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～ ボランティアさん ありがとう ～
サポネットおごおりにはオープンスペースに遊びに来てくださったり、行事のお手伝い
をしてくださったり、様々な形で協力してくださるボランティアさんがいます。
そんな中からお二人の方にメッセージをいただきました。
６１歳の女性です。昨年の８月から昼食会のボランティアに参加しております。昔からボランティアに興味を
持っておりましたが、チャンスがなく今に至りました。全員で昼食を作り、そして楽しい昼食会。午後からは
レクリェーション会。ソフトバレーとバドミントン、卓球。本当にそれだけかもしれませんが、私にとって唯
一な１日。昼食会は限られた予算・時間の中で献立や食材探しなど職員さん達の苦労、そして参加者の方々は
色々な病気や障害を抱えながらも、一つずつ野菜を洗い、肉を切り、出来ないところもみんなで手助けしあい
協力して出来上がると、毎回言葉に出来ないくらいの喜びがあります。そして「いただきます」
。この時のみな
さんの笑顔が大好きです。誰もが一つも残さず、食材の有難さを知っておられます。これが私の宝物です。午
後からのスポーツでは、みんな一生懸命ボールに打ち込み、健常者の方からは想像がつかないかもしれません
が、一つ出来れば大変な喜びが上がります。勝ち負けではなく皆さんが本当に一生懸命にされ、それに対し職
員の方達が、またそれ以上の喜びを表現されます。こんなボランティアは私にとって生きがいです。
（Ｆさん）
リストラになってちょうど 1 年目の昨年の 10 月、あすてらすフェスタで顔見知りの古賀さんに「仕事を辞め
て 1 年専業主婦してるよ」
「私に何か手伝えることない？」なんて軽い気持ちで話しました。即、声をかけて
頂き、11 月の昼食会に参加することになったのです。不安な気持ちで出かけましたが、それが一気に変わり、
見ず知らずの私に笑顔で話しかけてくれて、ボランティアが何か反対に私がボランティアされているような、
癒された気持ちで 1 日楽しく過ごすことが出来ました。そしてレクリェーションでの課題も見えてきました。
ママさんバレーを 25 年程している私が、運動神経はある方だと思っていた私が、バドミントンが苦手だとい
うことです。ラケットの空振りばかりです。これからは苦手克服と皆さんの笑顔で癒されに、出来るだけ参
加したいと思っていますのでよろしくお願い致します。
（Ｅさん）
３月３日（日）、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１７名、職員９名の合計２６名。
初めましての方もお久しぶりの方も、
即興の歌にダンスに大盛り上がり♪
楽しいひと時となりました。
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ボランティアは
随時募集中です♪

相談支援部門より

小郡市自立支援協議会～平成２４年度を振り返って～
小郡市自立支援協議会は２月１９日にネットワーク会議が無事終わり、すでに来年度にむ
け着々と計画を進めております。小郡市内の障害児・者に関わるみなさんに集まっていただ
く【ネットワーク会議】と【事例検討会】は平成２４年度も大変好評をいただきました。
また、新たな試みとして始まった【事業所連絡会】や【学校教育連絡会】でも活発な意見
交換が行われ、更に参加者のさまざまなニーズを反映させた連絡会にしていきたいと考えて
います。

【平成２４年度活動報告】
ネットワーク会議
第１回 平成２４年５月２９日（火）１８：００～２０：００ 参加者５１名
講義＆グループワーク「住み慣れた地域でその人らしい生活を
～小郡市地域包括支援センターの取り組みを通して～」
講師：小郡市地域包括支援センター 社会福祉士 稲吉江美氏
第２回 平成２４年９月１３日（木）１８：００～２０：００ 参加者５３名
講演「東北大震災及び九州北部豪雨から学んだこと
～社会福祉協議会の取り組みをとおして～」
講師：うきは市社会福祉協議会 國武竜一氏
第３回 平成２５年２月１９日（火）１８：００～２０：００ 参加者４７名
講義＆グループワーク「みんなで考える成年後見制度」
講師：福岡高齢者・障害者虐待対応チーム 社会福祉士 稲吉江美氏
事例検討会
第１回 平成２４年７月１９日（木）１８：００～１９：３０
事例発表者 イルカの会 障害児の保護者 「未来を紡ぐ」
第２回 平成２５年１月２４日（木）１８：００～１９：３０
事例発表者 ろう者と難聴の方各１名ずつ

参加者６５名
参加者４０名

事業所連絡会
第１回 平成２４年４月２７日(金)１８：３０～２０：００ 参加者２３名(９事業所、病院)
自己紹介、勉強会「就労について」、次回の検討内容について「評価表」「個別支援計画」
第２回 平成２４年１０月５日(金)１８：３０～２０：００ 参加者３０名(１２事業所、病院)
自己紹介、勉強会「個別支援計画書について」、次回の内容について
学校教育連絡会
平成２４年８月２４日（金）９：３０～１１：３０
参加者 小学校５校８名、中学校２校２名、高校１校１名、特別支援学校１校１名
障害福祉サービス等に関する質問を事前に受付 質疑応答等によって進行
障害福祉計画チェック委員会
平成２４年１２月１７日（月）１７：３０～１８：３０
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運営委員１４名

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☆
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。

メリー
クリスマス♪

ヤッター！！
ストライク！
念 願の優 勝が
で きてよ かっ
たです！！

初企画

レディースデー♡♡♡

★活動報告★（１２月～３月）

「オープンスペースに入りたいけど…男性が多くてちょっ
と入りにくいなぁ」という声から生まれました！！
新年度も時々開催予定です♪

１２月２４日（祝）クリスマス会
１月２７日（日）昼食会＆レク会
2 月 3 日（日）ボウリング大会
2 月２４日（日）昼食会＆レク会
3 月３１日（日）花見会

オープンスペース利 用 案 内
16 時終了 木曜日・昼食会の日
フェイスマッサージをしたよ☆

休館日 第２日曜日・第４水曜日
通常は 17 時まで開所しています♪

4 月２９日（祝） 昼食会＆レク会

１０月２７日（日） あすてらすフェスタ

5 月２６日（日） 昼食会＆レク会

１１月１７日（日） 昼食会＆レク会

6月

１２月

2 日（日） 野球観戦（ソフトバンク vs 阪神）

6 月２３日（日） 昼食会＆レク会
７月

1 日（日） 忘年会

１２月２２日（日） クリスマス会

7 日（日） ボウリング大会

１月２６日（日） 昼食会＆レク会

７月２８日（日） 昼食会＆レク会

２月 ２日（日） ボウリング大会

８月２５日（日） 昼食会＆レク会

２月２３日（日） 昼食会＆レク会

９月２９日（日） 昼食会＆レク会

３月３０日（日） 花見会

※行事の参加申込締め切りは一週間前です。

１０月２０日（日） ふれあいオリンピック
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◆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。

◆青い鳥郵便はがきハガキ無料配布

＜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。

重度の障害者には毎年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＞

＜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

・身体障害者手帳 1・２級
・療育手帳 A
受付期間： 平成２５年４月２日 ～ ５月３１日

４月１日から平成２５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

問い合わせ先 小郡市福祉課障害者福祉係
☎ ０９４２－７２－２１１１ 内線 ４４２

タクシー券はサポネット
の移送サービスでも使え
るよ♪

by しっとおくん

サポネットではプルタ
知って得する情報満載！

知っ得コーナー

＜障害者手帳の種類と対象等級＞

・ 身体障害者手帳 １～４級
・ 療育手帳 A・B
・ 精神障害者保健福祉手帳 １～３級
※健康な家族の方と同居されている方はお
断りする場合があります。
問い合わせ先 小郡市立図書館
小郡市大板井１３６－１
☎ ０９４２－７２－４３１９

by しっとるちゃん

バザー用品協力のお願い

◆図書の宅配サービス
図書館へ来館するのが困難な方へ、貸出
図書を自宅まで宅配するサービスです。

ブも集めているよ♪

１０月２７日（日）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
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◆団体紹介

リレー企画！第１０回目は NPO 法人サポネットおごおりの
賛助会員の団体をご紹介します。

「サポネットおごおり」を支える会 ねこの手
「ねこの手」の名称は、ねこの手も借りたい･･･の思いを込めてつけました。
手作りの品やご家庭で眠っている日用品等のご協力いただいた物をバザーなどで売り、その収益
金を「サポネットおごおり」に寄付しています。
【手芸部】
《きっかけ・出会い！》
社会福祉協議会主催の「地域福祉講座」を受講した手芸に興味のある初対面の数人が、当時ボ
ランティアセンターにいた故 原孝子さんから「１年に１回でもいいから協力してほしい」と声を
かけられ、依頼されたおもちゃを入れる袋、コピー機や椅子のカバーなどを作り始めました。
そのうち、１０月に行われるあすてらすフェスタのバザーで手作りの品を売り、収益金を寄付
しようということになり現在に至っています。
基本的には月に１～２回金曜日に集まって作業していますが、自宅で作り協力している人もい
ます。その間にあちこちと手芸教室などに行き、作るネタ探しや自己研鑽の楽しさを味わってい
ます。
《目的・夢》
収益金を得ることだけではなく、自分達が身近に出来る物創りから障害者や高齢者の方々への
関わりや理解へと温かい思いが行きかい、その和が広がっていけばいいなと思っています。
どうぞ縫い物に興味のある方のご協力を「ねこの手」も借りたい思いでお待ちしております。
ボタン付きの
三角巾です

＜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
℡ ０９４２－７２－３１７５

オープンスペースのソファが壊れたた
め新たなソファを探していたのですが、
松隈産婦人科様よりソファを譲って頂
きました。座り心地もよく、みなさんお
気に入りの場所になっています。大事に
使わせていただきます。

お譲りください
書き損じハガキや未使用切手・古切手な
どを集めています。寄付していただいたハ
ガキや切手を郵便局で新しい切手に交換
し、会報誌の発送に役立てています。昨年は
ハガキ
切

ありがとうございました

３２，５４９円

幅 もピッタリ♪

手

２４，５３０円
（平成２５年１月現在）
のご寄付を頂きました。

ありがとうございました
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賛助会員の皆様、ご寄付者の皆様に感謝
平成２４年度も多くの皆様（団体会員５団体・個人会員９５人）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いたしました。サポネットおごおりの活動をご支援いただ
きましたことに、心より御礼申し上げます。
昨年度の賛助会費や寄付金で事務所にエアコンの空気循環機を取りつけ、オープンスペースに掲
示用ボードを設置して環境整備を行うことが出来ました。また、備品としてインクジェットプリン
ターの購入にも活用させていただきました。移送サービス事業では、3 台分の車両点検やオイル交
換、タイヤ交換、ガソリン代補助と車両の維持経費にも充当させていただきました。事業が継続で
きるのも皆様のご支援があるからこそと心より感謝申し上げます。
昨年度は郵便事業（株）より移送サービス用の新車購入費の一部として、寄付をいただきました
ので、３台のうちの１号車を新車両で稼動することができました。
しかし、2 号車が 9 年目で走行距離が 17 万㎞を超え、設備費用に経費がかかっています。その
ため２５年度は、新車両への買い替えを予定しております。その購入のため助成団体への申請を行
う予定ですが、満額の寄付金ではないので自己資金が必要となってきます。
まだまだ、移送サービスの財源は慢性的に不足し不安定ではありますが、皆様のご要望がある限
りは継続していきたいと思っております。今後の展開ではグループホームの開設準備と課題は多々
ありますが、これからも地域で生活される障害者の方の要望にこたえられるような活動を行ってい
きたいと思っていますので、応援をよろしくお願いします。

平成２５年度賛助会員 加入のお願い
賛助会員（個人） 年間 一口 1,000 円～（※何口でも結構です）
賛助会員（団体） 年間 一口 5,000 円
郵便振替 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
お問い合わせは

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には掲載しておりません。ご了承下さい

平成２４年１２月１０日～平成２５年３月２５日現在
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。
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お譲りします＆お譲りください 福祉用具機器をリサイクルしましょ♪
■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
紙オムツ、杖、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
※ 修理が必要な場合は自費でお願いします

■利用方法

1.提供したい福祉用具がある方は、まずサポネットにお電話下さい。
2.サポネットの会報誌、ホームページや福祉用具機器リサイクルのチラシに用具の
詳細と写真を掲載し、関係機関へ配布します。
3.福祉機器を譲ってほしいという方には受け渡し方法を御連絡します。
※
※

オムツや杖などの小さいものは直接サポネットに持参していただいても結構です。
車椅子や大きな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。

☆お譲りします☆
① 電動車椅子

②

カーシート

③

介助用車イス
※肘置きの
修理が必要

シート:39×40cm
背もたれ：43.5 ㎝
頭あて付き
幅・奥行き：40 ㎝
高さ：90cm
説明書付き

お問い合わせは

サポネットおごおりまで

電話 ０９４２(７２)３１７５

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

③

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

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 ！ ！！
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移送サービス部門より

～新年度スタート！！～

【利用用途について】
いつも会員の皆様には、移送サービスをご利用していただき、誠にありがとう
ございます。病院への通院でご利用されることが多いですが、その他にも外出（買
い物や金融機関、友人宅、お見舞い等）でご利用いただくことが出来ます。
また、車を待機させる事も出来ます。（待機料：１０分につき２００円）
ご利用の際は電話でご確認の上、ご予約お願いします。
車両３台で運行していますので予約時間が重複することがございます。
そのため、空き車両がない場合は、お断りするか時間を調整してご予約を
承っている状況です。出来るだけ皆様の希望にお応えしていきたいと思い
ますので、キャンセルや時間変更はお早めにお願いします。

移送サービスに関するお願い
① 会費更新について（平成２５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２５年４月１日～平成２６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時以降にご連絡ください）
※ 変更点
早めにご予約された場合は、お忘れのないようよろしくお願いします。

【問い合わせ・連絡先】

サポネットおごおり

移送専用電話
FAX
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0942-72-3176
0942-72-3175

