったかグッズ・入浴グッ
ズ」です。握る力が弱くても楽に持ち上げられ
る手おけやシャンプーが片手で出せるポンプ
など様々な商品をご紹介します。どうぞ3階の
福祉用具展示場にお越しください。

いろんな持ち方が
できる手おけ

（オンライン受講も可）

（①のみオンライン受講も可）


