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あすてらすフェスタ

平成 28 年 10 月 30 日 開催!!

開会式の健康体操

バザー会場と作業所コーナーも

ワンツーワンツー♪♪

開店と同時に大盛況!!
ご協力ありがとうございました。

第１３回「あすてらすフェスタ」では、サポネットおごおりのリサイクルバザー・作業所販売にご
協力いただき誠にありがとうございました。
今回のあすてらすフェスタで得た売上金額３０９，１３０円は、サポネットおごおりの移送サービ
ス車輌購入費として全額寄付させていただきます。バザー用品や手芸品を提供していただいた皆さま、
設営準備などお手伝いしていただいたボランティアの皆さま、また、ご協力いただきました各関係機
関の皆さまに心より御礼申し上げます。

「サポネットおごおり」を支える会

-1-

ねこの手

相談支援部門
相談支援部門より

小郡市自立支援協議会
クリスマスにイベントを開催します！！
前回の会報誌でご紹介しましたが、小郡市自立支援協議会では５つのワーキングチー
ム（就労・居宅・児童・日中活動・住まい）に分かれて活動を行っております。このワ
ーキングチーム発足に至るまで、小郡市内の事業所や障害者団体などが参加するネット
ワーク会議の中で、何回もグループ討議を重ねてきました。今回はそのグループ討議の
中で誕生したイベント事業についてご紹介します。
ネットワーク会議でグループ討議を重ねることにより、お互いの顔が見え、つながり
を感じることが出来るようになってきました。参加者の中から、
「このつながりを生か
し、皆さんと何かを行いたい。達成感を感じたい。
」という声があがり、今回のような
イベントを開催することになりました。イベントの内容についてもネットワーク会議の
中でみなさんにいろいろな意見を出していただき、運営委員の担当者をはじめ、実行委
員の皆さんが会議を重ね、事業所の物販だけではなく、各事業所がメッセージやイラス
トを描いたペットボトルツリーの作成展示や、ライ
ライブ、
ブ、ギネス挑戦などとても素敵な構
成になっています。市内の事業所や病院など関係機関だけではなく、会社や飲食店、個
人などから寄付を頂き、各ワーキングチームの皆さんが当日運営スタッフとして関わる
ようになっています。小郡市自立支援協議会に参加される皆さんが関わり、障害や福祉
の枠を超え、市民の皆さんと一緒に作り上げていくイベントになっております。詳細に
ついては別紙に記載しておりますので、是非、お誘いあわせの上ご参加ください。

ひびけ！ノーマライゼーション“みんなで挑戦”～Christmas
ひびけ！ノーマライゼーション“みんなで挑戦”～Christmas in OGORI
OGORI～
【日時】：平成 28 年 12 月 25 日 (日)
12 時開場

13 時開会 16 時 30 分閉会

【会場】：小郡市文化会館 大ホール
※当日「ギネスに挑戦」にご参加いただく方は衣装への着替えや
人数カウントのための移動などご協力をお願いいたします。
【主催】小郡市自立支援協議会実行委員会
【後援】小郡市・小郡市社会福祉協議会
【事務局】小郡市社会福祉協議会 0942(73)1120

先着５００人分の
小学生以上の方の
衣装は準備してい
ます。グループで参
グループで参
加される方は事前
にご連絡下さい。
参加される方は黒
参加される方は
を履いてき
い靴下を
て下さいね！
て下さいね

は、小郡市自立支援協議会クリスマスイベントが開催されるため、
１２月２５日（日）
１２月２５日（日）は、小郡市自立支援協議会クリスマスイベントが開催されるため、
臨時休館とさせていただきます。ご了承ください。
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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

ボウリング大会

大好きなマジンガーＺ
大好きなマジンガーＺ!!
見ているだけでなく
作ることにまで発展したＡさん。
実は紙でできているんです
実は紙でできているんです!
作るたびに試行錯誤を繰り返し
収納ケースまで作られました。
毎年あすてらすフェスタにも
作品を寄付していただいています
作品を寄付していただいています。
。
いつもありがとうございます。

優勝！３連覇
優勝！３連覇!!!
おめでとうございます♪

オープンスペース利 用 案 内

≪ 昼食会＆レク会 ≫
みんなでおにぎり
作ってます☆

開 所 時 間

９：００～１７：００

16 時 終 了

木曜日・昼食会の日

休 館 日
第２日曜日・第４水曜日
※12 月 25 日（日）は自立支援協議会
イベント開催のため臨時休館

★活動報告★（８月～１１月）
★活動報告★（８月～１１月）
８月１３日（土
８月１３日（土）コミュニティバスツアー
コミュニティバスツアー
ソフトバレー
毎回盛り上がります♪

≪ふれあいオリンピック≫

２８日（日）昼食会＆レク会
日（日）昼食会＆レク会
9 月１８日（日）
月１８日（日）ボウリング大会
ボウリング大会
２５日（日）昼食会＆レク会
日（日）昼食会＆レク会
１０月 18 日（日）ふれあいオリンピック
30 日（日）あすてらすフェスタ
11 月 20 日（日）昼食会＆
日（日）昼食会＆レク会
レディースデイ
27 日（日）忘年会

綱引きも他の競技も
頑張りました
頑張りました!!

★活動予定★（１２月～３月）
★活動
（１２月～３月）
１２月２３日（祝・金）クリスマス会
1 月２９日（日）昼食会＆レク会
2 月２６日（日）昼食会＆レク会
3 月２６日（日）お花見会

※ 予定が変更する場合がありますので、詳細はサポネットへ直接、お問い合わせください
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。

移送サービス部門より
今年もあとわずかとなりました。日頃より、利用会員の皆様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。
・ 目的地を変更される場合は、事前にご連絡ください。運行スケジュールを調整しま
すので、ご協力お願いします。
・ １ヵ月以上前に予約された方は、数日前に再確認のお電話をお願いします。
皆様に安心・安全に乗車していただけるよう努めてまいりますので、
来年も引き続き、よろしくお願いします。
また、１２月２５日（日）は小郡市自立支援協議会のイベントの為、運休とさせていた
だきます。ご了承ください。
《年末年始のご案内》
・運休日
１月 １日
・予約分のみ運行
１２月２８日

～
～

１月 ３日
１２月３１日・１月４日

※上記の日は事務所が休みのため、１２/２７までにご予約してください。
ご迷惑をおかけしますがお間違いのないよう、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２８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。≫

利用継続登録会費 年間 1,000 円
（有効期間 平成２８年４月１日～平成２９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）
（FAX）
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0942-72-3176
0942-72-3175

◆団 体 紹 介

小郡市内のボランティア団体や事業所で扱っている
独自商品をご紹介します
独自商品をご紹介します。

ＮＰＯ法人しょうがい者と共に生きる『みんなのかえるランド』
当法人は、今年度４月に、これまで３２年間活動してきた「小郡地区『障害』児（者）
教育を考える会」を「
教育を考える会」を「ＮＰＯ法人しょうがい者と共に生きる『みんなのかえるランド』
ＮＰＯ法人しょうがい者と共に生きる『みんなのかえるランド』」
に名称と組織を移行しました。しかし、活動の目的と内容も以前とほとんど変
に名称と組織を移行しました。しかし、活動の目的と内容も以前とほとんど変わりませ
ん。地域でのいじめや差別をなくし、「障害」をもつ人ももたない人も「共に学び、共
に生きる」ことのできる社会をめざすことを目的に、学習会、教育相談・就学相談、月
ごとの例会（バスハイク、交流キャンプ、芋掘り、もちつき会など）、お泊まり会、リ
サイクル品の販売、バザー、ニュース
サイクル品の販売、バザー、ニュースの発行、他団体との連携等の活動をしています。
の発行、他団体との連携等の活動をしています。
また、当法人は会員制をとっていて、正会員、一般会員、賛助会員などで運営をして
います。当法人はいわゆる法律内の事業を今のところ行っていませんので、就労等で物
を作ったり、独自商品を取り扱ったりしていませんが、リサイクル品や福祉作業所等の
品等をおいて販売するショップ「かえるランド」を運営しています。このショップで、
コーヒー豆や手作り廃油石鹸、祝箸などの独自商品も販売しています。なお、このお店
での売り上げは、月ごとの例会やお泊まり会等の活動資金になります。どうか当法人
での売り上げは、月ごとの例会やお泊まり会等の活動資金になります。どうか当法人の
活動にご理解・ご協力・ご支援をお願いいたします。このショップ「かえるランド」は、
お店ですが、憩いの場や交流の場、談笑の場にもなっています。どうかお近くへ来られ
たら、「かえるランド」へお越しください。
ショップ「かえる
ランド」とお店の
中です。衣服や本、
高等部の品などあ
ります。

左の写真は、コーヒー
豆と祝箸です。
豆と祝箸です。右の写
真は、手作り廃油石鹸
です。

ショップ「かえるランド」の
オープン時間
★月・水・土・・・・１２時～１５時
★

金

・・・ １２時～１８時
・・・・１２時～１８時

※ 衣服や食器、バック、置物などの不要

品がありましたら、無料で引き受けます。

【連絡先
連絡先】
ＮＰＯ法人しょうがい者と共に生きる
「みんなのかえるランド」
〒８３８－０１６１
８３８－０１６１
小郡市三沢４１５１－１
電話/ＦＡＸ：０９４２－７５－８０１８
電話 ＦＡＸ：０９４２－７５－８０１８
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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～
※ 個人情報保護のため、ホームページ上には掲載しておりません。ご了承下さい。

※ 正会員（個人・団体）に関しては掲載しておりません
平成２８年
８年８月１日～
月１日～１１
１１月３０日現在
日現在
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で、
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。

プルタブで車いす♪

★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。
ハガキを郵便局で交換し、
ハガキを郵便局で交換し、
サポネットおごおりの
サポネットおごおりの会
報誌の発送に役立ててい
ます。
など
古切手は慈善団体
古切手は慈善団体など
より東南アジア等の学費
援助などに当てられ
援助
当てられてい
てい
ます。

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
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。
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。
※ 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。貸し出しを希望の方はサ
ポネットおごおりまでご連絡下さい。
TEL 0942-720942
-3175

☆サポネットおごおり年末年始休館日のお知らせ☆
１２月２８日～１月４日まで休館となります。
大変ご迷惑をおかけいたします。
-6-

手帳がなくても午後 6 時
から 260 円で温泉に入れ
るよ♪
by しっとるくん
しっとる

知って得する情報満載！

知っ得コーナー

使用済み切手やはがき
はサポネットで集めて
るよ♪

by しっとるちゃん

あすてらすで出来る
ちょっとお得な手帳の使い方♪
①満天の湯
満天の湯で障害者手帳（身体・療育・精神）
障害者手帳（身体・療育・精神）
障害者手帳（身体・療育・精神）をお持ちの方は受付で提示すると満天の湯使用料
お持ちの方は受付で提示すると満天の湯使用料
が 260 円に割引されます。
に割引されます。
重度障害者の方の介助者は手帳掲示で一名 130 円で入浴できます。
で入浴できます。
さらに！！
身体障害者手帳 1・2
1
級、療育手帳Ａ１～３、精神保健福祉手帳 1 級、要介護４・５
級、要介護４・５の方は
の方は
家族風呂の利用料８３０円が
家族風呂の利用料８３０円が免除
なります！！５０分～最長１００分まで利用でき、ゆっく
免除になります！！５０分～最長１００分まで利用でき、ゆっく
りと温泉に入ること
りと温泉に入ることが出来ます♪予約も
が出来ます♪予約も 1 週間前からできますよ！
※家族風呂の免除は温泉受付にて、手帳の確認、名前、連絡先などの登録が必要です。
①についての
①についての詳細はあすてらす温泉受付まで
詳細はあすてらす温泉受付まで ℡０９４２－７２－６６６６
予約時間：９：３０～２０：００（休館日以外）
②トレーニング室の利用も介助者の免除があります。
（レッスンを受ける場合は介助者も有料です
（レッスンを受ける場合は介助者も有料です)
③健康増進プールは介助者が 100 円で利用できます。
②、③についての詳細はあすてらす内

ア ー プ

ＡＨＰ ０９４２-７２-６６６６（内線１７４）
０９４２
６６６６（内線１７４）

★ 使用済み切手のお約束 ★
・日本と外国の切手は分けて下さい

・切手の枚数は数えなくて大丈夫♪

・使用済み切手と未使用の切手は分けて下さい

・切手を台紙から外す必要はありません

切手は、消印や日付、地名が残るようにカットしてください♪
※ 記念切手は消印がなくてもＯＫ

☆ 受付できないもの ☆
・官製はがきなどの切手部分
・消印が切り取られているもの
・メール便などのシール部分
・収入印紙
・封筒の裏側まで切り取られているもの
・封筒の裏側まで切り取られているもの（切手は
切手は集めて重さを量るため）
集めて重さを量るため）
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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♪
■リサイクル品の基準

■リサイクル品目

・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
紙オムツ、車椅子、シルバーカーなど
シルバーカーなど ・まだ使用できるもの
※ 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。
※ 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
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、シャワーチェア
イス、シャワーチェア

☆お譲りします
☆お譲りします☆
・ ポータブルトイレ
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
３１７５

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
day」にお買物♪
」にお買物♪
黄色いレシートを「
黄色いレシートを「サポネットおごおり
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♪
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
で開催中！

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♪
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