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「元気ですか～?!
元気があれば何でもできる!!」

今年もバリバリ頑張りま

今年はこれでいきます。

す。
「フケた」と言われな

センター長 古賀敏幸

いように頑張ります>＿<

ひとつひとつの実践の
積み重ねを大切にして
いきます。
相談員 古賀喜久子

相談員 原野友美
今年も安全運転
で頑張ります。

願いを口に出せ

移送 岡和利

ば必ず叶う!
諦めず継続して
いきましょう!!

今年度のテーマ

事務 本村正孝

これまで以上に
安全運転を心が
けています。
移送 肥山勝

「今」を生きる!!

安全運転に心掛

出会いに感謝☆

けます。
ゆたか

移送 今村 寛

オープンスペース
永池恵実子
皆さんに名前と顔

１日を大事に！

「笑う門には福来る」
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コミュニケーショ

皆で福を呼び込みましょう!
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移送・オープンスペース

オープンスペース

オープンスペース
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新職員

廻
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慶哉

石田夏呼

～今年度もよろしくお願い申し上げます～

寺﨑英治

地域活動支援センター 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☆
４月より新年度に入りましたので、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！
皆さまの登録をお待ちしております。
※サポネットの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。

★ オープンスペース年間行事予定 ★
４月２２日（日） 昼食会＆レクリェーション会

★活動報告★（１２月～３月）

５月１３日（日） バスハイク（小石原で陶芸体験）
２７日（日） 昼食会＆レク会

１２月２５日（日）クリスマス会
１月２９日（日）昼食会＆レク会
２月 ５日（日）ボウリング会

６月 ３日（日） ボウリング大会
２４日（日） 昼食会＆レク会

２月２６日（日）昼食会＆レク会

７月２２日（日） 昼食会＆レク会

３月２５日（日）お花見会

８月

バスハイク（工場見学）
昼食会＆レク会

９月

昼食会＆レク会

１０月

ふれあいオリンピック
昼食会＆レク会

オープンスペース利用案内
開所時間

あすてらすフェスタ
１１月

忘年会

9 時～17 時
※毎週木曜日と昼食会の日は
職員会議のため 16 時終了
休館日

１２月

クリスマス会

１月

昼食会＆レク会

２月

ボウリング大会
昼食会＆レク会

第２日曜日
第４水曜日

昼食会＆レク会

３月

お花見会

※6 月か 9 月のどちらかに野球観戦が入る予定です
※ 行事参加希望の方は、締切日までに参加費をそえてお申込み下さい。
★お願い★
（例）昼食会…200 円と米 1 合、クリスマス会…200 円と米 1 合とプレゼント
※ 締め切り日以降のキャンセルは、すでに準備（食材調達や景品等）をしております
のでキャンセル料を頂きます。ご了承ください。
詳しくはサポネットおごおり（℡72－3175）にお問い合わせください♪

移送サービス部門より

～ 念願叶い待望の新車 ～

財源不足の為、新車購入が困難なサポネットおごおりの事情をご理解いただいた会員の皆
様からの「移送サービスは私達に必要なサービス。なんとか継続させてほしいので市の援助
をお願いしたい。」という意見とともに、昨年 11 月、市へ要望書を提出しておりましたが、
市の回答としては、
「国や県の事業であれば市の支援も可能だが、市単独では移送サービスへ
の援助は難しい」ということでした。何か良い案がないだろうかと頭を悩ませていた中、３
月末に嬉しいニュースが届きました！！
昨年度から応募していた郵便事業（株）の年賀寄附金配分事業。昨年は
残念ながら補助の対象になりませんでしたが、今年は認められ、新車購入費
の半額にあたる 120 万円の寄付を頂けることになりました。不足分 126 万円
はサポネット負担になりますが、新車を一台購入できるようになりました。
6 月頃に納車の予定です。
今まで生活支援（同行や訪問等）と兼務で使用していた 1 号車を、今後は生活支援専用車
として使用します。移送サービスは今までの 2 台と新車の３台体制で継続していきます。
今後も、財政面では厳しい状況は変わりませんが、安心してご乗車頂けるようサービスの
向上に努めていきたいと思います。皆様のご協力とご理解をよろしくお願い申し上げます。
4 月からは職員体制を整え、
平日は 3 台、土曜日は 2 台体制
で稼動できるようになりました。
是非ご利用ください♪

新車は次号でご紹
介します。6 月の納
車が楽しみです!!

移送サービスに関するお願い
① 会費更新について（平成２４年度）
会費更新の時期となりました。詳細は別紙をご覧ください。
利用継続登録会費 年間 1,000 円
（有効期間平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

② 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。
（体調不良等、やむを得ない場合は当日の朝９時にご連絡ください）
【問い合わせ・連絡先】
サポネットおごおり 移送専用電話 0942－72－3176

FAX 0942－72－3175

◆団体紹介◆

リレー企画！第７回目は NPO 法人サポネットおごおりの
賛助会員である２つの団体をご紹介します。

小郡ことばを育てる親の会

筑後家族会
（網膜色素変性症の患者と家族の会

きこえやことばが気になる子どもを持つ親たちが
互いに手を結んで悩みや問題を解決し、広く社会の

筑後家族会は、サポネットおごおりの支援を

人々の正しい理解と協力を得ることを目的とし、大

受け平成２２年９月に発足しました。

原小学校ことばの教室が開設された翌年の 2000 年

小郡久留米地区の網膜色素変性症の患者とそ

5 月、正式に発足しました。

の家族が３ヶ月に１回集まり活動しています。
★代表★

佐々木光徳

★会員★

★会員数★

２１名

大原小通級教室通級児や卒業生の保護者

★活動内容★

幼児ことばの教室参加の保護者

発足当時はあすてらすの会議室に集まり、懇談

会の趣旨に賛同する方など

したり、最新の医療情報や生活の質を向上させ
る方法を紹介したりしました。この病気につい

★活動内容★

て専門に研究している大学病院や研究所の最

●通級指導教室の開設や増設に向けての活動

新の研究情報を紹介したり、患者の方の体験談

1999 年 4 月 ことばの教室（きこえやことば等に対す

を聞き、お互いに困っていることを話し合いま

る指導）を開設

した。また、障害者手帳の申請方法や便利な遮

2002 年 4 月 2 教室を実現

光眼鏡、拡大読書器、音声パソコンソフト等の

2009 年 4 月 おおはら教室（読み書き・コミュニケー

購入方法についても情報を交換しています。

ション・社会性等に対する指導）が 1 教室開設

最近ではあすてらす内で花見をしたり、お店

→合計 3 教室となり、4 教室目の実現を目指して要

で食事をしながら懇談したり、料理教室、カラ

望しています。

オケ、ボウリング大会等の
イベントを行っています。

●幼児ことばの教室開設に向けての要請活動
2006 年 5 月 「小郡市幼児ことばの教室」を開設（年

め、どうしても外出を控えがちになります。私

間 6 回開催）
2012 年

この病気の患者の方は視覚に障害があるた

年間 40 回開催へと回数増

たちはそのような方にひとりでも多く参加し
ていただきたいと思っています。お互いの知恵

●年間活動

を絞って、会員相互の親睦をはかり、同じ病気

総会・定例会「お母さんのほっとタイム」・懇談会等

で悩んでいる方の気持ちを少しでも和らげる

の主催と年 3 回のグループ学習（親子レク・学習発

場になればと頑張っています。

表会・お別れ会の支援）、保護者対象の学習会等を

網膜色素変性症と診断され、一人で悩んでい

通級教室と共催で行い、お互いの学習や親睦を深

る方がいらっしゃいましたら、是非一度御連絡

めています。

ください。

＜問い合わせ先＞

＜問い合わせ先＞

〒838-0155 小郡市大保１３９４

小郡市障害者生活支援センター

大原小学校通級教室内

サポネットおごおり （担当 古賀）

℡ 0942-72-5520

℡ 0942-72-3175

◆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

◆青い鳥郵便はがきハガキ無料配布
重度の心身障害者には毎年４～５月に郵便はが
き２０枚が無料で配布されます。
＜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

４月１日から平成２４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 小郡市福祉課社会福祉係
☎ ０９４２－７２－２１１１ 内線 ４４２

問い合わせ先 小郡郵便局郵便課
小郡市小郡 291－1
☎ ０９４２－７２－４４９４
＊市外の方は各郵便局へお問い合わせ下さい

虫歯になる前にチェック!
by しっとおくん

知って得する情報満載！

思いやりの心を育てよう♪

知っ得コーナー

by しっとるちゃん

◆歯科無料検診

◆ふくおか・まごころ駐車場

６月４日～１０日は歯の衛生週間です。
この間は、歯の健診が無料です。
この機会に、歯の健康を考えてみませんか？

障害のある方や高齢の方、妊産婦の方など、車
の乗降や移動に配慮の必要な方が、安全かつ安
心して駐車場を利用できるように支援する制度
が、２月１５日から開始しました。

～みがこうよ

未来へつなげる じょうぶな歯～

問い合わせ先 小郡三井歯科医師会
☎ ０９４２－７２－８７７０

＜対象者＞ ※障害者の場合
・ 身体障害者手帳
※障害によって対象級が異なります

小郡市内では

・ 療育手帳 A
・ 精神障害者保健福祉手帳 １級

あすてらすはもちろん
・マックスバリュ（スーパー）
・福岡日産自動車
にも設置されています★

※ふくおか・まごころ駐車場を利用する場合は、
利用証が必要です。下記に申請して下さい。
問い合わせ先 北筑後保健福祉環境事務所
☎ ０９４６－２２－４１８５

オープンスペース★資料コーナー★

リニューアル!!

松隈産婦人科様より

空気清浄機を頂きました
キレイな空気で気

ご自由に

持ちいいな～♪

閲覧下さい♪

プライムプランツ様より
奥は

花の苗のおすそわけ

マンガ
コーナー

クリスマスローズ

♪♪♪

大きくなあれ♪

各施設・事業所の会報誌は
コチラでチェック☆
本も沢山ありますよ♪

毎月 11 日はマックスバリュ小郡七夕通り店へ行こう♪♪♪
イオングループでは「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」と称し社会貢献活動として
地域で活動している団体へ助成を行っています。
「マックスバリュ小郡七夕通り店」にサポネットおごおりも団体登録させていただいています。

①

②

マックスバリュ小郡七夕通り店で
毎月１１日の「イオン day」に
お買物♪レシートが黄色です！

黄色いレシートを「サポネット
おごおり」の BOX へ投函！
袋詰めの台にあるよ★当日限り

③

集まったレシートの合計金額
１％相当の品物がサポネット
おごおりへ贈呈されます。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします！！！

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。
平成２３年度も多くの皆様（団体：１１団体、個人：８３名）に賛助会員としてご入会いただき
ました。また、心温まるご寄付も頂戴し、サポネットおごおりの活動をご支援いただきまして心よ
り御礼申し上げます。
障害者生活支援事業は市からの委託料で運営していますが、移送サービス事業はＮＰＯ独自の事
業のため、厳しい財源の中で運営しています。ＮＰＯ活動としての事業展開や環境整備には多額の
資金を必要とするため助成金や寄付金、賛助会費の援助が欠かせません。
寄付者・賛助会員

皆様に感謝
昨年度は、団体・個人合わせて 238,000 円の賛助会費とご寄付をいただき、移送車輌 2 台分の車
検費用とタイヤ交換等の車輌整備に使用させていただきました。
このように実現できるのも皆さまのご支援があるからこそです。心より感謝申し上げます。

平成２４年度賛助会員 加入のお願い
今後も地域に愛される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。
賛助会員（団体） 年間（一口 5,000 円）
賛助会員（個人） 年間（一口 1,000 円 ※何口でも結構です）
※郵便振替

お問い合わせは

口座番号 ０１７８０－１－４３４９８
加入者名 特定非営利活動法人 サポネットおごおり

サポネットおごおり

まで

℡０９４２－７２－３１７５

寄付者・賛助会員（順不同・敬称略）～皆さまの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。ご了承ください

平成２３年１２月１１日～平成２４年４月１６日現在

福祉用具機器リサイクルしましょ♪ お譲りします＆お譲りくださいコーナー
■「お譲りします」用具
① 杖

②介護用シューズ（26.5cm）

③

紙オムツ（パンツ型）

※修理費がかかる場合は実費負担となります。ご了承ください。

■「お譲りください」用具
①車椅子
②紙オムツ（テープ式）

※譲って欲しい福祉機器がありましたらご連絡（ご予約）下さい。
優先的にご案内いたします。

③簡易車椅子（折りたたみ式）
④歩行器（キャスターなしタイプ）
⑤浴槽用手すり
⑥シルバーカー
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。

〈問い合わせ先〉

サポネットおごおり

０９４２（７２）３１７５

バザー用品協力のお願い

書損じハガキ・切手

１０月に開催されるあすてらすフェスタで、今年もバザーを行い

★お譲りください★

ます。ご協力をお願いします!!

出品できる物
出品できない物
・未使用の家庭用品や衣類
・酒類
・食品（缶詰、油、砂糖など）
・古着
・手作り品
・古本
※８月１日から受け付けますので、それまでもうしばらくお
取り置き願います。
【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/FAX 0942－72－3175

サポネットでは寄付していただい
たハガキや切手を、郵便局で 80 円
切手に交換し、会報誌の発送に役立
てております。昨年度は
ハガキ 総数 712 枚
切手
総額 54,655 円分
のご寄付を頂きました。
おかげさまで大変助かっておりま
す。ありがとうございます！

相談部門より

県→市町村へ

指定が変更しました

平成２４年４月１日より、障害者自立支援法の改正に伴い、相談支援事業所として福
岡県から指定を受けていたものが小郡市からの指定に変更となりました。
相談支援の内容につきましては、これまでと変わりありませんので、安心してご相談
ください。
特定相談支援事業

障害児相談支援事業

指定通知書

指定通知書

～サポネットおごおりの入口に掲示しています～

【問い合わせ先】

小郡市障害者生活支援センター

サポネットおごおり

〒８３８－０１２６ 小郡市二森１１６７番地１
小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」内
電話／ＦＡＸ ０９４２－７２－３１７５

利用料は無料

土日祝日も

です☆

開いてます☆

