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小郡市から世界記録！！ ギネスに挑戦♪
昨年１２月２５日に小郡市文化会館において小郡市自立支援協議会主催の「ひびけ！～ノーマライゼー
ション～」みんなで挑戦した、ギネス記録！！ トナカイの着ぐるみをきた人数は５０５名が認定されま
した！！２０１３年にイギリスで認定された記録３５１名を大幅に上回る人数でした。当日はスタッフ
や市民の方も含め７００名以上の来場者がありました。皆様本当にご協力ありがとうございました！！！
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相談支援部門より

≪

就 労

就 労 セミナー報 告

≫

平成２９年 2 月 1８日（土）
、小郡市自立支援協議会

セ ミ ナ ー

主催の「第４回就労セミナー」が開催されました。
会場は昨年と同じ、あすてらすの視聴覚室で行われ、
今回も小郡市内の事業所に紹介ポスターを作成してい
ただき、リーフレットと併せて見ていただけるような
展示会場を設けました。今年は７３名で、昨年の９３名
に及びませんでしたが、市内の事業所の職員や利用されている方が多く参加してくださいま
した。昨年は１日、今年は午後からの開催でしたが、参加者からも好評の声を頂いておりま
す。また、来年もセミナーを開催して、実際に働かれてある方の意見を肌で感じていただく
機会をご提供できればと思っております。

≪小郡市自立支援協議会 ネットワーク会議≫
平成２８年度も例年どおり３回開催されました。第１回は、自立支援協議会で取り組んでい
る各ワーキングチームの活動報告を行いました。その後、ワーキングチーム別に分かれ、活
動を行ってきた中で感じた課題や今後の年間の活動について話し合い、話し合った内容を全
体で共有しました（参加者 64 名）
。
第２回では、自立生活センター古川克介氏より、「共生社会を目指して 障害者の現状と課
題」というテーマで、障害者差別や虐待、合理的配慮などについて講義を頂き、障害者が地
域でどのように過ごしていくのかなど深く考えるきっかけとなりました（参加者 69 名）
。
第３回では、小郡市の防災対策について、協働推進課防災安全係の白石氏にお話を頂きま
した。お話しの中ででた小郡市の防災対策の現状と課題をふまえ、地震発生前、後と時間軸
を区切り「個人として、また事業所・団体としてどのようなことができるか」ということに
ついてグループに分かれ討議をしました。各事業所の取り組みを聞くことができ、とても参
考になったという感想が多く聞かれましたが、今回出た意見を更に深める必要があるとの提
案も多く聞かれ、皆さんの関心と意欲の高さを感じる回となりました（参加者 55 名）。
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地域活動支援センターⅠ型 オープンスペース部門より

☆オープンスペースの利用登録をお願いします☆
新年度に入りましたので、４月より利用登録の更新をお願いします。
登録された方は、サポネットの行事に参加することができます。
登録は無料！ 是非一度、遊びに来てみませんか♪
※オープンスペース利用の際は３回目までに登録をお願いしています。

ラッパと帽子
ゲットだぜ！！

今年の出し物は寸劇
だったよ！

今年はまっちゃんの
お弁当でしたぁ～

今年のケーキはサンタ
さんもいるぞ！！

≪ 昼食会＆レク会 ≫

みんなお腹いっぱいで元気
みんなでいただきま～す♪♪

いっぱいに動いてます！

オープンスペース利 用 案 内

★活動報告★（１２月～２月）
１２月２３日（日）クリスマス会
１月 2８日（日）昼食会＆レク会
２月 ３日（金）豆まき
２月２６日（日）昼食会＆レク会

開 所 時 間

９：００～１７：００

16 時 終 了

木曜日・昼食会の日

休

第２日曜日・第４水曜日

館

日

４月３０日（日） 昼食会＆レク会

１０月１５日（日） ふれあいオリンピック

５月２１日（日） 昼食会＆レク会

１０月２９日（日） あすてらすフェスタ

６月２４日（土） ２軍

１１月１９日（日） 昼食会＆レク会＆レディースデイ

野球観戦

２５日（日） 昼食会＆レク会
７月１６日（日） 昼食会＆レク会
（予定）

野球観戦

8 月１２日（土） コミュニティバス
２７日（日） 昼食会＆レク会
9 月１７日（日） 昼食会＆レク会

２６日（日） 忘年会
１２月２４日（日） クリスマス会
１月 2８日（日） 昼食会＆レク会
２月

４日（日） ボウリング大会
２５日（日） 昼食会＆レク会

３月 2５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
会員の皆様のおかげで無事に新年度を迎えることができ、感謝申し上げます。本
年度 1 名退職し、4 月からは新体制でのスタートとなりますが、本年度もよろしく
お願い致します。
≪退職にあたってのメッセージ！！≫
８年間、お世話になりました。
会員並びに親族やヘルパーの皆様には、入職当初から優しく接していただ
き、たくさん助けていただき、勉強もさせていただきました。
予約の電話の際、時間が重なって困っていると、利用者さんの方から、
「時間ずらしてもいいよ。」
「違う日にしようか？」と気遣って声を掛けていた
だいたり、現地で対応に困っていると、利用者さんの方から率先して指示を出
して、乗降がスムーズに行えるように促していただき、車内では、嫌な顔一つ
しないで会話をしていただき、皆様には、日々助けていただいて、本当に感謝
しています。
皆様とのコミュニケーションで、学ばせていただいた知識や経験は、私にと
って大きな宝物です。
これから先、どんなことがあっても、皆様から頂いた宝物を励みに頑張りた
いと思います。本当にありがとうございました。
サポネットおごおり 寺﨑

英治

移送サービスに関するお願い
①

会費更新について（平成２９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２９年４月１日～平成３０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。
福祉支援センター

アップル

福祉支援センターアップルでは、
「就労移行支援」「就労継続支援 B 型」「生活介
護」
「自立訓練（生活訓練）」の４つの部署で活動しています。様々な障害の方が
参加できる『ものづくり』を通し、やりがいや達成感を感じてもらい、販売を行
うことで、たくさんの人との触れ合いを通し、個々の力を信じ、手助けできる様
な支援を行っています。
～

利用者 K 様の感想を紹介します ～
私は、福祉まつりのイベントに向けて初めてバック作りをしました。最初
は自信がなくて、
「本当に私が作るバックでいいのかな？」と正直不安だった
けど、作っているうちに段々と楽しくなり、自分にも自信がついてきました。
元々は何かを作る事が苦手でしたが、バック作りに励んでいるうちに不安が
なくなり、楽しくなり、私の作ったバックを販売して「お客さんに喜んでほ
しいな」と思いながら、一生懸命作りました。自分の中では達成できてよか
ったなと思いました。
「バック」
「ミサンガ」
「シュシュ」
「コースター」等も製作・販売を行っています。

株式会社サキヤ
福祉支援センター アップル
小郡市三沢２９５５－１
TEL：0942-23-0588
-5-

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２８年１２月１日～平成 29 年３月２０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、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。昨年は、電話機などを購入
させていただき、事務連絡がスムースに行えるようになりました。

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。
※ 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 0942-72-3175

★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、会報誌の発送に役立てています。また、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ています。これからも皆様のご協力の程よろしくお願い致します。
昨年度はハガキ・切手あわせて
７３，６１７円 （H29 年１月現在）
ハガキ寄付 １２３３枚

のご寄付を頂きました。

皆様のご寄付ありがとうございました♪
★ 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
・使用済み切手と未使用の切手は分けて下さい

・切手の枚数は数えなくて大丈夫♪
・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（切手は集めて重さを量るため）
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移送サービスでもタクシ
ー券は使えるよ♪

知って得する情報満載！

知っ得コーナー

by しっとるくん・しっとるちゃん

◆福祉タクシー利用料金助成
重度の障害を持つ人の社会参加活動を促進するためタクシーの基本料金を助成する制度があります。

＜助成の内容＞
福祉タクシー利用券を月４枚（年間４８枚）交付します。タクシー乗車時に運転手に利用券を
渡し手帳を提示すると基本料金が割引されます。
＜障害者手帳の種類と対象等級＞
・ 身体障害者手帳１・２級
・ 療育手帳 A
・ 精神障害者保健福祉手帳１級
３月２７日から平成２９年度分のタクシー利用券が交付されます。障害者手帳と印鑑を持参し、
手続きを行って下さい。
問い合わせ先 小郡市福祉課障がい者福祉係

☎ ０９４２－７２－２１１１ 内線 ４４２

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
イオン小郡のレシー

4 月は１０日、11 日の 2 日間！！

ト Box♪エスカレー
ター横辺りにありま
す。サポネットを探し
て入れて下さいね♪

マックスバリュは
こんな Box♪袋
詰めするところに
あります。

毎月１１日の「イオン day」にお買物♪
黄色いレシートを
「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♪

～新人職員紹介～ オープンスペース部門に新たに職員が入りました♪♪
はじめまして、４月からお世話になります。
千々岩（ちぢいわ）あゆみです。笑顔を大切に頑
張ってまいりますので、よろしくお願いします。
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福祉用具・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自宅で保管できるもの
スロープ 、杖
紙オムツ、車椅子、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車イス修理の
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☆
・ 紙オムツ（テープ式、パンツ式）

・杖

・ 自走式車イス、介助用車イス、シャワーチェア

☆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

２月２４日（金）にボランティアと職員の
親睦会を開催しました。
ボランティア 1８名、職員１０名の計２８名が
集まりました。
お酒も食事も楽しまれ、お話にも花が咲きました。
交流も深まった楽しい時間となりました。
ボランティアの皆様ありがとうございました。
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電話 ０９４２(７２)３１７５

