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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。
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。

日　時 9月10日（土）9：30～12：30
総合開会式・陸上競技・フライングディスク競技

日　時 7月12日（火）10：00～15：00
7月20日（水）10：00～15：00
7月22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。

場　所 市民福祉プラザ 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 40人（託児は定員7人。応募多数の場合は抽選。

7月5日（火）までに要申込。）

日　時 7月2日、9日、23日、30日
いずれも土曜の13：00～16：00

日　時

5月31日（火）～6月13日（月） キャノンフォトクラブ福岡／デジパソサークル福岡
6月15日（水）～6月28日（火） 写心グループ／TTフォトサポーター
6月30日（木）～7月13日（水） 福岡読売写真クラブ／サンフォト倶楽部
7月15日（金）～7月28日（木） 日本風景写真協会／SEIEN写真倶楽部

場　所 市民福祉プラザ3階 交流ひろば
対　象 申込時点で何らかのボランティア活動を

行っている人

講　師 NPO法人FFAフォロワーシップ協会

定　員 30人（先着順）
※ボランティアグループからの参加は1グループ最大2人まで

参加費 無料

申込期間 6月1日（水）～

場　所 博多の森陸上競技場・補助競技場

申込期間 6月9日（木）～7月1日（金）

参加費 無料
対　象 中学生以上。全国障害者スポーツ大会

（鹿児島大会）の予選を兼ねる

日　時 11月23日（水・祝）10：30～12：30
レクリエーション

場　所 福岡市総合体育館 メインアリーナ

申込期間 6月9日（木）～8月31日（水）

参加費 無料
対　象 小学生以上

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    https://www.suporeku-fuku.com/

申込み・問合せ

FAX電話
福岡市ボランティアセンター（担当：利行）
　  713-0777　　 713-0778

申込み・問合せ

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

電話

第27回福岡市障がい者スポーツ大会

ファミリー・サポート・センター
提供（両方）会員養成講習会

ボランティアのための
傾聴講座

ふくふくプラザ写真展

「お話に耳を傾け、共感しながら聴くこと」を一緒に
学んでみませんか。傾聴は、ボランティア活動全般
の基礎となるだけでなく、家族や近所づきあいな
ど、日常生活の中でも役立ちます。どうぞお気軽に
お申込みください。

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。

写真を趣味としてプラザを利用している団体の写真を
1階ロビーに展示します。

FAX 管理事務室　　  731-2932　　 731-2934

問合せ

電話 FAX

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/

6月の休館日 6月21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 6月

認知症の人と家族の会　福岡県支部
　  771-8595
（火・金10：30～15：30のみ）
電話

6月1日（水）
10：00～12：00

あまやどりの会
（若年性認知症の人と
介護家族の会）

4階
402会議室つどい

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・金10：30～15：30のみ）
電話

6月8日（水）
13：00～15：00 6月のつどい 4階

401会議室つどい
対
料
申

どなたでも
無料
直接来館・電話受付

暮らしの知恵袋　宮本
　  090-3668-9827
　  092-215-4449
電話
FAX

6月27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
電話又はFAX受付

【水曜日コース】
8人

【土曜日コース】
8人

27日（水）
14：00～16：00 40人

35人

45人

◆体と心の健康講座「高齢者のこころと脳」
「老化」を「発達」の視点からとらえ、老化により起こる心身の変化と老化し
た脳で起こりやすい病気や典型的な症状の違いを知り、自分自身や家族が
日頃注意できること、対処の方法を学びます。

6階
601研修室

9日（土）
13：30～15：30

◆ヤングケアラー～家族をケアする子どもたち
事例を通して学ぶ、ヤングケアラーが行う日常的な介護、友人関係や学業・
進路への影響、地域や学校の役割、支援のあり方などを学びます。

オンライン開催

10人
23日（土）
14：00～16：00

◆自助具製作教室
子ども向け夏休み企画！使って便利な道具を作ろう！隙間に落としたもの
など手が届きにくいところのものを引き寄せる道具「リーチャー」を製作し
ます。　参加費：300円程度　小学生以上（小学1～3年は保護者同伴）

3階
福祉用具展示場

30人15日（金）
13：30～15：30

◆食事介助･どうやってするの?
食事をする時の飲み込みの仕組みや、食事介助のポイントと実技、食事に
役立つ福祉用具などを学びます。

6階
601研修室

【水曜日コース】
①6日　②20日
【土曜日コース】
③2日　④16日
いずれも10：00～12：00

◆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助方法を学びます。
①③「入浴用具の選び方と活用法」
②④「安全な入浴の方法」

3階
福祉用具展示場

①  7日（木）
②14日（木）
③21日（木）
④28日（木）
13：30～15：30

◆みんなで考える認知症介護
認知症の人を理解し支えるために、認知症についての知識と公的サービス・
制度を学びます。
①「認知症を理解しよう」
②「こんな時はどうするの？認知症の人への関わり【家族編】」
③「こんな時はどうするの？認知症の人への関わり【ご近所編】」
④「知ることからはじめよう！認知症支援制度」

6階
601研修室

介護講座受講生募集 7月 ※6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

「個人の主観」が「他者との共感」につながる。
そんな経験ができるのが東京藝術大学の
Diversity on the Arts Project（通称：
DOOR）。受講生と多様な分野の専門家がとも
に学ぶ「アート×福祉」の取組みを紹介します。

『ケアとアートの教室』 
 （東京藝術大学Diversity on the Arts
　プロジェクト 編　左右社）

6月の企画展示 3階 福祉用具展示場

6月のテーマは、「おうち時
間を楽しもう！ユニバーサル
デザインおもちゃ」です。
くるっとくにゅっと形のかわ
るやわらかシリコーントイ、
片手だけで演奏できるリ
コーダーなどを紹介します。

くるっとくにゅっと形のかわる
やわらかシリコーントイ

※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。


