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私たちは福祉サービスの提供ではなく「まちづくり」を行う法人です。 

  

 いつも、とむての森の活動に対してご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

 

 まずは人財募集です。「人は財産」だから人財です。 

 私たちは、福祉サービスの提供を行うための法人ではありません。福祉サービスの提供は「誰もが

暮らしやすいまち」を育むための１つの手段であって、目的ではありません。 

 ですから働くスタッフには福祉に関する視点はもちろんですが、「まちづくりをしよう」「ここを変え

たらもっとよくなるから取り組んでみよう」「これを新しく始めたら働く人も増えるし、しょうがいの

ある人や高齢者の方々も活躍できる場が増える」というようなことを考えながら、「焦らずゆっくり

だけど急いで丁寧に」行ってくれる意欲あふれる人財を求め続けています。 

 

 「本州で働いているんだけど故郷に帰って仕事をしたい」とか「都会での暮らしに疲れて転職先を

地方に求めている」ような方はいらっしゃいませんか？ 

 もちろん、働こうと考えている地元の方や転職を考えられている地元の方も大歓迎です。 

 

 常勤スタッフはもちろん、パートスタッフも募集しています。給与は能力給となっていますので、法人

の営業成績に応じて努力次第でＵＰしていきます。 

 ぜひ、皆さんの知人や親類などの方でご興味がありそうな方がいらっしゃいましたらお声掛けく

ださい。 

 

 とむての森では地域の課題解決にむけて、今後も新たな放課後等デイサービス事業所の開設や、

児童発達支援事業、就労移行支援事業、農業を核とした観光体験型事業など、新たな事業展開

の可能性を探りながら検討を重ねています。 

 

 地域の課題の解決を進めれば、雇用は生まれ若い世代を中心に地域定着率も高まり、しょうがい

のある方や年齢を重ねた方々の活躍の場も増えていきます。 

 ぜひ、今後ともとむての森の挑戦にご理解とご協力を賜れば幸いです。 

 

                                                     代表理事 平賀貴幸 

  

      

         

 

 
  

 特定非営利活動法人 とむての森では、新規事業所開設のためスタッフを募集しています。 

 

 障がいのある子供たちの支援に興味のある方はいませんか？  

 経験は問いません。若いスタッフと一緒に、子供たちがイキイキとした日常を過ごせるためのお手伝いをしてみ

ませんか？興味のある方はぜひ現場を見学にいらしてください！いつでもお待ちしています！！ 

 

お問い合わせは   ℡ 32-8715  児童課長  青山まで               



　

営業日数　22日　　総回数437回　　　平均　19.86人

153回 6.5人

先月

13.72人

6.95人

就労継続支援B型

生活介護

294回 302回 13.36人

143回

延べ回数 先月 1日平均

 皆さまこんにちは！今年も早いもので下半期を残す時期となりました。 

 今夏は寒暖の差が激しく、体調を崩された方もおられたのではないでしょうか？ 

 

 作業面では、先輩が行なっていた作業を後輩に引き継がれることも増えてきました。 

 ローフの４周年記念では、バターロールのプレゼントを行ないましたが、沢山の数を利用者さんが一

生懸命作ってくれました（*^_^*） 

 休憩時間には、テレビの話しやお祭り・花火大会などの行事の話しで盛り上がっている様子も見ら

れ、日々とても賑やかに過ごされております（●＾o＾●）また、『すてっぷ』のイベントでは７月もたくさん

の利用者さんが元気に参加をしてくれました♪そのイベント内容とは、久しぶりの果物狩りに行ってい

ます（*^_^*） 

 当日は生憎の天候でしたが(；一_一)ビショビショになりながらも楽しそうな声が聞こえてきました

(^^)/苺とさくらんぼに恵まれ、思う存分摘むことが出来たのではないでしょうか(^O^)／ 

 

 これから焼き肉や研修旅行など楽しいイベントが待っておりますが、まだまだ残暑は続き 

ますので水分補給をしっかりとし、体調などを崩さずに取り組んでいってほしいと思います。  

           

                                     就労継続支援Ｂ型 荒谷 晴日 

 
 まだまだ暑いこの頃ですが、皆様夏バテなどされていませんか？ 

 

 生活介護の最近なのですが、段々とレクリエーションやウォーキングの流れに慣れ、レクの準備の手伝いも率先して

行ってくれる方も増えてきました！楽しい事は、準備も片付けも楽しいもの・・・ですよね？  

 ウォーキングの出来ない日も何回かありましたが、そういう日は室内で映画鑑賞を行っています。大きなテレビが大活

躍です！見たいものをスタッフにリクエストしてくれる事もあり、作業以外の活動でリフレッシュできているでしょうか？ 

 

 ＳＡＩの店舗では、7/22、23に一周年祭を行うことができました！ 

 いつもと違う様子にソワソワ・・・な方もいましたが、無事に終える事が出来ました（＾Ｏ＾）/ありがとうございました！！ 

 

 7月イベントは果物狩りでした！生憎の天気となってしまいましたが、苺やサクランボを摘んでは食べ、摘んでは食べ・・・

お味はどうでしたか？（＠ｖ＠＊） 

 毎月のイベントに加え、今年度は研修旅行の該当年度となっています。 

 スタッフ一同、お答え頂いたアンケートを元に計画を練っておりますので 

発表までもう少々お待ちください。  

                                     生活介護  山本 麻理恵    

就労継続支援B型・生活介護 

7月の利用状況 



担当 ：山川　圭一

１日平均

0回

先　月

0.16回

0回

1.13回0.97回

0.1回

0回

0回

先　月延べ回数

居宅介護

同行援護 0回

5回3回

0回

3.37人

1.57人

移動支援 (重度障がい)

先　月

1.03人

3.65人

先　月

31回

101回

0.77人

１日平均延べ回数

移動支援（身体あり） 24回

113回

　営業日数　　　 　31日
　総人数　　　 　　5人

　全体平均　　　 1.06回

　営業日数　31日　　総人数　195人  　全体平均　6.29人　　　　　

移動支援（身体なし） 58回 47回 1.87人

行動援護

重度包括

34回

0回

30回

0回

7月の利用状況 

  
 蒸し暑い日が増えてきましたが皆さん体調は如何でしょうか？ 

 

 行動援護の利用者さんは横になって休憩する時間が多かったり、プールやウォーキングで汗を流したり、アルミ缶踏み作業を

頑張ったりと、その日によって行動パターンがバラバラですが元気に過ごすことが出来ています。 

 

 先月もお伝えしたアルミ缶の寄付の件ですが、気温が高くなりカビや虫の発生を減らすため、お手数をおかけしますが寄

付していただく際に缶が洗浄されているか、アルミ缶以外の物が混入していないかを再度確認して頂けると助かります。 

 

 毎年お世話になっている津別のプール「すいむ」さんでは療育手帳を持参すると利用者さんの使用料が無料でしたが今年

からは療育手帳を持参しても身体障がい者の方のみ無料・身体障がい以外の方は一般料金（３００円）が必要ということで

料金設定が変更になっていることを、この場を借りて皆さんにご報告させていただきます。  

                                                                           担当  向井 章人 

7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☆ 
 8月に入り蒸し蒸しと暑い日が増えていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？ 
 夏休み中の皆さんは熱中症などにならないように、水分補給などをしてしっかりと対策をしてください☆ 
  
 さて今月の会報では7月30日に行われたイベントについてのご報告です。 
 今回のイベントは定番の紋別健康プール「ステア」と流氷科学センター「ギザ」へ行っています。予報は雨でしたが、当日は天気
が良く暖かい絶好のプール日和でした。 
 「ステア」では先に昼食をすませてから中へ。簡単に準備体操をしてすぐに子供たちは、スタッフとともにウォータースライダーへ
行き、4階ほどある階段を何回も登っては滑りを繰り返し、楽しんでいます‼他にも流れるプールで流れに乗って泳いだり、深め
の屋外のプールではスタッフの肩につかまり遊んでいます。 
  「ギザ」では所持金と悩みながらお土産を買って終了しています。子供たちから「プール楽しかったねぇ～」「足が疲れたぁ」な
どの感想が聞けました☆スタッフの足も疲れていました。 
 
 ◆◇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。また気温が高く、屋内外での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

53

月 火 水

利用のべ人数 32 46 52 51

10.6
(先月) 44 48 66 59 48

平均利用人数 8 11.5 13 12.8

61 58 45

利用のべ人数 47 47 43 44

10.4

月 火 水 木 金

平均利用人数 11.75 11.75 10.75 11

52

(先月) 55 45

　営業日数　1日　総人数　234人  全体平均　11.1人　　　　　

11.25

　営業日数 21日　総人数　233人  全体平均　11.09人　　　　　

(先月) 13.75 11.25 12.2 11.6

木 金

(先月) 11 12 13.2 11.8 12

     

 暑い日が続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか？？  
 夏休みに入り、ほくおうハウス内は朝から子ども達の元気な声が響きわたっています (*^_^*) 

   
 先月号でもお伝えしましたベイゴマ遊び、とうとうベイブレイドを買ってしまい 
ました！！！ 

 ベイブレイドを知っている子はもちろん、知らない子もスタッフやお友達に教え 
てもらいながら、とっても盛り上がっていま～す♪♪  

  物の貸し借り・順番を待つ・指先を動かす練習にもなっているので、とても良い 
遊びと思って今のところは見ています！！ 
 

 そしてベイブレイドって種類がたくさんあるんですね～  
 対戦用のスタジアムがある事にもびっくりしました(笑) 
 妖怪ウォッチに続き、ひそかな人気を集めています(*^_^*) 

7月の 
利用状況 

7  
 

 あっつ～い日が続き、いよいよ夏本番ですね！！ 
 
 夏休み中は海へ行ったり、道の駅や網走テントランドへ行ったり、お出かけをするイベントが目白押しでした
( *´艸｀)平日は学校が終わってからなので、遠出がなかなか出来ないため、夏休み等の長期休みは少しで
も遠くで子供たちが楽しめるイベントを予定しています(*^-^*) 
 
 ドライブ大好きな子が多いので、車内ではおかしを食べてお話をしたり、歌を歌ったり、景色をみたりお出か
けを楽しんでいます！ 
 中でも、海は子供たちには毎年好評です！！ 
 砂浜で砂遊びをしたり、海の中に入って泳いだり、水を 
かけあったり、波が怖くてなかなか入れない子も中には 
いたり・・・今年も楽しみしていた海活動ですが残念なが 
ら天気に恵まれず、行けませんでした・・・・(;^ω^) 
 海に入れないとわかった子供達からはブーイングの嵐 
(^_^;)でしたが、代わりにアイスを食べに行くことを伝える 
とみんなの機嫌も直って、ホッとしました(*^-^*) 
 残りの夏休みもあと少し、ケガのないよう楽しんで活動 
していきたいと思います(*^^*) 



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 4

ホームヘルプ支援

買 い 物 支 援

36

32

9

8

5.2 5.6 8.3

6.3 4.3 5.5 0

宿  泊  支  援

26 28 0 33

25 17 22 0 38

22

営業日数　31日　総人数　202人　 全体平均　6.7人

3

18,000

0

0

合         計 8 20

0預　か　り　支援 0

1,500

0 0

2たすけあい支援

お　掃　除　支　援

人数 利 用 回 数

14.3

7.6

4.4 0

1

9,000

0

3

47

15

57

11.8

0

0

0

00

0

0

0

7,500

  

 夏休み中のデイサービスではお出かけイベントが目白押しですが、日中一時支援の事業所であるしゅんこうハウスでは、

変わらず皆のんびりと過ごしております。 

 

 日中一時支援はデイサービスと違って一日の活動の中で何もないと思われがちですが、実は夏の時期には日中一時

支援ならではのイベントがあるのです。 

 それは１５：３０からのおやつタイム！ 

 今更何を言うのかとお思いでしょうが、暑い時期のしゅんこうハウスのおやつはアイスクリームなど冷たいお菓子を提

供しております。 当然の事ながら子ども達には大好評でして、夏の時期は特にデイサービスの活動に勝るとも劣らない

内容と化しています。 

  

 日中一時支援だから何もしないという事はなく、打倒デイサービス！の精神で様々な支援、活動を提供していきたいと

秘かに思っています。 

 

 皆さん こんにちは('_') 暑い日が続いていますが、体調等崩されていませんか？ 水分補給をしっかりと行い、熱中症等

に気をつけてくださいね(*^_^*) 

 

 さて、宿泊サービスについてですが、最近、希望者が増えてきている状態です(+_+) 

 宿泊スタッフも、なるべく調整をしていますが、顔見知りのスタッフだけではなく、他のスタッフが対応をさせて頂く場合

があります(;_:) また、皆様の宿泊に対応をできる様、努力をしてまいりますが、長期休暇等は、スタッフが手薄な為、ご希

望に添えない場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください！！ 

 

 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してくださ

いね！                                          担当  中島 計樹 

7月の利用
状況 

7月の利用状況 



　　

TEL＆FAX 0157-22-8772 

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

  

 北見にも短い夏がやってきましたね(^O^)／ 

 夏風邪も最近流行っているようですが、皆さんはいかがですか？ 

 この夏を元気に過ごせるよう、お互い体調管理に注意しましょう！   

  

 さてローフでは４月に新スタッフを迎え、よっしゃ！と思ったのも束の間、 

長年ローフをささえてくれたホールスタッフさんの退職という思いがけない事が 

ありとても不安でした。      

 しかしながら接客やパンの販売にも慣れた利用者さんの頑張りもあり 

今のところなんとかこの窮地をしのいでいます…！！    

  

引き続きホールスタッフさんは募集中ですので心当たりのある方宜しくお願い致します。 
 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 

    さて、支援の状況ですが 

  

 新メンバーさんのなかでもお客様に

提供できるお菓子を焼く事が出来る

ようになり、この数ヶ月間の努力が見

られてとても嬉しい事と思います(^^)/ 

 

 皆それぞれの作業スピードが速く

なってきたり失敗なく確実な作業を

する事が出来るようになって頑張りの

成果が見られます！！ 

 

 コツコツコツコツ、ワンステップアップ

目指して支援していこうと思っていま

す（*^_^*）   

                                      

      担当 中村 陽子                                                 

 

               寄贈のお願いです！！ 
  

＊放課後等デイサービス事業所「のーむ」では、不要となった事務机を探しています。 

 職場等で要らなくなった机はありませんか？ 
 

 ＊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？ 

 

＊先月以降、多くのみなさまよりトイレットペーパー・ティッシュペーパーの寄贈を頂きました！！ 

 心よりお礼申し上げます！！引き続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

               とむての森 スタッフ一同 

 

接客を頑張っ

ています！！ 

８月の夏メニューの 

ご紹介 

  

 「牛すね肉のラグ―

パスタ」               

お願い！！ 



菊田　富士夫　様 原渕　直美　様 寒河江　春美　様
西川　永　様 寺岡　利秋　様
佐々木　裕介　様

（7月末日現在） （順不同）

ローソン　ひかりの店　様 牛乳パック 小川　典子　様 電子レンジ
かがやきの里5・6号館の皆様 牛乳パック 中村　洋子　様 アルミ缶

西川　美夕紀　様 アルミ缶
西島　咲織　様 ボトルキャップ 本田　千鶴子 アルミ缶
前田　智子　様 掃除用品 馬渕　由美　様 アルミ缶
葛木　有希子　様 牛乳パック 中川　徳子　様 洗剤
久保田　寿広　様 洗剤・ふきん他 亀谷　克己　様 雑巾他
川瀬　清美　様 クッション・マット
柴山　ひみ子　様 アルミ缶・リングプル
蛯子　克代　様 トイレットペーパー
千葉　真弘　様 ティッシュペーパー
河原　美香　様 固形石鹸・ティッシュペーパー・洗剤
瀬口　春華　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・アルミ缶
宮林　幸子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー

  

 季節は、猛暑の候、皆様どうお過ごしでしょうか、暑い日が続いています。 

 7月は、夏祭り、花火大会、海開きなどの多くのイベントがありました。 

 

 今月の２２、２３日はＳＡＩの１周年のイベントがあり、外では普段は行っていない焼き鳥の販売を、利用者さんと一

緒に火傷に気を付けながら焼いたり、接客するなどを行いました。 

 当初用意していた量が足りなくなり、５０本ほど追加しそれもほぼ完売しました。お客様の評判は・・・美味しいと

言ったものや少ししょっぱかった等の様々な感想をいただきましたが、概ね美味しかったと好評でした。、次回は

もっと美味しく出来る様に利用者さんと頑張りたいと思います。 

 さて、こんねの野菜の方はちょっと珍しいロマネスコやこれから最盛期を迎えるトマトの品種のあいこやれいか、

地中海トマトが人気でした。 

 皆様のお陰で無事１周年を迎えることができ、大変ありがとうございました。次の２周年に向けスタッフ一同頑

張って行きます。 

                     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。  

会員（寄付金含） 

（議決権なし） 
賛助会員 

および寄付者 

会員（寄付金無） 

（議決権なし） 

いつもありがと

うございます！ 

→ 

「焼き鳥何本にしますか～？」  

 

（暑いなあ・・・ｂｙ心の声） 



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

●　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。

　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！

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

 ●　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。

 ★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　　ｈｔｔｐ：//tomutenomori.or.jp/　　

★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」

16

19 20

★しゅんこうハウス★  

22 23

洗濯ばさみで
遊ぼう

公園
ボードゲームで

遊ぼう

コスモスを
見に行こう

玉入れ

★ふれあい＠あったかホーム★

月見だんご
（100円）

24

13 14

4 5 6

公園

17

納豆餃子
（100円）

プール

26 27 28 29 30

お買い物ごっこ
（50円）

スイートポテト
（100円）

15

25

ドライブ

18 21

ベーコンとエリン
ギのバター炒め

（100円）
公園

お誕生日会
（１００円）

11 12

公園 実験

7 8 9 10

おはぎ
（１００円）

プール
おつかい

（おつかいのメモと金
額をご用意ください）

9　月の　予定表 ＊「にんぐる」　月～金（土・日休み） 

＊「のーむ」　　月～金（土・日休み）

3

粘土
栗を拾いに

行こう

1 2

お掃除体験 
15:00～15:30 


