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いつも笑顔で
お待ちしていま～す♪

サポネットおごおりの今年度の体制を
部門ごとにお知らせします！！
相談部門

オープンスペース部門

計画相談
知的担当

『あなたらしさ』
を応援します。
永池

石田

千々岩

古賀センター長

身体担当

移送サービス部門
安全・安心を心がけ
運転するように努め
てまいります。

古賀

廻

縁の下で
支えます！！

今村

木村

高木

事務

精神担 当

本村

高木

肥田木
武田

一般相談

困ったことが
あればご相談
下さい。

以上の１４人で頑張っていきますので
これからもよろしくお願いします♪♪

水田
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相談支援部門
平成３０年度は、５，４６６件（延べ件数）で昨年から２００件ほど増加しました。

内訳は来所相談４２０件、電話３１９３件、訪問５８０件、同行２８１件、支援会議１２
４件、関係機関８５９件、メール９件（全て延べ件数）となりました。
《平成３０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

126

122

110

107

105

115

112

139

延べ件数

439

466

444

459

395

378

453

592

1月

2月

3月

計

99

112

140

136

1423

421

437

487

495

5466

計画相談は昨年より１００件ほど増加で５５４件【内訳：新規２６件、更新２７２件、モニ
タリング２５６件】を実施。計画作成に伴い本人、関係者との支援会議や自宅訪問、更にモ
ニタリング等で事業所訪問や同行等での外出が多くなりました。新規の計画相談も微増とな
り、市内相談支援事業者に依頼するケースも増えてきています。

≪ 平成30年度 小郡市自立支援協議会 ワーキングチーム報告 ≫
【就労ワーキングチーム】
Ａ型、Ｂ型の事業所の工賃アップの方策についての勉強会で施設の現状と課題を出し合い
意見交換を行いました。商品の販売場所がないことなども課題としてでていたため、事業所
の商品をもっと知ってもらいたいと『まごころ商品』販売会を企画し、イオン小郡にて開催
しました。多数の来場もあり、多くの方に『まごころ商品』を知っていただく
よい機会になったと思います。
【児童ワーキングチーム】
「各事業所での取り組みや設備環境面を見てみたい」との意見が上がり、７，９，１，２月
とワーキングチーム参加事業所間での見学会を行いました。パンフレットだけでは見えてこ
ない各事業所の特色などを実際に見ることができたと好評でした。また、2月には公立小学
校にて支援学級の担任をされている先生にお越しいただき学校場面での関わり方や支援の
在り方など貴重なお話を伺うことができる良い機会となりました。
【生活ワーキングチーム】
年３回の事例検討会を開催。障害児から者のサービスに変わる時の対応や行動障害や医療
的支援が必要な方への支援について、必要なサービスやどのような支援がよいのかアプロー
チの仕方など様々な分野の職種の方とグループワークを行い、意見交換をしました。様々な
意見が飛び交い活発な検討会となり、今後の支援に活かしていくことができました。
【相談支援ワーキングチーム】
年４回開催しており、年度始めは小郡の相談状況の確認し、チームメンバーで意見交換や
現状把握を行っています。また、第２回ではＭＴＢＩ（軽度外傷性脳損傷）の患者・家族の
会の方より症状や原因など資料を基に説明をいただき、勉強会を開催しました。その他、普
段の相談業務において疑問に思っていることや新規の相談支援事業者との顔合わせ、報酬改
定によって追加された加算について書類の確認などを行いました。相談支援事業所が顔の見
える環境を作ることで、相談支援専門員が一人で抱え込まずに相談できる横の繋がりを作っ
ていくことができています。
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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

～ 昼

食

会 ～

火力が大事！！

どう作ろうかなぁ～

～ レクリエーション ～
２軍戦観戦

カラオケ会

小郡球場にて

ペタンク
皆さんの要望の多いカラオケ会、毎回大盛況に行われています。
多目的ホールの予約が取れにくくなっており、レク会の内容も
ご希望があれば、ドシドシ受け付けて検討したいと思います。
何かあれば教えてくださいね～～☆
皆さんで一緒に楽しみましょう♪

どう転がる！？

★活動報告★（ ４月～ ７月）
オープンスペース利用案内

４月２０日（土）２軍戦（小郡球場）
２８日（日）昼食会＆レク会
５月２６日（日）昼食会＆レク会
６月１６日（日）昼食会＆カラオケ会
７月２１日（日）昼食会＆レク会
（豪雨のため中止）

開 所 時 間

９：００～１７：００

16 時 終 了

毎 週 木曜日・行事日

休

第２日曜日・第４水曜日

館

日

★活動予定★（８月～１１月）
８月１２日（月）野球観戦（ヤフオクドーム） ９月２９日（日）昼食会＆レク会
１０月２０日（日）ふれあいオリンピック
１０月２７日（日）あすてらすフェスタ
１１月１7 日（日）昼食会＆レク会
１１月２４日（日）忘年会
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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・ご協力を
いただき、誠に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が、公的な補助金はないため、ガソリン代を
はじめとした車両維持や環境整備などに経費がかかり、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、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ご予約の際、時間調整等にご協力いただき、深く感謝申し上げます。最近の予約状
況としましては、通院の関係で午前中のご予約が集中しています。早めにご予約をいた
だくことが多くなっておりますので、１週間前でもご希望の日時に、お受けできないことが
あります。そのため通院日などご利用日が決まりましたら、お早めにご予約いただくこと
をお勧めします。また、日によっては予約に空きがある場合もございますので、お問い合
わせ下さい。
これからも、利用会員の皆さまのご要望にお応えし、安心して移送サービスをご利用
いただけるように努めてまいりますので、職員一同、よろしくお願い申し上げます。

移送サービスに関するお願い
①

会費更新について（２０１９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 ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）

②

移送サービスの予約時間

９：００～１７：００

※ 待機ご希望の方はご予約の際お申しつけください。

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の場合は、前日、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）
（F A X）
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0942-72-3176
0942-80-5506

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

盲人のための国際シンボルマーク

世界盲人会連合で１９８４年に制定された視覚障害者の安全
やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器などにつけられて
いる盲人のための世界共通のマークです。
信号機や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物など
にも付いています。
このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、
御理解、御協力をお願いします。
引用：内閣府障害者マークに関する一例より

バザー用品協力のお願い
１０月２７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。
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日から受け付けています
【持ち込み・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 0942－72－3175
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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～

個人情報保護のためホームページ上にはお名前を掲載しておりません。
ご了承ください。

※

正会員（個人・団体）に関しては掲載しておりません
２０１９年３月１６日～２０１９年７月１５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。

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』
幸せの黄色いレシートキャンペーンで皆様がたくさんのレシートを
サポネットおごおりの箱に入れていただいたおかげで
合計３５，４００円のギフトカードをいただきました！！
ギフトカードでレクリエーション用の道具やオープンスペースの備品と昼食会の
食材、事務所の環境整備用など様々なことに使うことができました。ありがとうござ
いました♪
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知って得する情報を載せてるよ♪

プルタブ１個、だいたい０．３～
０．５グラムらしいよ～

知っ得コーナー

ｂｙ

しっとるくん

プルタブで車いす♪
プルタブ約７００～８００ｋｇ（約 140～150 万個）で車いす 1 台になります。
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。
最近はプルタブ回収が周知されてきたのか小郡市内の事業者や会社などから多く
のプルタブをいただいております。
先日は丸東産業株式会社の代表取締役社長が直接来所いただき、たくさんのプル
タブ、古切手をいただきました。ありがとうございました。
その他にも、JA みい女性部、小郡市商工会女性部、善隣教の皆さんから
段ボール数箱分のプルタブをいただきました。
回収したプルタブは特別支援学校を通じて
車いすに交換することができ、今まで
サポネットおごおりだけでなく、小郡の
古賀公民館や小郡市社会福祉協議会にも
寄贈されています。
今後も随時、サポネットで回収して
いきますので、皆様のご協力をよろし
くお願い致します。

丸東産業株式会社 代表取締役社長より
プルタブ贈呈の様子

※サポネットおごおりでは学校からいただいた車いすを含め、３台の車いすの貸し
出しを行っています。ご希望の方は下記までご連絡ください。

ＴEL

【豆知識】

0942-72-3175

避難のタイミングっていつ？？

朝倉の豪雨後、避難情報の伝え方がわかりやすく５段階に変わりました。
準備に時間がかかる方は「避難準備・高齢者等避難開始」
（レベル３）が出たら
避難のタイミングです！！
「避難勧告・避難指示（緊急）
」
（レベル４）は全員避難です。
※

危険を感じる場合などは、『自分は大丈夫』と思わず、
自らの判断で早めに避難することも重要です。

詳しく知りたい方は「政府広報オンラインの暮らしの役立つ情報」を検索！！
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福祉用具・機器をリサイクルしましょう♪
■リサイクル品目

■リサイクル品の基準

・福祉用具機器全般
・スロープ 、杖
・紙オムツ
・車椅子、シルバーカーなど

・無償譲渡
・譲渡先が見つかるまで自宅で保管できるもの
・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。
※ 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。
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）
低視力や弱視など見えづら

・ 自走式車イス、介助用車イス

い方の読み書きを支援する
装置です。大事な書類や手

・ 歩行杖

紙や写真を自身で読むこと
が容易になります。

☆お譲りします☆
・ 読書拡大機（視覚障害者用） ・入浴用グリップ

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。
随時物品のお渡しをしておりますので、サポネットで保管している
物品に関してはお問合せ宜しくお願いします。

【問い合わせ連絡先】

サポネットおごおり

電話 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。
『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いたします。
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