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 おだやかな季節になってきましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。 

 日頃より、私たちの活動に対してご理解とご協力ならびにさまざまな形でのご支援をいただき誠

にありがとうございます。 

 

 今回は、熊本地震への支援、将来の就労やさまざまな活動に向けて家庭を含めて進めていきたい

こと、そして、秋には開設予定の就労に向かうことを前提とした放課後等デイサービスについて書き

たいと思います。 

 

 最初に熊本地震への支援についてです。 

 熊本県に支援物資を取りまとめて送る活動を当法人はいち早く進めました。現在は物資受入れ

が中止になりましたので、現地ですぐに支援のために使われる「活動支援金」（義援金は被災者に

渡るまでに時間がかかるため、今は活動支援金が優先との判断をしています。）の受付に特化して

活動しています。皆さまのご協力を改めてお願い申し上げます。 

 

 次に将来の就労や様々な活動に向けて家庭でも進めていただきたいことですが 

 「手洗いができるようになること」これが実はとても大切です。就労や各種の活動の前には手を洗

うことがどうしても多くなります。ここが出来るかできないかで活動の幅に違いが出ますので、ぜ

ひ事業所や学校などとも連携しながら取り組んでいただければと思います。また、最近は食品関

係を中心に薄手の手袋を装着しての作業も増えています。農作業などでも軍手をはくこともありま

す。「手の消毒」と合わせて一定の時間はそれらを身に付けたまま作業することに慣れておくと良い

でしょう。 

 

 また、「地域の一員として認識される」ことも急な災害発生などを考えると大切です。 

 そのためには「移動支援」を活用し「地域のイベントに参加する」ことも大切ですが「地域のイベント

の担い手になる」ことも移動支援を活用して実施していただければと思います。地域で行われるゴ

ミ拾いなどの環境整備、お祭りなどでのテント設営など、ヘルパーが支援すれば出来る活動はたく

さんあります。 

 是非とも「地域の一員として活躍する」ことを、支援を活用して実現できればと思います。 

 

 次に新たな放課後等デイサービスの方向性についてです。 

 名称は「ぽっくる」に。場所は夕陽ケ丘通りに面した「オレンジスタジオ」を借りて実施の予定です。 

 活動内容は「学校卒業後に飲食店・小売店などで働くスキルを身に付ける」ことを療育の柱に据

えたものです。利用状況については現在の放課後等デイサービスなどの活動やご本人の状況を総

合的に判断して参りますので、一定の条件をクリアした方のご利用となります。 

 詳細については今後改めてお知らせをいたしますが、できるだけ多くの方に活用していただけるよ

うなサービス形態を今後検討してまいります。 

 

 これからも、とむての森は地域の課題に向き合って活動を重ねてまいります。 

 皆さまのより一層のご理解と   ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

                                                        代表理事 平賀貴幸 



　

営業日数　22日　　総回数438回　　　平均　19.9人

146回 6.5人

先月

11.22人

6.63人

就労継続支援B型

生活介護

295回 247回 13.4人

143回

延べ回数 先月 1日平均

 道路脇の雪山もなくなり、暖かい春が訪れようとする中、先日、就労支援事業所「すてっぷ」では例

年通り、入社式を行いました。ご参加して頂いた保護者の皆様や各関係者の皆様には、この場を借り

てお礼を申し上げます。 

 

 前回の入社式から、もう１年。この前、昼食を食べながら、「４月からいよいよ先輩になるね。今まで１

年間頑張って作業してきたことを、新しい後輩に教えてあげてね。」と、今年度から初めて先輩になる

方にお話ししました。 

 

 その方は、「うーん、緊張するなぁ」とつぶやき、それとちょっとの苦笑い。なので、少しだけ教えるこ

との練習をしてみました。 

 「まずは何をどうするんだったけ？」や「それでその後はどうしますか？」などなど。 

 

 さて、初めて作業を伝えるその瞬間、一生懸命に先輩として、教え伝えるその姿。 

それはそれは、とても頼もしい。（もう感動…。） 

大丈夫、大丈夫です。ちゃんと伝えられています。１年間、本当に頑張って取り組んだ成果ですね。 

これからも頼りにしています。頑張れ、先輩！ 

                                                 就労継続支援Ｂ型  井上 涼太 

 

 暑くも寒くもない、過ごしやすい季節となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか？ 
 

 4月より一部の活動内容が変更となり、レクリエーションの日ができました。 

 午前中のＷｉｉを使用してのスポーツゲームでは、先輩後輩関係なく、ボーリングやピンポンで熱い戦いを繰り広げてくれ

ています(^○^) 

 ４月から増えた新メンバー・・誰より熱く活動し、ボーリングでは１位独占中です！先輩も大健闘ですが、今後に期待・・・！ 

 ゲームではライバル同士ですが、それはそれ。午後からのウォーキングではみんなで仲良く走ったり歩いたり、笑顔いっ

ぱいで過ごしています。 

 

 そろそろ桜も気になる次期、「まだ咲かないかな～」と様子を窺いながら歩くメンバーも・・・(ー_ー)!! 

 みんなでお花見しつつ散歩出来る事を楽しみにしています！ 

 ウォーキングでは、金毘羅山やレクリエーション公園へ移動の為に、日本財団様から頂いた車両、愛称「ツーステップ」も

大活躍です！！今後も色々なところへみんなを連れて行ってほしいです(*^_^*)  

 

                                      生活介護  山本 麻理恵    

 

就労継続支援B型・生活介護 

4月の利用状況 



担当 ：山川　圭一

１日平均

0回

先　月

0.13回

0回

1.23回1.1回

0.17回

0回

0回

先　月延べ回数

居宅介護

同行援護 0回

4回5回

0回

3.26人

2.16人

移動支援 (重度障がい)

先　月

0.55人

3.2人

先　月

17回

101回

0.73人

１日平均延べ回数

移動支援（身体あり） 22回

96回

　営業日数　　　 　30日
　総人数　　　 　　5人

　全体平均　　　  1.27回

　営業日数　30日　　総人数　168人  　全体平均　5.60人　　　　　

移動支援（身体なし） 50回 67回 1.67人

行動援護

重度包括

38回

0回

33回

0回

4月の利用状況 

  
 暖かい日が続いていますが皆さんいかがお過ごしでしょうか？  

 雪があったり・路面状況が悪い状態で中止していた外でのウォーキングも再開しました。 

  

 車からなかなか降りることが出来なかったり、テンションが高まり急に走り出したり、汗をかきながらスタッフの後ろをついて

きてくれたりと、その日の調子にもよりますが頑張って歩いてくれる姿を見ることが出来ています。 

 久々のウォーキングということもあり、歩いている距離はまだ短いですが、練習を重ね、徐々に距離を伸ばしていこうと考え

ています。 

 

 また汗をかいたり、トイレを失敗してしまった時の為に着替えを鞄の中に入れて頂けると助かります。しゅんこうハウスで着替

えを置いておくことも可能なので用意して頂けた際にはお気軽にスタッフに伝えてください。 

                                                                             担当  向井 章人 

4月の利用状況 

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」 
（居宅介護・行動援護・同行援護） 

  
皆さんこんにちは☆ 
 
 ５月に入り徐々に気温が上がり暖かい陽気が増えていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？ 
 今月はGW・こどもの日・母の日などの行事がたくさんありますね! たまに寒い日もありますが、元気に楽しく活動できるよう
に体調管理に気を付け、五月病に負けないように過ごしてくださいね☆ 
 
 移動支援では、4月から体制が替わり限られたスタッフで日々利用者さんと活動しています。 
 その中で利用者さんが出来ることを増やすために励んでおります。 
 
 例えばカラオケの支援では利用者さんの名前で予約し、本人が一人で受付けを出来るように支援したり、集団活動が苦手な
利用者さんには、同年代のお友達と一緒に活動する事で少しずつ慣れていってもらう支援など。皆さんには将来の自立に向け
て上手に移動支援サービスを使ってもらいたいと思います。 
 ご希望に沿えるよう微力ながらお手伝いさせていただきます!! 
  
 ◆◇皆さんにお願い◇◆ 
 
 移動支援を利用される場合、日時･時間などの変更がありましたら、早めにご連絡をいただけますよう 
お願い申し上げます。 また今後、気温が上がり屋内外活動などで汗をかく場合があります。 
 汗をかくと予想される支援時には、タオルや水分補給のための水筒などのご用意をお願いいたします。 



担当 ： 青山 尚実

担当 ： 寺澤　絵奈

43

月 火 水

利用のべ人数 39 47 54 46

8.6
(先月) 33 50 66 58 51

平均利用人数 9.8 11.8 13.5 11.5

65 64 44

利用のべ人数 50 47 47 49

9

月 火 水 木 金

平均利用人数 12.5 11.8 11.8 12

45

(先月) 54 45

　営業日数　21日　総人数　229人  全体平均　10.9人　　　　　

11

　営業日数 21日　総人数　238人  全体平均　11.3人　　　　　

(先月) 13.5 9 13 12.8

木 金

(先月) 8.3 10 13.2 11.6 12.8

   

 少しずつ暖かい日も増え、外活動もしやすい季節になってきました！！  
 ５月からは子ども達が楽しみにしている公園や外遊び・プールの活動が始まります♪♪ 

 去年は美芳町の公園に行く機会が多かったので、今年は新たな公園の発掘にも力を入れたいなと思ってい
ます(*^_^*) 
 新しい公園が出来たよ～！などの情報がありましたら、ぜひぜひ教えて下さい(#^.^#) 

 
 先日利用者さんのお母さんより、『野菜をあまり食べないのにツナじゃがは食べたみたいで、ぜひレシピを教

えてほしい！』との嬉しい連絡を頂きました！！ 
 保護者の方への引き継ぎの時にも、『家では食べないのに！』との話もよく聞かれます。自分で作ったり、お友
達と食べるとまた違うんでしょうね～！！ 

 
 クックパッドのレシピを参考にしている事が多いですが、気になったレシピがあれば 
ぜひご連絡下さい(*^_^*) 

4月の 
利用状況 

4  
 

  
 やっと暖かくなって過ごしやすい季節になりましたね( *´艸｀) 
 子供たちもやっと学校等に慣れてきたところで、これから運動会の練習が始まりますね！！ 
 ハウスでも外活動をする機会が、少しずつ増えてきました(#^^#) 
 
 外活動を予定をしていたのに、雨でいけない！と悲しい子供たちの顔が続いたので、先日はテルテル坊主を
つくりました(*'▽') 
 とっても簡単にできるテルテル坊主ですが、子供たちはとっても夢中になって作って 
いましたよ～ 
 「はれるかなぁ」「かわいいのをつくるんだ」「キャラクターものがいい」と色とりどりの 
テルテル坊主が出来上がっています！ 
 
 こんなにかわいいテルテル坊主なので次の外遊びは晴れの日になって子供たちの 
笑顔がみれるといいなと思います。 
 
 
               
                   



担当　　菅波　大輔

   利 用 料 金
       （金ちゃん）

（ １ 金ちゃん　１ 円 ）

入  浴  支  援

移　送  支  援 7

ホームヘルプ支援

買 い 物 支 援

36

31

7.4

7.8

4.8 6.3 9.5

5.3 6 4.8 2.4

宿  泊  支  援

19 25 0 38

21 24 24 12 38

26

営業日数　30日　総人数　199人　 全体平均　6.63人

1

11,300

0

0

合         計 9 17

0預　か　り　支援 0

1,300

0 0

2たすけあい支援

お　掃　除　支　援

人数 利 用 回 数

11.4

7.6

6.5 0

1

3,000

0

1

52

14

55

13

0

0

0

00

0

0

0

7,000

 

 皆さん、こんにちは！ 体調の方は、崩されていませんか？ 

 さて先月14日は、熊本で大きな地震がありました。 

 被災者の方々のお見舞いと、亡くなられた方々へのご冥福をお祈り申し上げます。 

 ニュースの映像では、地震の揺れ、本棚が倒れていたりと、衝撃を受けました。 

 災害に備え、防災準備など、しっかり行っていかなければならないと感じました。 

 皆さんも、災害に備え、防災対策等に努めていきましょうね！ 

 

 さて、先月も宿泊支援や、送迎サービス等、会員の皆様の困り事に対応をさせていただきました(*^_^*) 

 ご家庭で、様々な問題を抱えていらっしゃる方はいませんか？ 

 たすけあいサービスでは、送迎や宿泊等、生活支援でのサービス提供をしてまいりますのでお気軽にご相談ください！ 

                                                    担当  中島 計樹 

4月の利用
状況 

 

 みなさんこんにちは。 

 今年度は今の所新規ご利用がなく、昨年度と同じメンバーで活動をしています。 

 

 日々の活動の中で１年前と現在を比べてみると、成長したなあと思える場面が数多くみられるようになりま

した。 

 周囲が騒がしくて泣きだしていた子が、今では我慢もできるようになって皆の輪の中で活動できるように

なったり、以前は行き違いや誤解でトラブルに発展してたような事でも、今ではお互いに相手の話を聞いて

譲り合えるなど、子どもというのはわずかな期間で飛躍的な成長をとげるものだなあとしみじみ実感する次

第であります。 

 

 今年度も、いろいろな形で子ども達の成長のサポートを出来ればと思います。 

4月の利用状況 



　　

TEL＆FAX 0157-22-8772 

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/bakerycafeloaf   

 新緑の季節がやってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

 

 さてキッチンでは新メンバーも少しずつ慣れて順調に作業を進めています。 

 初のシフォンケーキ作りも先輩の指導で見事に作る事が出来ました。 

 レシピのメモを取ることから始まり使用した道具の片づけまでとても丁寧な教え方 

でしたので、初めてのお菓子作りも上手に完成させる事が出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

  今月からの新メニュー紹介 

 

  「カリッとジューシーチキンステーキ」 

 
    

 

 
 
 
 
                              ランチ１１００円(スープ・サラダバー付き) 

   

     カリカリに焼けた鶏肉と、特製ソースがたまらなく美味しい一品です。 

     ソースがからんだ付け合わせのジャガイモは絶品です！ 

 

    さて、支援の状況ですが 

  

 一人一人が目標を決め、例えば 

ブイヨン作りを最初からガラとフィート

を洗って掃除するところからアク取り

をする一連の長時間の作業を責任を

持って行っているメンバーがいます。 

 またシフォン作りも失敗しないで１０

回続けて出来たら一段昇格すると決

めて、もう三段に挑戦しているメン

バーもいます。 

 皆がそれぞれ張り切っている様子を

見るととても頼もしく思います。 

 

 これからも工夫して色々な事にチャ

レンジし、ステップアップ出来るよう新

スタッフも加わりましたので、私達も

頑張っていきたいと思います。 

                                        

     担当  中村 陽子                                                    

 

               寄贈のお願いです！！ 
  

＊移動支援事業所「とろっこ」では、トレセン活動で使用するスポーツシューズ（27.5ｃｍ）の寄贈をお願い

しています。ウオーキングにくじけた方、シューズを購入したけれどサイズが大きすぎた！小さかった！・・・な

どの方はいらっしゃいませんか？ 
 

 ＊事務局では毎日清掃タイムを設けて、モップ掛けや雑巾がけを行っていますが、数枚の雑巾をキレイ

に洗うために「家庭用電動バケツ型洗濯機」を探しています。 

 買ってはみたけれど全然使っていないのよ～というご家庭はありませんか？ 

 

＊また、電動あるいは手動の鉛筆削りも募集しています。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

                                                とむての森 スタッフ一同 

 

お願い！！ 



（4月末日現在） （順不同）

かがやきの里5・6号館の皆様 牛乳パック 三田　純子　様 電気ポット
小椋　利枝　様 靴 成田　千春　様 タオル
湯本　悦子　様 将棋セット 葛木　有希子　様 牛乳パック
久保田　寿広　様 牛乳パック 牧野　温子　様 アルミ缶
西川　裕美　様 本・パズル 原渕　直美　様 リングプル
西島　咲織　様 ボトルキャップ
後藤裕貴　様 アルミ缶・牛乳パック
馬渕　由美　様 手打ちそばセット・アルミ缶
蛯子　克代　様 トイレットペーパー
佐藤　志津　様 トイレットペーパー
成田　順子　様 ティッシュペーパー・タオル・洗剤
川淵　宮子　様 ボトルキャップ・牛乳パック
宮林　幸子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー
瀬口　春華　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー
西川　美夕紀　様 アルミ缶・ティッシュペーパー・鉛筆削り・怪獣の人形

  

 この度、日本財団様の助成金によりダブルキャブトラックが無事納車されました。日本財団様並びに関係者様

には、心より感謝申しあげます。ありがとうございました。 

 現在ダブルキャブトラックは、週3回程度、上美幌の安藤農場様、市内の畑へと、フル活動しています。車高が

高く、フロントガラスが広いダブルキャブトラックは見晴らしも良く、遠くの景色もみられ、利用者さんには好評で

車内でも楽しそうにおしゃべりをしてます。 

 

 現在こんねの畑ではアスパラガス、ベビーリーフ、春菊等を収穫してます。特にアスパラガスは今が旬の野菜・・ 

 土の中からにょきにょき出てくる25ｃｍ位のアスパラガスを収穫し、利用者さんと一緒にパック詰めしています。 

 茹でても焼いてもおいしい春の味覚をお楽しみ下さい。 

 アスパラガスは５月中旬位までＳＡＩで販売しています。ぜひお越し頂ければ幸いです。 

 

                                                                 担当 伊丹 勝 

                                       

   今月も皆様から寄贈をしていただきました。      ご協力に感謝し厚くお礼申し上げます。 

寄贈 

  平成27年度中は多くの皆さまにご協力を頂きました。心よりお礼申し上げます。 

  平成28年度も引き続き、皆様のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。  

いつもありがと

うございます！ 

→ 

袋詰めよ 

← 

私の車よ！！ 



就労支援事業所「すてっぷ」（就労継続支援B型） 日中一時支援事業所「つくしんぼ」
住所　〒090-0015　北見市公園町１６６番２９ 住所　〒090-0801　北見市春光町１丁目２４－９
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７２ TEL   ０１５７－３３－５１８２

放課後等デイサービス事業所「にんぐる」　  　　　　　　    　　 放課後等デイサービス事業所「のーむ」
住所　〒090-0015 北見市公園町１３７番地４８　　　     　　  住所   〒090-0822　北見市北央町９０番地の８
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７１                             　     TEL/FAX   ０１５７－２４－８００３
相談支援事業所「りーふ」　　（こうえんハウス内）
TEL　０１５７ー５７－４６８４　/　FAX   ０１５７－５７－４６８５　 就労支援事業所「すてっぷ」（生活介護）
携帯　０８０－１９７４－５０１４ 手作り雑果専門店　SAI

住所　〒090-0836　北見市西三輪３丁目７４６番地の２７
営業時間外は携帯に転送されます。スタッフの都合によりスグには出られない場合がありますがご了承下さい。

特定非営利活動法人　とむての森

携帯　０８０－１８９２－４９１８　　　　　　　　　Eメール　tomute-m.agate@docomo.ne.jp

　夢の自動販売機で飲み物を購入すると、1本につき10円が、夢の貯金箱に寄付される仕組みとなってい
ます。
「夢の貯金箱」は、みなさんの「夢」を集めて大きくし、本当に支援を必要としている人たちに届ける貯金箱
です。（日本財団　パンフレットより）

　みなさん、近くにお越しの際は、ぜひご協力をお願いいたします！

 ●　とむての森はイオン北海道㈱　イオン北見店様の「イオン・デー」に実施されている「イオン幸
せの黄色いレシートキャンペーン」に登録をさせていただいています。毎月11日は「イオン・デー」で
す。イオンで買い物をして、黄色いレシートを「とむての森」のBOXに入れてくださいね！！よろしくお願
いいたします。

●　とむての森は日本財団様が運営しています「夢の貯金箱」を通じて、本部隣のベーカリーカフェ　ローフ
前に「夢の自動販売機」を設置しています。

 ★ふれあい＠とむてホーム★
　本部・ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」・　移動支援事業所「とろっこ」

   住所　〒090-0015北見市公園町１６６番２５     TEL   ０１５７－３２－８７１５    　　　   FAX   ０１５７－３２－８７１６  

Eメール　tomutenomori@iaa.itkeeper.ne.jp　　　ホームページ　　　現在工事中

★ほくおうハウス★

★みわハウス★

★こうえんハウス★

ふれあいホーム「のびのび」　・　地域たすけあい＆とむてサロン「きっじゅ」
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お誕生日会
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べっこう飴
（１００円）

おつかい（おつかい
のメモと金額をご
用意ください）

切り干し大根の
サラダ
（１００円）
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シャボン玉

パフェ
（１００円）

プール
宝探しゲーム
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外遊び絵を描こう

1 2 3

お掃除体験 
15:00～15:30 



（4月30日現在） （順不動）

蛯子　哲朗　様 税理士法人　みらいパートナーズ会計　北見事務所　様
宮林　幸子　様 瀬口　春華　様 柴田　真由美　様 松下　亜紀江　様
小椋　逸　様 千葉　真弘　様 村田　好英　様 伊藤　惠子　様
平賀　貴幸（理事） 弓山　諒　様 田中　楓　様 春日　順子　様
上村　裕子（理事） 笹原　竜太　様 石原　勝明　様 佐藤　惠子　様
弓山　祐子（理事） 乾　夏樹　様 石原　侑弥　様 佐藤　てる子　様
伊藤　栄一（理事） 白石　貴喜　様 加藤　千晶　様 佐藤　ミヨ子　様
中島　めぐみ（監事） 中村　善教　様 熊谷　敏幸　様 渡辺　カヨ子　様
吉野　友美（スタッフ） 清尾　あかり　様 後藤　裕貴　様 江尻　明美　様
青山　尚実（スタッフ） 石塚　広大　様 長谷川　善美　様 及川　久美子　様
向井　章人（スタッフ） 西川　涼太　様 阿部　祐一　様 柏原　英子　様
荒谷　晴日（スタッフ） 上村　隆輔　様 亀谷　克己　様 上野　真理　様
高橋　治仁（スタッフ） 牧野　亮介　様　 葛木　有希子　様 石井　里美　様
菅波　大輔（スタッフ） 馬渕　祐輝　様 成田　菜々　様 中村　みどり　様
佐藤　美保（スタッフ） 佐藤　栄　様 川淵　美帆　様 金丸　多美子　様
近井　修（スタッフ） 森谷　祐太　様 中川　昌昭　様 渋谷　良子　様
山川　圭一（スタッフ） 前田　誠　様 長屋　作夫　様 藤井　陽子　様
寺澤　絵奈（スタッフ） 高橋　佳子　様 田中　真治　様 山下　朋子　様
山本　麻理恵（スタッフ） 蛯子　陽太　様 湯本　勝也　様 林　順子　様
平野　恵三（スタッフ） 佐藤　昭彦　様 西島　亨史　様 高橋　啓子　様
浅野　正樹（スタッフ） 溝井　広志　様 岩佐　千香　様 上田　みつ子　様
松久　晋憲（スタッフ） 越智　麗菜　様 田中　志歩　様 岡野　耕司　様
井上　涼太（スタッフ） 笹木　雄登　様 堀切　和則　様 近藤　正　様
井上　阿弥（スタッフ） 亀田　天　様 柴田　俊光　様 細矢　光男　様
中島　計樹（スタッフ） 成田　紹人　様 妻鳥　由希恵　様
佐々木　恵（スタッフ） 藤岡　龍義　様 岡部　信一　様
佐藤　千鶴子（スタッフ） 宮林　聡太　様 有馬　和基　様
田中　ちえみ（スタッフ） 小川　雅浩　様 中山　ひろ美　様
伊丹　勝（スタッフ） 浜元　みゆき　様 須藤　敏嗣　様
田中　豪樹（スタッフ） 一兜　裕尚　様 鈴木　磨美　様 上杉　猛晴　様
中村　陽子（スタッフ） 市川　政人　様 新鞍　さゆり　様 後藤田　伸一　様
藤井　そのか（スタッフ） 熊田　明佳　様 中村　真之介　様 澁谷　友美　様
戸井田　修一（スタッフ） 大沼　香澄　様 川瀬　敦史　様 小林　豊　様
小栗　直基（スタッフ） 石田　智哉　様 桜井　鉄兵　様 鴇田　めぐみ　様
加藤　明美（スタッフ） 金田一　文人　様 黒川　逸成　様
石原　明美（スタッフ） 小久保　佳奈子　様 小林　優子　　様

森谷　祐太　様 柴山　和浩　様
髙橋　好光　様 水上　哲朗　様
小久保　綾子　様 深川　孝行　様
上杉　猛晴　様 高田　良一　様 古瀬　康紘　様
岸本　光生　様 白井　宏幸　様

深瀬　真弓 小野寺　美穂　様 （株）山本工務店　様
谷口　康子 雨池　満誠　様 介護ショップ　そうま　様
髙橋　恵子 黛　豊一　様 島田司法書士事務所　様
青木　めぐみ 児玉　典子　様 （株）向井設備　様
矢部　真理 森田　由美子　様 小田　剛　様 千葉　司　様
黛　和美 開米　一有　様

木村　研 高橋　直美 若山　功　様
塚本　靖 畑田　睦子 日並　由美 佐藤　永子　様
山内　美紀 宇田　彩菜 小田　明奈 渡辺　京子　様
成田　萌夏 渡辺　高弘 村上　京子 上村　啓輔　様
増井　智子 磯野　真美 廣川　とみ子 上村　萌華　様
二田　明美 溝渕　美偉 伊藤　朱花 下澤　映子　様
轡田　真治 西出　美由紀 大場　信之 安藤　初男　様

  平成28年度も多くの皆様のご協力をいただいております。 ありがとうございます。！！ 

  今年度ももどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

正会員（寄付金含） 

（議決権あり） 

会員（寄付金含） 

（議決権なし） 

賛助会員 

スタッフ会員 

（寄付金含） 

スタッフ会員 

（寄付金無） 

会員（寄付金無） 

（議決権なし） 

ボランティア会員 

（寄付金無） 


