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第１４回
回 通常総会 ～

６月１７日（日）小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」内、会議
６月１７日（日）小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」内、会議室
室１にお
いて、
「特定非営利活動法人サポネットおごおり」の第
「特定非営利活動法人サポネットおごおり」の第１４
１４回通常総会が開催され
回通常総会が開催され
ました。
全ての議案が原案通り可決しました。
の議案が原案通り可決しました。
の議案が原案通り可決しました。主だった内容は次の通りです。
主だった内容は次の通りです。
平成２９
２９年度の主な事業として
年度の主な事業としては「相談支援
年度の主な事業として 「相談支援」
「相談支援」
「地域活動支援センターⅠ型
「地域活動支援センターⅠ型」
（オ
ープンスペース）
「福祉有償運送事業
「福祉有償運送事業」
（移送サービス）の部門の総括と共に
（移送サービス）の部門の総括と共に、新事
の部門の総括と共に
務所があすてらす２階への移転に伴い備品整備やサポネット独自の相談室の設置
で常時相談の
相談の対応が
対応が出来る体制になったこと。
出来る体制になったこと。
出来る体制になったこと。また、NPO
NPO 独自事業の移送サービス
事業では
事業では車両３台のうち
台のうち１台が新車両購入となった
台が新車両購入となった
台が新車両購入となったが維持経費等
が維持経費等
が維持経費等の圧迫により、
の圧迫により、慢
性的な赤字は解消できないままと報告されました。
性的な赤字は解消できないままと報告されました。
平成３０
３０年度としては今までの事業継続に新規の指定一般
年度としては今までの事業継続に新規の指定一般（地域移行・地域定着）
を加え、障害福祉サービス制度改革に伴う計画相談支援の拡充を図りながら、基幹
型相談支援事業所の基盤を整備していく事が揚げられました。
最後に任期満了に伴う役員改選の提案があり、理事は全員再任し、監事が
監事が１名退
任し、新た
任し、新たに１名就任
名就任しました。
ました。
新役員は以下の通りで期間は平成３０
新役員は以下の通りで期間は平成３０年７月
月１日～平成
日～平成３２年
年６月３０
３０日まで
となります。
【 理 事 】

原 宇成 ・ 古賀 敏幸 ・ 大島 孝芳
佃 六男 ・ 重松 正喜

【 監 事 】

窪田 廣樹 ・

山田 常雄
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相談支援部門
談支援部門
談支援部門より
平成２９年度は昨年と
平成
年度は昨年と関係機関からの相談やご本人からの不安解消の電話もカウントするように
年度は昨年と関係機関からの相談やご本人からの不安解消の電話もカウントするように
なり、
、急増していますが
していますが、
、５，２０３
５，２０３件（延べ件数）の相談がありました
件（延べ件数）の相談がありました。内訳は来所相談
。内訳は来所相談
。内訳は来所相談５３

６件、電話２２０７
６件、電話２２０７件、訪問
件、訪問６３５
６３５件、同行
件、同行２６４
６４件、支援会議
件、支援会議９６
９６件、関係機関１４４８
、関係機関１４４８
件、メール１７件
件、メール１７件（全て延べ件
（全て延べ件数）となりました。
数）となりました。
《平成
平成２９年度
年度 相談件数》
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月 12 月

実人数

131

131

138

130

122

133

129

128

延べ件数

498

446

450

452

427

416

493

418

1月

2月

3月

計

106

113

118

119

1498

355

394

422

432

5203

計画相談は昨年とほぼ変わら
計画相談は昨年とほぼ変わらず
昨年とほぼ変わらず４４１件
４４１件【内訳、新規
【内訳、新規４１
４１件（実人数
件（実人数４１名）
名）、更新２１７
、更新２１７
件（実人数１８２
件（実人数１８２名）
名）、モニタリング１８３
、モニタリング１８３件（実人数
件（実人数１６５
１６５名）
名）
】を実施
】を実施。同時に、
同時に、計画作
計画作
成に伴う本人や関係者との支援会議や自宅訪問、更にモニタリング等の事業所
成に伴う本人や関係者との支援会議や自宅訪問、更にモニタリング等の事業所 訪問や同行等
で外出が多くなり、毎月の計画相談件数をセーブしなければ、対応が難しい時もありました。
対応が難しい時もありました。

《平成
平成 29 年度 自立支援協議会
自立支援協議会ワーキングチーム報告
ワーキングチーム報告
ワーキングチーム報告》
【相談支援ＷＴ
相談支援ＷＴ
相談支援ＷＴ】 （６団体９名）
６団体９名）
市内在住の方の計画を立てている相談支援事業所が集まり平成 29 年に設置。
年に設置。勉強会
勉強会・事例検討
・事例検討
をメインに年
メインに年 3 回行いました。障害福祉サービス対象者の
回行いました。障害福祉サービス対象者の
障害福祉サービス対象者の児童から者への移行や介護保険への移行
児童から者への移行や介護保険への移行
についての勉強会や
についての勉強会や「学童期に発達障害がある児童の支援について」
「医療観察法対象者の日中活動
の検討について」
の検討について」というテーマで事例検討を２回行いました。
というテーマで事例検討を２回行いました。
【居宅
居宅 WT】 （１５団体２０名）
１５団体２０名）
年 6 回開催。
回開催。勉強会は
は 4 回行い、介護保険の基礎知識と障害からの
回行い、介護保険の基礎知識と障害からの高齢者への
介護保険の基礎知識と障害からの高齢者への移行について、知
移行について、知
的・身体・精神・発達障害の特性など事例を通して学びました。また、
的・身体・精神・発達障害の特性など事例を通して学びました。また、
「車椅子で海外ホームステイ
体験記」というテーマで本人に登壇をしていただきました。
体験記」というテーマで本人に登壇をしていただきました。
【就労
就労 WT】 （１５団体２０名）
年 8 回開催。見学では A 型、B
B 型それぞれ
型それぞれ事業所を
事業所を見学し、現状を知ることが出来ました。勉強
見学し、現状を知ることが出来ました。勉強
会では、各事業所の抱えている課題等を発表し
会では、各事業所の抱えている課題等を発表し、直面している事例の
、直面している事例の共有
、直面している事例の共有ができ、各事業所の
各事業所の
各事業所の特色
を知る機会になりました。
を知る機会になりました。就労セミナーは、第５回目となり、
就労セミナーは、第５回目となり、
就労セミナーは、第５回目となり、会場での
会場での『
『まごころ商品
まごころ商品』の展示や
の展示や
事業所紹介も別室で行い、好評でした。
事業所紹介も別室で行い、好評でした
【児童
児童 WT】 （９団体１９名）
（９団体１９名
年 4 回開催。勉強会で
回開催。勉強会では「自閉症の子どもに対する更衣動作について」
は「自閉症の子どもに対する更衣動作について」、
、ヒヤリハット
ヒヤリハット、研修方法
、研修方法
や報酬改定について意見交換を行いました。
報酬改定について意見交換を行いました。小郡特別支援学校より学部ごとに授業の状況や教育課程、
報酬改定について意見交換を行いました。小郡特別支援学校より学部ごとに授業の状況や教育課程、
進路状況について
進路状況について発表をして頂きました。
発表をして頂きました。また、昨年取った
昨年取ったアンケート調査の
アンケート調査の
アンケート調査の集計作業を行いました。
作業を行いました。
【住まい
住まい WT】（８団体９名）
年 4 回開催。グループホームの運営について２つの事例を用いて勉強会を行いました。また、平成
回開催。グループホームの運営について２つの事例を用いて勉強会を行いました。また、平成
30 年度の制度改正に伴う変更点など勉強会を通して学ぶ事ができました。
【日中活動
日中活動 WT
WT】 （６団体１０名）
年 4 回会議を行い、
回会議を行い、事業所見学と保護者の想いと学校のこれからの進路について小郡特別支援学
事業所見学と保護者の想いと学校のこれからの進路について小郡特別支援学
校山口先生に講演いただき、ど
校山口先生に講演いただき、どのようなニーズがあるのか聞き、これからの進路どのように支援し
のようなニーズがあるのか聞き、これからの進路どのように支援し
ていったらよいか
てい
よいか議論する場となりました。
議論する場となりました。
議論する場となりました。また、桂川の
また、桂川の『ひなの家
ひなの家』に見学に行き
に見学に行き重度の方の見
に見学に行き重度の方の見
守り方、作業所での楽しみの作り方など学ぶ事ができました。
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地域活動支援センター
域活動支援センター
域活動支援センターⅠ型
型 オープンスペース部門より
ソフトバンク
ソフトバンクホークス
ホークスｖｓ広島カープ
カープ

野球観戦！！

三井住友海上火災保険株式会
三井住友海上火災保険株式会様
より
チケット
チケット頂きました。
頂きました。
ありがとうございま
ありがとうございました。
した。

《ランチ会

～香春閣にて～》

ＤＶＤ鑑賞会感想
（トムとジェリー）

みんなでお散歩
みんなでお散歩♪
♪

いただきま～す！！

【５月のメニュー
５月のメニュー】
】
肉じゃが＆サラダ
牛乳寒天

★楽しかったです。
★昔をおもいだしました。
★何回観てもおもしろい。
★なかなかアニメを観る
機会がないのでよかっ
た。
★キャラクターが可愛い。
★内容が難しかった。
☆また参加したいという
希 望 も 多 く 、次 作 品 の リ
クエストもあり大好評
に 終 わ り ま し た (*^^)v

★活動予定
予定★（８月～１２月）
（８月～１２月）
８月２６日（日）ボウリング＆お弁当デイ
９月２３日（日）昼食会＆レク会
１０月２１日（日）ふれあいオリンピック

１０月２８日（日）あすてらすフェスタ
１１月１８日（日）昼食会＆レク会
２５日（日）忘年会
１２月２３日（日）クリスマス会

★活動報告★（４月～７月）
★活動報告★（４月～７月）

オープンスペース利 用 案 内

４月 ７日（土）ウエスタンリーグ観戦

開 所 時 間

９：００～１７：００

16 時 終 了

木曜日・行事日
木曜日・行事

休

第２日曜日・第４水曜日

館

日

２２日（日）ランチ会
２２
ランチ会
５月２７日（日）昼食会＆
５月２７日 日）昼食会＆DVD
DVD 鑑賞会
６月１７日（日）野球観戦
7 月２９日（日）昼食会＆レク会

※ 予定が変更する場合がありますので、詳細は
予定が変更する場合がありますので、詳細は直接、お問い合わせください
直接、お問い合わせください
直接、お問い合わせください。
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移送サービス部門より
日頃より利用会員の皆さまには、移送サービス事業へのご理解・ご協力いただき
ありがとうございます。
現在３台の福祉車両で運行しております。ガソリンの値段が上がっており
在３台の福祉車両で運行しております。ガソリンの値段が上がっており
在３台の福祉車両で運行しております。ガソリンの値段が上がっており、公的
、公的
な補助金はないため、車両維持や環境整備などに
な補助金はないため、車両維持や環境整備などに経費が掛かり、正会員の方の援助
経費が掛かり、正会員の方の援助
や賛助会費・寄付金が欠かせない状況です。
随時、賛助会員の募集や寄付を募っていますので、御協力のほどよろしくお願い
します。
また、ご予約の件では、時間の調整等で
また、ご予約の件では、時間の調整等でご迷惑をおかけしております。最近の予
ご迷惑をおかけしております。最近の予
約状況を申し上げますと、早めにご予約される方が増加しており、予約時点で新規
を申し上げますと、早めにご予約される方が増加しており、予約時点で新規
依頼の受け入れが出来ない日もあります。通院日や利用日程が決定しましたらお電
通院日や利用日程が決定しましたらお電
話して頂き、ご予約していただくことをお勧めしています。
これからも、利用会員の皆さまのニーズにお応えし、安心してご利用していただ
けるよう努めてまいりますので、よろしくお願いします。

移送サービスに関するお願い
① 会費更新について（平成３０年度）
毎年４月が会費更新の時期となっております。
≪２年間更新がない場合、会員資格を失いますのでご了承下さい
２年間更新がない場合、会員資格を失いますのでご了承下さい
２年間更新がない場合、会員資格を失いますのでご了承下さい。≫
≫
利用継続登録会費 年間 1,000 円
（有効期間 平成３０
平成３０年４月１日～平成
年４月１日～平成３１年３月３１日）
年４月１日～平成 年３月３１日）

② 移送サービスの予約時間

９：００～１７：００

③ 移送サービスをキャンセルする場合→必ずご連絡を！！
予定変更等でキャンセルする場合は、前日の１７時までにご連絡ください。

【問い合わせ・連絡先】

サポネットおごおり（移送専用電話） 0942
0942-72-3176
3176
（F A X）
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0942
0942-80-5506
5506

◆障 がいのある人 に関 するマークの
するマークの紹
紹介
街で見かける
街で見かける様々な
様々なマーク、その中でも障がいがある方に関係するマークを
その中でも障がいがある方に関係するマークを
シリーズで紹介していきます。

障がい者のための
障がい者のための国際シンボルマーク
国際シンボルマーク
まず、第一弾は皆さんも必ず目にしたことがあるマークです。
障がいをもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを
をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進することを
目的として、1969
目的として、
年に国際リハビリテーション協会（
年に国際リハビリテーション協会（RI
RI）によ
って採択されました。
って採択されました。
採択されました。障がい
障がい者が利用できる建物、
者が利用できる建物、
者が利用できる建物、施設であ
施設であ
ることを明確に表すための共通のシンボルマークです。
マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定め
られています。
られています。詳細は、日本障害者リハビリテーション協会のホームページ「国
詳細は、日本障害者リハビリテーション協会のホームページ「国
際シンボルマークについて」をご確認ください。
※

このマークは「
このマークは「全ての障がい者を対象
」としたもので、特に車いすを
」としたもので、特に車いすを
全ての障がい者を対象
全ての障がい者を対象」としたもので、
利用する障害者に限定し、使用されるものではありません。
また、
また、駐車禁止除外を認める
駐車禁止除外を認めるも
駐車禁止除外を認めるものではなく、
ではなく、必要な方は別途、
必要な方は別途、
必要な方は別途、身体障
身体障がい者
等除外
除外指定車
指定車標章が必要
標章が必要となります。
となります。

バザー用品協力のお願い
１０月２８
１０月２８日（日）に開催予定の
日（日）に開催予定の『あすてらすフェスタ
日（日）に開催予定の あすてらすフェスタ』でバザーを行います。
あすてらすフェスタ でバザーを行います。
ご協力をお願いします
ご協力をお願いします!!
出品できる物
・未使用の家庭用品、衣類
・食品（缶詰、油、砂糖など）
・手作り品

出品できない物
・酒類
・古着
・古本

※ ８月１５
５日から受け付け
日から受け付けてい
ています
【持ち込み・
持ち込み・問い合わせ先】
問い合わせ先】
「サポネットおごおり」を支える会 ねこの手

事務局 小郡市障害者生活支援センター サポネットおごおり
TEL 0942－72
72－3175
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寄付者・賛助会員（順不同・敬称略）～ご支援ありがとうございました～

※ 個人情報保護の為ホームページ上には掲載しておりません。ご了承ください。

平成３０
平成３０年
年３月１５
３月１５日～平成
平成３０年７
７月１５日現在
日現在

賛助会員の皆様、ご寄付者の皆様に感謝
日頃よりサポネットおごおりの活動にご理解、ご支援いただき誠にありがとうござい
ます。今後も地域に愛され
ます。今後も地域に愛され、
今後も地域に愛され、魅力ある障害者福祉事業を展開していきたいと思いますの
魅力ある障害者福祉事業を展開していきたいと思いますの
で、引き続きご支援いただきますよう心よりお願い申し上げます。

～ 相談部門 新人職員紹介 ～

長年勤めてこられました
長年勤めてこられました原野
原野友
美さんが 5 月いっぱいで退職さ
月いっぱいで退職さ
れましたので 2 名の新人職員が
入職しました
入職しました！！

これまでさまざな出会いがあり、
その出会いのおかげで私は育て
られ、こうしてこのお仕事が続け
られています。これからもいつも
感謝の気持ちを忘れず成長し続
けたいと思います
けたいと思います。
。

人との出会いと繋がりを大切に、
笑顔で仕事に組んでいきたいと
思います。

“できることから
“できることからコツコツと
コツコツと”
コツコツと を
モットーに皆様のお手伝いをさ
せていただきます
せていただきます。
。どうぞよろし
くお願い
くお願いいたします。
たします。 肥田木

初心を忘れず学びの姿勢を持ち、
早く地域に馴染む事が出来るよ
うに努力していきます。どうぞよ
ろしくお願いします。
髙木
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知って得する情報を載せてるよ

知っ得コーナー

災害時利用できる災害用伝言
サービスは「１７１」に電話す
ると利用できるよ！！

防災メールまもるくん
防災メールまもるくんとは？？
とは？？
防災メールまもるくんは災害時にメールで危険をお知らせしてくれるサービスで
す。防災メールまもるくん
す。防災メールまもるくんは大きく
防災メールまもるくんは大きく４つの機能
４つの機能があります。
４つの機能があります。
１．県内の地震、津波、台風、大雨等の注意報・警報情報を
１．県内の地震、津波、台風、大雨等の注意報・警報情報をメールでお知らせ
県内の地震、津波、台風、大雨等の注意報・警報情報をメールでお知らせ
県からの「災害時の注意の呼びかけ」や市町村からの「避難勧告」
等の防災情報
等の防災情報も
も受信できます。
受信できます。
２．県内で震度５以上の地震が発生したとき、または、津波が到達
２．県内で震度５以上の地震が発生したとき、または、津波が到達
したとき
したときなどに、事前に登録したメールアドレス（最大５件）に
に、事前に登録したメールアドレス（最大５件）に
対して、自分の安否を知らせるメールを一斉に送信できます。
３．各市町村から地域の安全に関する情報が配信されます
３．各市町村から地域の安全に関する情報が配信されます。
各市町村から地域の安全に関する情報が配信されます
４．福岡県
４．福岡県の指定避難所、指定緊急避難場所、徒歩帰宅者支援ステーション、災害拠
指定避難所、指定緊急避難場所、徒歩帰宅者支援ステーション、災害拠
点病院、救急病院、救急診療所の施設情報を提供します。ＧＰＳ機能付携帯電話
なら、現在地から目的施設までの道順を教えてくれます。
※この他にも色々なお知らせを受け取る設定も出来るので、自分の身を守る一つの手
段として覚えておきましょう！
詳しくは「
詳しくは「防災メールまもるくん
防災メールまもるくん」をインターネットで調べてみてください。
防災メールまもるくん」をインターネットで調べてみてください。

毎月 11 日はイオン day♪
♪

『イオン 幸 せの黄 色 いレシートキャンペーン 』
毎月１１日
毎月１１日の「イオン
の「イオン day」にお買物
」にお買物
・マックスバリュ小郡七夕通り店

・ イオン小郡店

・ ホームワイド小郡店

黄色いレシートを「サポネットおごおり
黄色いレシートを「サポネットおごおり」のボックスへ♪
サポネットおごおり」のボックスへ♪
お買物ついでにサポネットおごおりへのご支援・ご協力をよろしくお願いします♪

★お譲りください★
年賀ハガキのあまり・書き損じハガキや古切手などを集めています。
は郵便局で切手に
切手に交換し、会報誌の発送に役立て
交換し、会報誌の発送に役立て
交換し、会報誌の発送に役立てさせていただいています。
させていただいています。
ハガキは郵便局で
また、古切手
は慈善団体など
などより東南アジア等の学費援助
より東南アジア等の学費援助などに充てられています。
より東南アジア等の学費援助などに充てられています。
古切手は慈善団体
これからも
これからも皆様のご協力の程よろしくお
皆様のご協力の程よろしくお
皆様のご協力の程よろしくお願い致します。
い致します。
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福祉用具 機器をリサイクルしましょ
福祉用具・機器をリサイクルしましょ
機器をリサイクルしましょう♪
■リサイクル品目

■リサイクル品の基準

・無償譲渡
福祉用具機器全般
・譲渡先が見つかるまで
譲渡先が見つかるまで自宅
譲渡先が見つかるまで自宅で保管できるもの
で保管できるもの
スロープ 、杖
・まだ使用できるもの
まだ使用できるもの
紙オムツ、車椅子、シルバーカーなど
シルバーカー
※オムツや杖などの小さいものは直接持参していただいても結構です。
オムツや杖などの小さいものは直接持参していただいても結構です。
※ベッドや大きな福祉用具については直接提供者宅に取りに行けることが条件となります。
ベッドや大きな福祉用具については直接提供者宅に取りに行けることが条件となります。
※ 修理が必要な場合は実費負担となります。サポネットおごおりでも
修理が必要な場合は実費負担となります。サポネットおごおりでも車イス
車イス修理の
修理の
相談をお受けしています。
車イスを譲って下さいとの声を多
車イス を譲って下さいとの声を多
くいただいております♪皆様のご
支援をよろしくお願いしま～す♪

☆譲ってください☆
譲ってください☆
・ 紙オムツ
紙オムツ（テープ式、パンツ式）
（テープ式、パンツ式）
・ 自走式車イス、
自走式車イス、介助用車
介助用車イス
・ 歩行杖

毎回、ご提供のご連絡ありがとうございます。
皆さまの温かいお心をできるだけ多くの方に届けていきたいと思っています。
今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

【問い合わせ連絡先】 サポネットおごおり 電話 ０９４２
０９４２(７２)３１７５

プルタブで車 いす♪
プルタブ約７００～８００ｋｇで車いす 1 台になります。（１個約０．３ｇ）
サポネットで頂いたプルタブはボランティアさんを通じて福岡高等視覚特別支援学校に
運んでいただいています。随時、サポネットで回収していますので、皆様のご協力をお
願い致します。
願い致します。皆さんのご協力で
皆さんのご協力で 6 月に１台交換することができ、
月に１台交換することができ、小郡市社会福祉協議
小郡市社会福祉協議
へ寄贈されました。寄贈の車いすは「あすてらす」正面玄関に設置され、一般の方に
会へ寄贈されました。
会へ寄贈されました。寄贈の車いすは「あすてらす」正面玄関に設置され、一般の方に
利用して頂いています。
利用して頂いています。ご協力、ありがとうございました。
ご協力、ありがとうございました。

※ サポネットおごおりでは車いすの貸し出しを行っています。
貸し出し希望の方はご連絡下さい。

ＴEL
EL 0942
0942-72-3175
3175
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