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第１５回 あすてらすフェスタ今年も盛大に開催！！
１０月２８日（日）に『
１０月２８日（日）に『みんなで楽しく健康づくり
みんなで楽しく健康づくり
みんなで楽しく健康づくり』をテーマに
』をテーマに
』をテーマにあすてらすフェ
あすてらすフェ
スタが開催され、当日は晴天にも恵まれ多くの来館者がありました
スタが開催され、当日は晴天にも恵まれ多くの来館者があ りました。
毎年恒例のリサイクルバザーと作業所販売コーナー
リサイクルバザーと作業所販売コーナーを出店し、
を出店し、今年は多目的ホールで、
市内の障害者施設で販売
市内の障害者施設で販売している『まごころ商品』も小郡市
している『まごころ商品』も小郡市障がい者
している『まごころ商品』も小郡市 障がい者福祉課のブー
福祉課のブー
スで出店されました。

利用者さんがたくさんの観葉植物
を育ててくださいました。
を育ててくださいました。

開催にあたってご協力ご支援いただきました皆様方
本当に有難うございました。

今回の売上金額
今回 売上金額 ２０３，６４０
２０３ ６４０円はサポネットおごおりの
はサポネットおごおりの移送サービス
はサポネットおごおりの
サービス車輌購入費
車輌購入費
や手芸品等
手芸品等を提供していただいた
していただいた皆さま
していただいた さま、
として全額寄付
として全額寄付させていただきます
させていただきます。バザー
させていただきます バザー用品や
設営準備などお
設営準備などお手伝いしていただいたボランティアの
いしていただいたボランティアの
いしていただいたボランティアの皆さま
さま、また、
、ご協力いただきました
いただきました
各関係機関の皆
各関係機関 皆さまに心
心より御礼申
御礼申し上げます
げます。

「サポネットおごおり
「サポネットおごおり」を
サポネットおごおり を支える会
会

ねこの手
ねこの
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相談支援部門
談支援部門

自立支援協議会進捗状況報告
≪生活ワーキングチーム始動！！≫
今まで居宅・日中活動・住まい別々に活動を行っておりましたが、４月のネットワー
ク会議で集まり、
『生活ワーキングチーム』としての活動を開始しました。
４月のネットワーク会議時に今後の活動内容や方針・回数などを話し合い、年間通し
て事例検討などの勉強を主に行っていきたいと希望がありました。
８月には１５名の参加をいただき『障がい児から障がい者へ切り替わり時のサービス
導入が難しいケースについて』というテーマで２事例を出し、グループワーク中心に事
例検討を行いました。学校卒業後のサービスの導入の仕方、障がい児と障がい者で使え
るサービスと使えないサービスの確認などがありました。
１１月に『医療的ケアが多い方への支援について』というテーマで３２名の参加があ
りました。医
りました。医療的ケアが多い方が使えるサービスの確認や使っているサービス、ご本人
療的ケアが多い方が使えるサービスの確認や使っているサービス、ご本人
とその家族をどう支えていくのか、どう家族が休んでいくのかなどグループで話し合い
ました。実際の家族の想いなども確認する事ができ有意義な研修の場となりました。
２月には『行動障害がある
２月には『行動障害がある方への支援について』というテーマで勉強会を行う予定で
方への支援について』というテーマで勉強会を行う予定で
す。
≪就労ワーキングチーム
就労ワーキングチーム≫
就労ワーキングチーム≫
就労施設の
就労施設の工賃アップなどサービス向上をめざし、各事業所が集まって様々な議論を
工賃アップなどサービス向上をめざし、各事業所が集まって様々な議論を
行っております。その中で
行っております。その中で平成３１年２月９日（土）
「イオン小郡
にて「まごこ
まごこ
平成３１年２月９日（土）
平成３１年２月９日（土）に「
イオン小郡店」にて「
ろ商品」の販売を行う事が決定しております。
ろ商品 の販売を行う事が決定しております。
≪児童ワーキングチーム
児童ワーキングチーム≫
児童ワーキングチーム≫
事業所見学などを通し、自分たちの事業所に足りないところ、取り入れ
事業所見学などを通し、自分たちの事業所に足りないところ、取り入れた
た
いところなどを見つけていき事業所のレベルアップを図っております。
≪相談支援
支援ワーキングチーム≫
ワーキングチーム≫
計画相談で困っている事や事務手続きで判らないことなどを確認し合い、
個々のレベルアップを図っております。

～ 新人職員紹介 ～

８月からサポネットおご
おりで勤務しています
で勤務しています

経理の仕事でお世話になることになりました武田です。
少し年齢は重ねておりますが、毎日まだまだ学ぶ事ばかりです。
スタッフの方々、会員の方々と知り合えて楽しく充実した日々が送
れてサポネットに御縁があったことに感謝です。
よろしくお願いいたします。
武田典子
武田
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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

ふれあいオリンピック
（ １０・２１）
１０・２１

ボウリング大会
（８・２６）

優勝
おめでとうございます！！

サポネット組
は、水色ハチ
マキを巻いて

久しぶりのボウリングで
皆さんすごく楽しまれて
いるようでした。
また来年のボウリング大会の優勝者は誰にな
るのか楽しみですね
るのか楽しみですね(*^^)
(*^^)

気合十分!!
気合十分
皆さん競技を
楽しまれてい
ました。

カゴを

昼食会

めがけて…
そ～れ
そ～れ!!

（９・２３）

忘 年 会
（１１・２５）

みんなで美味しく
いただきました♪

【９月のメニュー】
カレー・サラダ
カレー サラダ
かぼすゼリー・和え物
かぼすゼリー・和え物

今年も大盛り上がり♪♪♪
小ネタを用意して下さった利用者さん、
仮面女子職員の登場などで楽しい時間
となりました。

もろ

オープンスペース利 用 案 内
開 所 時 間

９：００～１７：００

16 時 終 了

木曜日・行事日
木曜日・行事日

休

第２日曜日・第４水曜日

館

日

★活動予定
★活動予定★（１２月～３月）
（１２月～３月）

★活動報告★（８月～１１月）
★活動報告★（８月～１１月）

１２月２３日（日）クリスマス会
１月２７日（日）昼食会＆レク会
２月１７日（日）昼食会＆メンズデイ
２月１７日（日）昼食会＆メンズデイ
レディースデイ
３月２４日（日）お花見会＆お散歩会

８月２６日（日）ボウリング大会＆お弁当デイ
９月２３日（日）昼食会＆レク会
９月２３日
昼食会＆レク会
１０月２１日（日）ふれあいオリンピック
１０月２１日 日）ふれあいオリンピック
１１月１８日（日）昼食会＆カラオケ会
２５日（日）忘年会

※ 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
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。
ご予約の
ご予約の際には
際には時間の調整等で
時間の調整等で大変ご迷惑をおかけしております。
大変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、
を申し上げますと、平日や祝日など予約状況が混雑していない時間帯も出てきて
おり、当日のご依頼でもお受けできることがあります。
ただ、ご予約が重なることがございますので
ご予約が重なることがございますので通院日や利用日程が
通院日や利用日程が
通院日や利用日程が決定しましたら
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。
《年末年始の
《年末年始のご案内》
・運休日
・予約分のみ運行

１月 １日 ～
１月 ３日
１２月２
１２月２8 日 ～ １２月３１日・
１２月３１日・１月４日
１月４日

※上記の日は事務所が休みのため、
※上記の日は事務所が休みのため、１２
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。
※ 医療費控除の領収証発行については別紙にてお知らせしております

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
（
（F A X）
）
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0942
0942-80-5506

◆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
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。

身体障害者標識（身体障害者マーク）
障がいに関係するマークの第２弾！！
四葉のクローバーがデザインされたマーク。
これは身体障害者標識といって、平成 14 年の道路交通法改正
による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入され
たマークになります。
この身体障害者標識は円形をしており、青地に白色の四つ葉の植物をあしらった図
案で、一般的には「四葉マーク」や「クローバーマーク」とも呼ばれています。
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示
するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止の為やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込
みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
もしこの
もしこのマークの車に幅寄せしたり急に割り込んだりすると
マークの車に幅寄せしたり急に割り込んだりすると「初心運転者等保護義
マークの車に幅寄せしたり急に割り込んだりすると 「初心運転者等保護義
」となり、反則金や点数が引かれます
反則金や点数が引かれます
反則金や点数が引かれますのでご配慮よろしくお願いいたします。
のでご配慮よろしくお願いいたします。
務違反」となり、

毎 月 11 日 は イ オ ン

『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
・マックスバリュ小郡七夕通り店

・ イオン小郡店

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
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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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～

※ 正会員（個人・団体）に関しては掲載しておりません
平成３０
平成３０年７月１６
７月１６日～
日～平成３０
３０年１１
１１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。

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。
※ 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

長年のプルタブ回収活動にご協力いただいた
様
・
・ＪＡみい女性部
ＪＡみい女性部
・
・小郡市商工会女性部
小郡市商工会女性部 様
回収活動及び福岡高等視覚特別支援学校にプルタブを運搬して頂いていた
・
・行実福祐
行実福祐 様
これからもご支援・ご協力の程よろしくお願いいたします。
株式会社タイラベストビート様より
たくさんのティッシュのご寄付いただ
のティッシュのご寄付いただ
のティッシュのご寄付いただきました。
きました。
これからの寒い冬と花粉症の時期に大活躍間違いなしですね。
ありがとうございました。
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松隈産婦人科クリニック様より
事業所横に掲示用ホワイトボードをご寄付いただき、
さっそくポスターや啓発のチラシなどを掲示させて
いただきました。地域並びにの来館者の皆様により
良い街づくりの一環として『障がい』のことをもっ
と知っていただけるよう、情報発信していきたいと
思っております。
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

知って得する情報を載せてるよ

新しく設置した
ホワイトボード

搭乗者・介助者割引は会
社によって違うから確認
してね♪

知っ得コーナー

飛行機運賃の割引
みなさんご存じですか？？
今まで、第 1 種身体障がい者の方・戦傷病者手帳・療育手帳に「航空割引、本人・介
護者」の証明印が捺印されている方のみに限定されていた飛行機運賃の割引が、２０１
８年１０月から２０１９年中に国内航空会社 10 社が精神保健福祉手帳をお持ちの方も
飛行機の運賃の割引を適応すると発表されました。
これで下記の搭乗者の年齢が 12 歳以上で、下記の手帳をお持ちの方は同一便に搭乗
される介護者の方（一人様まで）が利用可能になりました。
・身体障害者手帳
今まで証明印が
必要だった

・戦傷病者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
※

手帳をお持ちのご本人が小児（3 歳以上 12 歳未満）の方は本人は小児運賃で、
介護者の方は割引が適応されます。
※ 手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児（3 歳未満）の場合は、割引は適
応されません。
※ 格安航空機などは割引がなかったりしますので詳しくは各航空機会社へお問い合
わせを！
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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

・福祉用具機器全般
・スロープ 、杖
・紙オムツ
紙オムツ、車椅子、シルバーカー
シルバーカーなど
■リサイクル品の基準

・無償譲渡
・譲渡先が見つかるまで
譲渡先が見つかるまで自宅で保管できるもの
譲渡先が見つかるまで
で保管できるもの
・まだ使用できるもの
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。
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
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
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

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