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イオン小郡 まごころ
まごころ商品 販売会

２月９日（土）小郡市自立支援協議会 就労ワーキングチームの主催による『小郡・
まごころマルシェ』をイオン小郡ショッピングセン ー「おりひめ広場」で開催し
ました。今年は例年の「就労セミナー」を
ました。今年は例年の「就労セミナー」を替えて
替えての開催で、地域の方々に障がい者
の開催で、地域の方々に障がい者
就労への関心や近いを深めて頂く為の
就労への関心や近いを深めて頂く為の初めての取り組みでした。市内７就労系事業
初めての取り組みでした。市内７就労系事業
所と小郡特別支援学校高等部で制作した
所と小郡特別支援学校高等部 で制作した物を『まごころ商品』として紹介、販売を
を『まごころ商品』として紹介、販売を
行いましたが、たくさんの方々が来訪され天心園のパンは好評であっという間に売
り切れるなど盛況でした。市関係者も来訪され、早速ふるさと納税の返礼
り切れるなど盛況でした。市関係者も来訪され、早速ふるさと納税の返礼品として
リストアップして頂きました。本当にありがとうございました。
セン ー長 古賀敏幸
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≪商品紹介≫
色んな種類の味噌

園

大人気のよろ酢。
生徒さん達の様々

和紅茶・クッキーやポ

な作品色々！

ップコーンもあるよ♪

靴下や座布団も
あるよ♪

があるよ♪

こぐま学園

小郡特別支援学校

風の丘

ワークショップ虹

色んなパン！ほぼ

名刺入れ、スピーカー等、

新鮮な野菜！事業所

アクセサリー

全部 100 円♪

多彩な木工品！

でも買えるよ♪

もあるよ♪

天心園

ろーど

らいふステージ

ＫＡＴＡＲＵ

相談支援部門

≪小郡市自立支援協議会 ネットワーク会議≫
２０１８年度も例年どおり３回開催されました。
≪第１回≫ 各ワーキングチームの活動報告を行いました。会議内では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、発表を
通して全体で共有しました。多くの事業所の皆さまからもっと勉強をしたいと意欲的な声が
上がりました。
（参加者６５名）
≪第２回≫ ２０１８年７月に起きた大雨の時に事業所や病院の職員がどのように対応した
のかなど事前アンケートを基に緊急時の体制や判断など共有し、災害時に何が出来るのかな
どグループワークを行いました。事業所ごとの対応方法、マニュアルの作り方など活発な意
見交換を行う事が出来ました。地域の方との連携や災害時にどのように支援がいる方を見つ
けていくのかなど課題も見え、災害に対する意識を高めていく会議となりました。
（参加者５
６名）
≪第３回≫

２０２０年４月から設置が義務付けをされている「地域生活支援拠点等の整備」

について核となる①相談 ②緊急時の受け入れ・対応 ③体験の機会・場
④専門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づくり

の５つの議題においてグループワークを

行いました。当日は多くの方が参加し、小郡の今ある資源でやれること、あった方がいい資
源などを上げいただき、小郡市のこれからの地域の福祉をどうしていくのかを考えていく良
い機会となりました。(参加者６６名)
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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

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

今年のクリスマスは 塊
ティッシュでザックザク！！

１月昼食会 きんぴらごぼう

ちゃんと転がるかなぁ～

２月昼食会 うどんセット

今年の豆まきは
今年の豆まきは、鬼が３人！！
鬼が３人
今年も出し物ありがと
今年も出し物ありがとう
ございました！！

★活動報告
報告★（１２月～３月）
（１２月～３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 ３日（日）豆まき
２月１７日（日）昼食会＆メンズデイ
レディースデイ

オープンスペース利 用 案 内
開 所 時 間

９：００～１７：００

16 時 終 了

毎 週 木曜日・行事日
木曜日・行事

休

第２日曜日・第４水曜日

館

日

３月２４日（日）お花見会＆お散歩会

４月２０日（土）
４月２０日（土） 野球観戦（２軍小郡球場）
野球観戦（２軍小郡球場）

１０月２７日（日） あすてらすフェス

２８日（日）
日（日） 昼食会＆レク会
昼食会＆レク会

１１月１７日
１１月１７日（日） 昼食会＆レク会

５月２６日（日）
５月２６日（日） 昼食会＆レク会

１１月２４日（日） 忘年会

６月１６日（日
６月１６日（日） 昼食会＆レク会

１２月２２日（日）
１２月２２日（日 クリスマス会

７月
月２８日（日）
日（日） 昼食会＆カラオケ

１月２６日（日） 昼食会＆レク会

８月

２月２３日（日） ボウリング＆お弁当デイ

（予定
（予定） 野球観戦(１軍ドーム
野球観戦 １軍ドーム)

９月２９日（日） 昼食会＆レク会

３月２４日（日） お花見会
お花見会＆カラオケ
＆カラオケ

１０月２０日（日）
１０月２０日（日） ふれあいオリンピック

※ 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
会員の皆様には、運行に際して、いつもご
会員の皆様には、運行に際して、いつもごご理解・
ご理解・協力いただき、誠にありがと
協力いただき、誠にありがと
うございます。おかげ様で、無事故・無違反で無事に
うございます。おかげ様で、無事故・無違反で無事に新年度を迎えることができま
無事故・無違反で無事に新年度を迎えることができま
した。深く感謝申し上げます。
新年度も
新年度も会員の皆様を目的地まで、安心・安全に送迎できるように、
会員の皆様を目的地まで、安心・安全に送迎できるように、
会員の皆様を目的地まで、安心・安全に送迎できるように、丁寧な運
丁寧な運
転を心がけ
転を心がけ運転手一同、努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上
運転手一同、努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上
げます。
げます。予約が重なる場合もあり、
予約が重なる場合もあり、
予約が重なる場合もあり、会員の皆様には、送迎時間の調整など、ご迷
会員の皆様には、送迎時間の調整など、ご迷
惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
（Ｈ２９．
．4 ～ H
H3０．2 まで）
まで
送迎回数
平成２９
平成２９年度（Ｈ

５，２４９件

（Ｈ３０．
．4 ～ Ｈ
Ｈ3１．2 まで） 送迎回数
平成３０
平成３０年度（

４，５６３件

上記のとおり回数も減少しており、特に祝日などは当日のご連絡でも運行できる
時間帯もございますのでご連絡いただければお迎えに上がることができます。
ご連
絡よろしくお願いいたします。

移送サービスに関するお願い
① 会費更新について（２０１９
会費更新について（２０１９年度）
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 ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）
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

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
予定変更等でキャンセルの場合 、 前日、１７時まで
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） 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
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。

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）
障がいに関係するマークの第３弾！
このマークは
このマークは『聴覚障がい者標識』といって
『聴覚障がい者標識』といって
『聴覚障がい者標識』といって耳の形をモチ
耳の形をモチ
ーフとして蝶にも見えるようにデザインされたマークで
ーフとして蝶にも見えるようにデ ザインされたマークで
普通自動車を運転することができる聴覚障
普通自動車を運転することができる聴覚障がい
がい者の方が
の方が
表示しています。
このマークを付けてある方は、
このマークを付けてある方は、
「特定後写鏡」
（ワイドミラー）の装着とこのマー
クの表示が義務づけられています。
ただし、どちらも小型特殊自動車や二輪車では、
ただし、どちらも小型特殊自動車や二輪車では、取り付ける場所がないという事
取り付ける場所がないという事
で装着義務はありません。
装着義務はありません。
※ 身体障害者標識と異なり表示しなかった場合、違反点数（
身体障害者標識と異なり表示しなかった場合、違反点数（1 点）、反則
などが課せられます。
また初心者マーク
初心者マークと同様に危険防止の為
初心者マークと同様に
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
「初心運転者等保護義務違反
反則 や点数が引かれますのでご配慮よろしく
初心運転者等保護義務違反」
初心運転者等保護義務違反 で反則
お願いいたします。

プルタブで車 いす♪
プル 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 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
72-3175
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。
.
２０１８
２０１８年１１
１１月１６
月１６日～２０１９
２０１９年３
３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。

★お譲りください★
などを集めています。ハガキ
を郵便
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。
局で交換し、会報誌の発送に役立てています。また、
また、古切手
は慈善団体などより東南アジア
より東南アジア
古切手は慈善団体
等の学費援助
等の学費援助などに当てられ
当てられています。
ています。これからも
これからも皆様のご協力の程よろしくお願いいた
皆様のご協力の程よろしくお願いいた
皆様のご協力の程よろしくお願いいたし
ます。昨年度は
ます。昨年度はハガキ・切手
あわせて
ハガキ・切手あわせて
２０１９年
年２月現在）
月現在）
３３，３６０
３３，３６０円 （２０１９
ハガキ寄付
４６２
４６２枚 のご寄付を頂きました。
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
皆様のご寄付ありがとうございました♪
ありがとうございました♪

２月２３日（土）にボランティアさんと職員の
親睦会を開催しました
親睦会を開催しました。
ボランティア１１
ボランティア１１名、職員１２
職員１２名の計２３
の計２３名が
が
集まり、会食をしながら、
集まり、会食をしながら、話にも花が咲き
話にも花が咲き
カラオケや手話歌など盛り上がり、
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。
これからもよろしくお願いいたします♪
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知って得する情報を載せてるよ

クシーチケットの
裏に使える会社がの
っているよ♪

知っ得コーナー

◆福祉タクシー利用料 助成
重度の障害を持つ方
重度の障害を持つ方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
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
から２０１９年度分の
年度分の クシー利用券が交付されます。
３月２５日から２０１９
３月２５日
を持参し、手続きを行ってください。
を持参し、手続きを行ってください。
障害者手帳と印鑑を持参し、手続きを行ってくだ
障害者手帳
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

～ 新人職員紹介 ～

初めまして
初めまして、今年の１月から移送
、今年の１月から移送担当を
、今年の１月から移送担当をさせて
させて頂い
ております。
移送の仕事を
移送の仕事を始めて
始めて２か月程経ちました
２か月程経ちました
２か月程経ちましたが、
、まだ不
慣れな点が多々ありますが利用者の方とのより良い
コミュニケーションを取りながら安全運転に心がけ
て一生懸命頑張っていきますので今後ともよろしく
お願いいたします。

木村 繁利
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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

■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
紙オムツ
・車椅子
車椅子、シルバーカー
シルバーカーなど
など

・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。

☆譲ってください☆
譲ってください☆

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♪

・ 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

☆お譲りします
☆お譲りします☆
・ 読書拡大機

・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。

【問い合わせ連絡先】 サポネットおごおり 電話 ０９４２
０９４２(７２)３１７５

毎 月 11 日 は イ オ ン

『イオン 幸 せの黄 色 いレシート

ャンペーン』

毎月１１日
毎月１１日の「イオン
の「イオン day」でお買物
」でお買物
・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♪
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