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「あなたらしさ」を応援するために
「サポネットおごおり」は開所して６年目になりますが、この５年間で様々な障害児・者や家族
の方たちと関わらせていただきました。その中で感じたことですが、障害があるなしに関わらず誰で
もが自分らしい生活を行い、自分の意思で行動したいと思っていることです。どんなに障害が重くて
も世の中に役に立ちたい、仕事をしたいという気持ちは誰もが変わりありません。しかし、それが障
害のために実現困難な場合や生きづらいという気持ちを感じることがあるのです。そのために周囲の
環境を少しだけ変えたり、周囲の誰かがちょっと寄り添うことで、それが可能になることがあります。
人それぞれ自立の程度は違いますが、それを誰もが認め合うことこそ、生きる糧となり、その人らし
く生きていけるのではないでしょうか。
「障害があっても、安心して暮らせる街づくり」とは、平成２１年１月に立ち
あがった自立支援協議会での小郡市自立支援協議会の目標です。これから小郡市
の障害者の皆さんがここに住んでよかったというような街づくりを推進していか
なければなりません。「サポネットおごおり」としても、現事業のサービスの充実
や、利用者の要望に応えられる社会資源の開発を行っていきたいと思っています。
「サポネットおごおり」の基本理念は、その人らしさを失うことなく、支援者
も同じ目線に立って考えていくことです。常に利用者主体を念頭に置き、今年度
も職員一同、微力ながら障害者福祉にまい進していく所存です。今後とも皆様方
のご協力、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
ホームページのご案内
サポネットおごおりのホームページが
あることをご存知ですか？
センター長の想いが綴られた『センタ
ー長のひとりごと』の他、行事など様々
な情報を掲載しています。この度、リ
ニューアルしましたので是非一度ご覧
ください☆
サポネットおごおりで検索
するとすぐに出てきます♪

サポネットおごおり

センター長

古賀

トップページはこちら☆

敏幸

★活動報告★
１２月２３日（祝）クリスマス会
１月１１日（祝）昼食会＆レク会
☆メニュー：お好み焼き
１月２４日（日）お菓子作り会
☆メニュー：ぜんざい、きなこドーナッツ
２月１１日（祝）昼食会＆レク会
☆メニュー：手巻き寿司
２月２１日（日）ボウリング大会
３月 ７日（日）ボランティア交流会
３月２８日（日）お花見会

一昨年は雨、昨年は曇りで寒～いお花見でしたが・・・今年は皆さんの願いが通じたのか、
いいお天気になりました☆
花見の後は…
お散歩☆

巻き寿司にも挑戦！

おやつ会・お散歩会 予定にはなくても思いつきで（笑）♪こんなこともやってます♪
おやつ会☆

お散歩会☆

★活動予定★
４月２５日（日）昼食会＆グランドゴルフ会
５月３０日（日）昼食会＆レク会
６月 ６日（日）ボウリング大会
６月２７日（日）昼食会＆レク会

☆メニュー：サンドウィッチ
☆メニュー：未定
☆メニュー：未定

※ 行事参加希望の方は、1 週間前までに電話か来所にてお申込み下さい。
※ 参加費のある行事（昼食会、ボウリング大会など）の場合、締め切り日以降のキャンセルは、
すでに準備（食材調達や景品準備）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。
お願いだブ～☆
※ レクレーション会は当日参加も OK です。（無料）

◆団体紹介◆

リレー企画！第１回目は NPO 法人サポネットおごおりの
正会員（団体）でもある２つの団体をご紹介します。

小郡地区
「障害」児（者）教育を考える会
１９８４年１０月に、地域でのいじめや差別を
なくし「障害」を持つ人も持たない人も「共に学
び、共に生きる」ことのできる社会をめざして発
足しました。
★活動内容★
・ 子ども達と一緒の活動
（焼きそば会、バスハイク、キャンプ、もちつき会
等の行事、お泊まり会、ホリデースクール等）
・ 学習会
（福祉を考える学習会、教育相談・就学相談、
講演会等）
・ バザー（ポピー祭り、小郡夏祭り）
・ 物販等
★ショップ「かえるランド」★
レンタルボックス形式で、地域の皆さんの手作
りの品を販売したり、考える会、福祉作業所、協
力者等の物販をしたりしています。
また、コーヒーやジュース、手作り廃油石鹸、祝
い箸、リサイクル品等の販売をし ています。憩
いの場、交流の場、談笑の場、飲み会の場等と
してもご利用下さい。
【オープ ン時 間 】
☆月・水・土・・・１２時～１５時
☆ 金
・・・１２時～１９時
・西鉄三沢駅から歩いて５分
・小郡市立三国小学校すぐそば
『 考
・ふれあい館三国の東隣
え
る
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＜問い合わせ先＞

（事務局）〒８３８－０１４１ 小郡市三沢４１５１－１
集いの家「みんなのかえるランド」
℡：０８０－５６０４－１１４７

小郡市
身体障害者福祉協会
小郡市身体障害者福祉協会は、財団法人
福岡県身体障害者福祉協会に加盟し、県の
障害者相談員を選出しています。
★協会員の内訳★
肢体不自由者、内部機能障害及び、聴力障
害者福祉協会や盲人福祉協会、難聴者中途
失聴者協会が加入しています。
★活動内容★
毎年春に行われる県主催の障害者スポーツ
大会には、アーチェリーや水泳、陸上競技に
たくさんの人が参加しています。特にアーチェ
リーは県内でも上位成績を収め、全国大会に
出場した会員もいます。
また、相談員総会や研修会、及び北筑後ブロ
ックでの研修会に参加しています。更に、協会
独自の行事として、会員の親睦を深めるため
「あすてらす」での総会や懇親会、グランドゴ
ルフ交流や国民宿舎「ひびき荘」への日帰り
旅行を行っています。
１００名ほどいた会員は高齢化が進み、現在
少なくなっています。新規加入者を歓迎します
ので、加入されたい方はお電話ください。尚、
併せてアーチェリー会員も募集しています。
＜問い合わせ先＞

サポネットおごおり
℡：７２－３１７５

次回も
お楽しみに☆

盲導犬と歩いている人を街で見かけたことはありませんか？
今回は盲導犬と生活されている福田仁美さん（小郡市内在住）にお話を伺いました。
私が盲導犬とウォーキングライフを始めて、25年を経過しました。
当時は盲導犬に対する理解度が低くてつらくて悲しい思いをしたことも少なくありません。その
理解度も補助犬法が出来たこと、ITのお陰で高まったことは間違いはありません。
しかし、そのために逆にとんでもない誤解を受けていることも残念ながら多いです。それは盲
導犬＝介助犬と思われていること。盲導犬と介助犬では使う用途も訓練の仕方も違います。また、
盲導犬は 24時間常に仕事を強いられてかわいそうと思われていることも多いですが、あくまでも
彼らは視覚障害者の歩行をアシスタントするための補助犬です。家の中での仕事は彼らにはあり
ません。
盲導犬を実際に見たことはないけど、マスコミなどで知識は豊富という方も多くなりました。
しかし、マスコミで取り上げられる部分は一部、しかも美談が多くてこれも迷惑していることも
事実です。
受けた訓練を持続させるのもユーザー（視覚障害者）の力量。そのユーザーを引き立てるのが
盲導犬、このコンビネーションが崩れれば快適なウォーキングライフは出来ません。また、二人
五脚では困難多い道路は歩いては行けません。彼らにベストの仕事をしてもらうためにテンショ
ンをやや押さえて仕事をさせます。低いほうが集中力が高まり、いい仕事が出来るからです。そ
のテンションを高めるような妨げはしていただきたくはありません。
テンションが高まる→集中力がなくなる→事故に繋がる→リタイヤ
盲導犬候補犬が少ないと言われている中、些細なことでリタイヤさせたくないです。
『仕事中に撫でる』
『食べ物を与える』これはどんなことがあっても、していただきたくない行為
です。
やっと実働数が 1000頭に達した盲導犬。1頭に、200～300万円は掛かると言われる盲導犬。皆
様の心あるご理解をいただきたいです。そして 正しい知識を持って理解度を高めていただければ
幸いです。

盲導犬とは？

盲導犬のシンボル☆

目の不自由な人が行きたい時に行き
たい場所へ出かけられるように、盲導
犬は障害物を避けたり、段差や角を教
えたり、安全に歩くためのお手伝いを
します。道路交通法や身体障害者補助
犬法という法律でも認められていて、
目の不自由な人と一緒に電車やバスに
乗ったり、お店などに入ることができ
ます。

盲導犬が体につけている白い胴輪
をハーネスといいます。ハーネスを
通して盲導犬の動きが盲導犬ユーザ
ー（使用者）に伝わり、安全に歩く
ことができます。
例）・ハーネスが少し左に動いて止まる
→左に角がある
・ハーネスが少し上に動いて止まる
→昇りの段差か階段がある

～(財)日本盲導犬協会のホームページより抜粋～

◆青い鳥郵便はがきハガキ無料配布
◆小郡市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枚を限度）交付
し、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
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

・ ・ ・

＜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

重度の心身障害者には毎年４～５月に５０円の郵
便はがき２０枚が無料で配布されます。

＊今年も４月１日から該当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ご準備いただき、
手続きを行ってください。
問い合わせ先 小郡市福祉課社会福祉係
☎ ０９４２－７２－２１１１ 内線 ４４２
＊市外の方は各市町村へお問い合わせ下さい

知って得する情報満載！！

知っ得コーナー
しっとるちゃん

◆赤十字会館利用について
しっとおくん

◆車椅子の貸し出ししています
旅行・通院等の外出に利用できます。
介助に便利な
手ブレーキ付

問い合わせ先 サポネットおごおり
☎０９４２－７２－３１７５

久留米赤十字会館では障害者手帳を見せると
本人と付添い１名は利用料が全額免除となります。
＜通常料金＞
温水プール ２時間４００円（延長３０分毎１００円）
フィットネス ２時間２００円（延長３０分毎１００円）
＜開館時間＞ ９：３０～２０：４５（２１：００閉館）
＜休館日＞
毎週水曜日
問い合わせ先 久留米赤十字会館
久留米市宮ノ陣町３丁目４番２７号
（久留米ビジネスパーク内）
☎ ０９４２－３６－５８４３

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車椅子（介助用）

②簡易車椅子（折りたたみ式）

③杖（伸縮タイプ）

折りたたんで
持ち運べます

■「お譲りください」用具
①紙おむつ…リハビリ用ではないテープ式
②歩行器（大人用）
③シルバーカー

サイズ：成人用Ｓ～Ｍ

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

書き損じハガキお譲りください
サポネットでは寄付していただいた書き損じハガキ
を郵便局で切手に交換し、会報誌の発送に役立てて
おります。
毎回ご寄付いただきとても助かっています。
ありがとうございます！！

使わなかった年賀状や
切手も集めています

０９４２（７２）３１７５

昨年度皆様からいただいた寄付
平成 21 年度（4 月～３月）

書き損じハガキ
切手

1037 枚
51 枚

寄付総額 ￥47,993
(交換手数料￥5,185 を含む)
会報誌発送料￥60,620 のうち、
約８０％を寄付でまかなうことが
できました！！

☆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。
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。
利用登録を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。
登録料は無料です。皆さまの登録お待ちしております。

新人職員紹介

☆ボランティア大募集！！☆
よろしく

お願いします！

サポネットおごおりでは毎月様々なイベントを開催中です。
お菓子作りや昼食会での調理、レクリェーション会でのソフ
トバレー・バドミントン・卓球、散歩など利用者の皆さんと
一緒にイベントを楽しんでくださるボランティアさんを大
募集しています。
また、オープンスペースで利用者の皆さんと一緒にお話をし
ながら楽しく時間を過ごしてくださるボランティアさんも
常時募集中です。
・自分の趣味や特技を活かしたい！
まずはお気軽に遊びに
・何ができるかわからないけど…
来て下さ～い♪
どんな方でも大歓迎！！

4 月から事務担当としてお世話にな
ります本村正孝です。
大きな体をしていますが「石橋を叩
いて壊す」性格です。話し下手なの

サポネットおごおり
☎７２－３１７５ までご連絡ください。

移送サービス部門より報告です☆

福祉有償運送事業登録証 更新

このたび、福祉有償運送事業者としての継続登録申請を
行いましたところ、平成２２年２月８日に九州運輸局福岡
運輸支局より、平成２５年２月２８日まで有効の登録証を
頂きました。
引き続き、無事故を目指して安全運転に努めていきたい
と思っております。
センター長 古賀敏幸

で、みなさんからどんどん声をかけ
てください！

平成 22 年度 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 21 年 12 月 16 日～平成 22 年 4 月２０日現在

平成２２年度賛助会員 加入のお願い
日ごろ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、引き続きサポ
ネットおごおりの活動を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 口座記号番号 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
問い合わせは

サポネットおごおりまで

パート運転手

電話 ０９４２（７２）３１７５

募集

職種：福祉有償運送運転手（障害児（者）移送サービス）
勤務地：特定非営利活動法人 サポネットおごおり
（小郡市二森１１６７－１

総合保健福祉センター「あすてらす」内）

資格：普通 2 種免許所持、年齢不問
時間：午前中３～４時間程度 曜日にて変動あり
時給・待遇等、詳細は面談の上

障害児・者や特定疾
患者さんの移送サー
ビ ス です 。思い や り

応募：随時。電話連絡後、履歴書（写真添付）を持参してください。

のある運転ができる

電話：0942－72－3175

方を募集します。

担当：サポネットおごおり

古賀敏幸

