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サンガとはサンスクリット語で「集い、団体」を意味する言葉です。

「サンガ」は、障がい者(児)とその家族、そしてボランティアに関心のある人のサロンです。
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　「サンガ」支援企業の紹介　　【　唐津ガス株式会社　】
　
　唐津ガスさんでは、介護福祉用具の取り扱いをされています。
　介護される方の状態が少しでも改善され、またご自分でできることが一つでも
増えるように。そして快適で楽しい生活になるお手伝いをしてくださいます。　
お問い合わせは、☎０９５５-７２-３１２１（福祉事業担当さんへ）

　今回の乗車体験と取材を昭和自
動車さんにお願いをしました。突然
の申し出にもかかわらず快くご協力
をいただきました、唐津営業所長様
をはじめ運転手さん、職場の皆さん
には、大変お世話になりました。あ
りがとうございました。
そして、細かい気配りに感謝申し上
げます。　(*^^*)

↑このようなマークを
「ピクトグラム」といます。
障がいを持つ人が利用
できる建築物や施設で
あることを示しています。

　街には、左絵図のような絵文字・絵単語があふれています。このような
マークを「ピクトグラム」といいます。
　最近、私が「すごいっ」て感じたことがありました。
　車の免許を持たない私は、公の交通機関がたより。そんな私が大手口の
バスセンターで見かけた光景。運転手さんが車椅子を押してバスに乗せて
いたところです。
　早速、「サンガ」スタッフの車椅子利用者さんに話しをしたところ、「私も
乗ってみたい！どうやって乗るの？バスの中は？」と興味津津。

　佐賀から唐津の間、
特別支援の学生さん
が下校する時間帯に
車椅子対応のバスを
走らせているそうで
す。
　このバスは、車体が
左に傾き段差が小さく
なります。
そして車椅子を利用
の人には、運転手さ
んがスロープを設置し
てくれます。

　今回、倉庫での試乗体験
でした。

　まだまだ全車両が車椅子
対応ではないそうです。
　車椅子でバスを利用をし
たいときは、必ず事前に昭
和自動車さんに問い合わせ
ご相談ください。
☎０９５５-７４-１１２１
　(昭和自動車唐津営業所)

　「サンガ」のブログにも取
材の写真を掲載していま
す。　　　　　　（裏面に続く）

≪

よい体験でした！
ありがとうございます。
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E-Mail  :  salon.sangha@gmail.com

【「サンガ」の応援をありがとうございます！　賛助団体・企業紹介】
唐津ガス(株)・麻生本家・のだ陶器店・メディカルアロマ Lemongrass・唐津手話の会・唐津要約筆記の会
　

【福祉豆知識】　　　　　スペシャルオリンピックスとは。
　ディビジョニングと呼ばれる特殊なルールがあり、これによってアスリートは性
別や競技能力によって、競技技能が同程度になるよう組み分けされる。
　また、スペシャルオリンピックスでは他の人に勝つ事を目標としておらず、アス
リートが自己の最善を尽くす事を目的としている。
　スペシャルオリンピックスの競技は夏冬合わせて26種類あり、約170万人の知的
発達障害のある人と50万人のボランティアが150を超える国と地域で、この活動に
参加している。

【仲間募集】　「サンガ」の活動に賛同していただける個人正会員・賛助会員（どちらも年間費1,200円）
　　　　　　さんを募集しています。団体・賛助団体で支援してくださる団体企業さんも募集していま　
　　　　　　す。詳しくはホームページ（http://salon-sangha.jimdo.com）をご覧ください。

　　「サンガ」　オープン予定日

基本的に週末オープンですが、都合に
より急きょお休みすることもあります。
ホームページ（カレンダー）等でもご確
認ください♪

呉服町「サンガ」周辺のイベント紹介
●　今年も7月中旬から8月中旬まで、呉服町界隈で
「土曜夜市」が開催されます。
●　８月28日に開催される「２４時間テレビ愛は地
球を救うチャリティ募金」活動を昨年同様に「サン
ガ」で開催予定です。皆さんのご協力を宜しくお願
いします。

6月「サンガ」オープン予定(10:00~15:00)
月 火 水 木 金 土 日

3 4 5

10 11 12

19

24 25 26

28

　　
　　　　東の浜トライアスロン　　　

　7月「サンガ」オープン予定(10:00~15:00)

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

8 9 10

22 23 24

26 29 30

土曜夜市開催
海のカーニバル
九州花火大会
国際渓流滝登り

【中途失聴者のつどい】

【ボランティア求む】　
  
　

　　　　ボランティアを募集している団体やボランティアをしたい人は「サンガ通信」をご利用ください。
　　　　問い合わせは、サロン「サンガ」へお願いします。

見守りなどお手伝いのできる方を求めています。
毎月1回の茶話会や親子での参加行事を開催しています。　
Smile(スマイル)　しょうがい児とその家族を応援する会

当事者だけでなく、ボランティアをしたい方もお気軽にご参加ください
(^^)　手話を学びたい人、パソコンが得意な人、自分のできることでかか
わってみませんか？　毎月第4火曜日午後13時30分からです。

8月「サンガ」オープン予定(10:00~15:00)

月 火 水 木 金 土 日

5 6

20 21

23 26 27 28

　　　　　　「サンガ」への　メッセージ　
市内の福祉タクシー事業者さんより　
　福祉タクシーのことも皆さんに知っていただ
きたいです。サンガにご挨拶に伺います。
　　　　　　(*˘︶̆*).｡.:*♡　ありがとうございます！サンガ

ロゴマーク



　　　

活動報告1　≪五福の縁結び≫

　また第2回のイベントも5月1日に「食と
器の縁結び」開催期間中にありました。
　空き店舗を利用しての器の展示や器に
関するお店も。「熊本震災後のイベントで
もあり去年と比べると訪問客は少ないで
すよ。」のことでした。
　今回は、唐津やきもんまつり実行委員
会が、被災地に寄り添ってのチャリティ販
売を企画されました。

　3月12日、13日は、アーケード撤去から初のイベ
ントでした。
休眠品の販売や障がい者作業所の商品（太陽社
クッキー、イエローキッチン野菜たっぷりキーマカ
レー）の販売などで参加しました。多くの人に「サン
ガ」のことを知っていただけるきっかけになたよう
に思います。
　2日目には、　メディカルアロマLemongrassさん
に、ハンドタッチングとクラフト作りコーナーで協力
をいただき、収益の全てを「サンガ」にご寄付をい
ただきました。スタッフ一同、思いもよらないことで
とっても嬉しいことでした。ありがとうございました。

思いやりと寄り添う気持ちがあってこそ　このマークの意味がある

　車椅子の形態も重量も障がい者の利用目的
によって変わります。
この一連の所要時間は６分から７分でした。

　取材には、サンガスタッフ３名で行きました。車椅子の彼女もスタッフの１人です。
　営業所長さんとの事前の電話で、九大学研都市を走るバスに電動の車椅子で利用する学生さん
がいることを聞きました。軽量の電動であれば、そのまま乗車も可能かもしれませんとのことでした
ので、今回は特別に電動車椅子での乗車です。
　運転手さんがスロープを設置し、彼女が車椅子で乗車したのち専用のスペースに入ります。そこ
で車椅子をベルトで固定してくれました。

　この　　バスを利用する人が「６分や７分なん
て長く感じない！」と言ってくれる、その輪が広
がっていくことを願っています。
　障がいを持つ人たちが躊躇（ちゅうちょ）する
ことなく街なかに出かけられるようになって、健
常の人たちも障がいを持つ人に自然と接する
ことができたら嬉しいですね。
そんな街になることを期待しています。

　イベントに協力をしてくれた子どもたち
は楽しい時間だったようで、勉強にもなっ
たようです。笑顔に満ちていました。
　今回のイベントでご協力をいただきまし
た多くの方に感謝を申し上げます。

商店街のマップや各店舗
独自の商品紹介など
ポスターも完成しました。

「サンガ」も
加わりました！

いろんな人に会えて光栄です。
　　　　　　　　　ｂｙきよみず

テイルス

≪サンガ利用者さん、会員さんからメッセージ≫

サンガに楽しく通う事が出来
てなにげ無い日常が明るくな
りサンガに出会えてよかった
なぁと
いろんな人とのふれあい
とても勉強になり、これからも
サンガと楽しく過ごしていけた
らうれしいです。

Ｏ.Ｍ

活動報告2≪サロン「サンガ」総会≫
　4月9日

　3回目の総会を開催しました。当日はお天気
もよく、小鳥のさえずりもこえる中にサンガ正
会員さんに集まっていただきました。
　アーケードが撤去されてから訪れるのが初
めての人もあり、縁結び通りが「明るい雰囲気
になってよかったねぇ」と感想を述べ交流を深
めあいました。
　総会で、今年はサンガ通信の発行部数を増
やし多くの人に読んでもらう。イオン唐津店に
「イエローレシート」申請をしてみる。縁結びの
イベントには積極的に参加していく。そして今
年も24時間愛は地球を救うのチャリティ募金
活動に協力することが決まりました。活発なご
意見をいただきありがとうございました。 

　編集後記
　　情報のご提供、取材のご協力に感謝申し上げます。
　　サロンを開いて今年10月には4年目に。大きなことはできないけど、
　身の回りにあることをサンガ通信で発信していきたいと思います。　         
                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンガ代表　　坂井由美子

　社会人になって半年、
学生時代からサンガを利
用してくれているてっちゃ
ん。大好きなパンに関わ
るお仕事について、毎日
が楽しそう。「楽しい？」っ
て聞くと。「うん！」って
答えてくれる。その顔で
私も癒やされます。

 

 

 

≪イオン　イエローレシート≫
　イオン唐津さんの「幸せの黄色いレシートキャンペーン
の応援登録団体」に「サンガ」も5月から加わりました。
　イオン全従業員さんが地域への会社貢献活動をおこな
う「イオン・デー」（毎月１１日に開催）に、地域で活躍され
ている「ボランティア団体」などに対して、イオンさんが活
動に役立つよう物品をもって助成をされています。その登
録団体の申請を4月末にしました。　　

　　　　　　　　　　どのような方法で応援をするの？
　毎月１１日、その日にイオンで買い物をするとレジで黄
色いレシートを受け取ります。その黄色いレシートを投函
ボックスに投函をする仕組みです。
　投函ボックスには、団体名と活動内容が表示されてい
ます。どうぞご支援を宜しくお願いします。
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