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 新年あけましておめでとうございます。 

 

 昨年末は衆議院議員選挙に、早々と降り積もった大雪と寒波と大変な時期でした。 

 明けて新年はどのような１年になるでしょうか。 

 

 さて、地域の暮らしの安心安全を守るための私たち、福祉事業を行う者を取り巻く状況

は、やはり楽観できるものにはならないようです。 

 介護報酬は９年ぶりに引き下げられることが避けられないようです。 

 一方で、介護の現場で働く職員の処遇改善と人員不足への対応は進めていかなくてはな

らない状況は引き続き存在することから、どのような形でこうした課題に対応するのか私

たち、事業者には厳しい現実に向き合う覚悟と対応策が必要不可欠になってまいります。 

 こうした状況を一定程度先読みしながら、スタッフの研修にできるだけ多くの費用をか

けて人材の育成に努めてまいりましたが、まだまだ道半ばです。 

 今後の制度改正の進捗を見守りながらも、私たちは以下のような取組みを進める必要が

あると考えています。 

  

①既存事業の実施方法について例外なく見直しをかけていくこと。 

 

 事業の運営方法が適切なのか。理由なく非効率になっていないか。修正すべき点はない

かなど、改めて現在実施している諸事業を見直してまいります。 

  

②新規事業の可能性検討を実施。 

 

 現在の事業の中から新たに派生するもので事業化できるものはないかを精査してまいり

ます。 

また、現在寄せられている多くのニーズの中から答えていくべき必要性が高く、事業化に

適したものはないかどうかも精査して、今後の事業展開の可能性を検討してまいります。 

  

③既存事業の発展及び新規事業展開につながるアイディア募集 

 

 「スタッフ」・「会員の皆さま」・「地域の皆さま」から、以下のようなアイディアを

今後募ってまいります。 

  

Ａ：既存事業の中で改善すべき点、新たに実施すべき点、現在提供するメニューに加える

べき点などのご意見をお寄せいただければと思います。 

  

Ｂ：現在行っていない事業で実現して欲しいもの。実現の可能性のあるものについてご意

見をお寄せいただければと思います。その際には、理由と採算面の見込みについても可能

な範囲で結構ですのでお知らせいただければ幸いです。 

  

 以上のように、とむての森はあらたな仕組みの構築に向かってチャレンジをしてまいり

ます。皆さまにおかれましては、私たちの挑戦に対してご理解とご協力をいただきますよ

う、心よりお願いを申し上げます。  

                       代表理事 平賀貴幸 

  



　

営業日数　19日　　総回数　315332回　　　平均　16.57人

120回 6.1人

先月

10.09人

5.71人

就労継続支援B型

生活介護

199回 212回 9.9人

116回

延べ回数 先月 1日平均

 明けましておめでとうございます！今年も１年どうぞよろしくお願いします。 

 昨年末のクリスマス前は、大雪により「すてっぷ」のサービス提供をお休みさせて頂きました。皆様にはご心

配やご不便をお掛けし、大変申し訳ありません。冬季におけるこのような悪天候の場合は、今回のように利

用される皆様が安全に通勤し、無事に帰宅できるか？同様にスタッフの通勤と退勤に関して安全性が確保で

きるか？などと様々な視点から総合的に判断し、サービス提供を止むを得ず休止する場合がございます。利

用される皆様の安全を第一に考え、その時点での最良と思われる判断をしていきたいと思いますので、予め

ご容赦頂ければ幸いです。 
 

 さて、新しい年を迎え、皆さん今年はどのような年にしていきたいでしょうか？昨年末のことですが、「すてっ

ぷ」のスタッフ達は、自らの目標や計画、夢などを発表しました。「こんな風になったらいいな」「あんな風に

なったらいいのに」「私の夢は○○です！」などとそれぞれに様々な「思い」がありました。利用される皆さんの

夢や目標は何でしょうか？小さな目標や大きな夢が少なからずあるのではないかと思います。私達はそのよ

うな目標や夢を実現することを、日々の業務を通じて、少しでもお手伝いできればと思います。今年も皆さん

にとって良い年を送ることができるようにスタッフ一同、一生懸命に頑張ります。今年も…いえいえ末永くどう

ぞよろしくお願いします！ 

                                             就労継続支援Ｂ型  井上 涼太 

                               

  

 新年明けましておめでとうございます♪ 

 旧年中は就労支援事業所「すてっぷ」対し賜りました皆様の温かいご理解とご支援に厚くお礼を申し上げ

ます。 

 さて、とむての森通信は1カ月遅れでの発行の為、今月号は昨年12月の生活介護の様子をお伝えいたし

ます。 

 先月の生活介護は、就労Bで清掃作業の委託を受けているグループホーム「かがやきの里」の入所者さ

ん達へ、牛乳パックで作製した足置き台をプレゼントするための作業に取り組んでいます。ハサミやカッター

で材料を切る係、セロハンテープで留める係、布を裁断する係と、生活介護を利用している利用者さん全員

で少しづづ作業を進め、合計３個の足置き台を完成!!     クリスマス当日には間に合いませんでしたが、26

日に何とかプレゼントを届けることが出来ました。 

 生活介護では、このような地域との繋がりを深める活動を今後とも続けていこうと考えています。 

 

   生活介護  近井 修  

 

 

就労継続支援B型・生活介護 

12月の利用状



担当 ： 髙橋　治仁

１日平均

0回

先　月

0.13回

0回

0.93回0.9回

0.13回

0回

0回

先　月延べ回数

居宅介護

同行援護 0回

4回4回

0回

3.2人

2.07人

移動支援 (重度障がい)

先　月

0.5人

3.13人

先　月

15回

96回

0.52人

１日平均延べ回数

移動支援（身体あり） 16回

97回

　営業日数　　　 　31日
　総人数　　　 　　4人

　全体平均　　　  1.03回

　営業日数　31日　　総人数　183人  　全体平均　5.91人　　　　　

移動支援（身体なし） 70回 62回 2.26人

行動援護

重度包括

28回

0回

28回

0回

12月の利用状況 

                            

                            みなさん あけましておめでとうございます♪ 

 

 気温も下がり、本格的に雪も降ってきましたが、皆さん風邪はひいていませんか？ 

 先月の行動援護の利用者さん達は、風邪が完全に治ったので元気いっぱいに過ごしています。作業やウォーキング・

温泉やカラオケ等、楽しいことや苦手なこと、沢山ありましたが、無事に１年終えることが出来ました♪ 

 

 １年間頑張って作業していたのをサンタクロースが見ていたのか、みんなの自宅にプレゼント（温泉券）が届いたみた

いです♪（温泉券は皆さんに寄付して頂いたアルミ缶を作業で使用し、売り上げ金で買うことが出来ました♪本当に

感謝しています♪） 

 今年も皆さんに素敵な１年を過ごして頂けるよう、スタッフ一同頑張らせて頂きます！よろしくお願いします(^O^)／ 

                                               担当  向井 章人 

12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） 

   
 皆さん新年あけましておめでとうございます☆☆ 
 今年もとむての森および移動支援事業所｢とろっこ｣をよろしくお願いいたします!! 
 
 さて月一のイベントでは12月20日に、生田原のちゃちゃワールド・ノースキングに行ってきました。当日は暴
風雪の後という事もあって、路面状況が悪いことを予想していましたが、市内を抜けると走りやすく、無事に決行
することができました。 
 ちゃちゃワールドでは1階の展示ブースには皆ほとんど興味を示さず、２階の木の玉のプール・木馬などの遊具
施設や木のパズルなどで楽しく遊んでいました☆ 一通り遊んだあとはお土産を買い、ノースキングへ。 
 温泉では露天風呂はないものの、先にしっかり頭・身体を洗ってから、泡ぶろや薬湯などにのんびり浸かりくつ
ろいでいました。 
 お風呂上りにはアイスを食べたり、ガチャガチャを回したり、再びお土産をみたりとおのおの過ごしていました。 
  
                                       移動支援 髙橋・山川 
  
    
  



担当 ： 青山 尚実

担当 ： 寺澤　絵奈

48

月 火 水

利用のべ人数 51 44 43 32

9.6
(先月) 20 38 54 44 48

平均利用人数 10.2 8.8 8.6 6.4

49 49 54

利用のべ人数 64 48 39 35

13.25

月 火 水 木 金

平均利用人数 12.8 12 9.75 8.75

53

(先月) 42 42

　営業日数　23日　総人数　218人  全体平均　9.5人　　　　　

13.5

　営業日数 23日　総人数　239人  全体平均　10.39人　　　　　

(先月) 10.5 10.5 12.25 12.25

木 金

(先月) 5 9.5 13.5 11 12
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12月の 
利用状況 
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 みなさん、あけましておめでとうございます。 
 去年は子供たちの成長にビックリし感動が多かった1年でした。 
 今年は子供たちの成長と共にスタッフもレベルアップしていけるように、にんぐる含め児童期
スタッフ一同頑張っていきたいと思いますので今年もよろしくお願いいたします。 
 
 お正月も終わり今は冬休み中のこうえんハウス。お友達同士遊んだり、時にはけんかしたりと
朝からとってもにぎやかです(^^♪ 
 冬休み中はちょっと遠くへお出かけのイベントもあります、先月は網走流氷館へ行ってきまし
た(^<^) 
 1時間かけての網走なのでちょっぴりお疲れの 
子供たちでしたが、車内でもクリスマスのプレゼ 
ントの話で盛り上がり、流氷館では－１６℃の中 
でタオルを凍らせたり、クリオネをみたりとって 
も楽しかったようです。 
 
 今月は山の水族館があるので、楽しんでもらえ 
たらいいなと思います(^○^) 
 
               



担当 ： 菅波　大輔

営業日数　31日　　総人数　169人　 　全体平均　5.6人 営業日数　31日　　総人数　0人  　全体平均　0人

   利 用 料 金
       （金ちゃん）

（ １ 金ちゃん　１ 円 ）

13 4

6.2 3 0 4.5 7

5 5.3 0 5.5

0 0 0

0 0

0

57 20

64

14

00
0

0
0

宿  泊  支  援
入  浴  支  援

移　送  支  援 3 4

ホームヘルプ支援
買 い 物 支 援

人数 利 用 回 数

0 0 0

31 15 18 28

20 21 0 22 27

0

0 0 0

0 0 0

5

6.8

18,500
0

0

合         計 9 11
0預　か　り　支援 0

1,500
0 0

2たすけあい支援
お　掃　除　支　援

0
0

0

2

15,000
0

5

19

4

0 0

0

0

2,000

0 0 0 0

0 0 0 0 0

  
 12月のしゅんこうハウスでのサロンは、11月に本部で行ったものと同じくリフレクソロジー講座を開催し

ました。 

 事前に大雪だったこともありいつもより参加はのびなかったものの、やはり人気の講座なだけあり好評を頂

く事ができました。 

 主に冷え性の改善を図るハンドリフレマッサージを行い、終了後にはポカポカとあったまったとの声も… 

 次回は1月の最終土曜日、もしくは日曜日に開催いたしますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ

ください。 

                                    担当  菅波 大輔 

12月の利
用状況 

 

 新年明けましておめでとうございます！12月は途中まで雪が無くこのまま3月頃まで持たないかなあと淡い

期待をしたものの、やはりそううまい事は行かず・・・皆さんご存じの通り、これまで溜め込んだものを吐き

出すかの如く雪が降り続けたあの日の事はもう思い出したくないので雪の話はこの辺にしておきたいと思いま

す。 

 去る１２月２５日、この日はこうえんハウスと同じくしゅんこうハウスでもクリスマス会を行いました。 

 サプライズ感を出そうと、あえて「サンタさん来れないかもね」と子ども達に話し、いつも通り過ごしてい

た所に颯爽と現れた二人のサンタさん！来れないものだと思っていた子ども達は大喜びでサンタさんに抱きつ

いています。 

 興奮も冷めやまない中、サンタさんと一緒にダンスを踊り、さらにはプレゼントも頂き、まさに歓喜の嵐が

ハウス内を埋め尽くしていました！この度沢山のご協力を頂いたみらいパートナーズ様、並びにケーキを寄贈

頂いた山本工務店様、子ども達は本当に喜んでおりました！この場を借り、改めてお礼を申し上げたいと思い

ます。本当にありがとうございました！ 

 

 

12月の利用状況 



　　

TEL＆FAX 0157-22-8772 

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

担 当 ： 伊 藤 栄 一 

 新年おめでとうございます！！ 

 ローフは早くもバレンタインに向けて、商品のラインナップを検討中！！ 

 来て頂いたお客様に喜んでもらうべく、たくさんの商品でお待ちしております。 

 また、ローストチキン及びローストビーフ、アップルパイ、パンプキンパイをお買い 

上げのお客様には、２割引き券を差し上げています。 

 ３月末までの使用期限を設けさせて頂いています。 

 この機会に是非お早めにご使用ください！！ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 
 
 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 

 ローフのパン   やっぱりゴルゴンゾーラのパンは人気です！！ 

             黒ビールのカンパーニュ ゴルゴンゾーラ入り 300円 

             フランスパンブール ゴルゴンゾーラ入り 350円 

             リュスティック ゴルゴンゾーラ入り 250円 
 

 ローフの飲食   ミックスシチューが人気です！！ 

             厚めに切った、牛タンと牛ほほ肉、牛すね肉が入った 

             コラーゲンたっぷりのシチューです。 

  

 新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

 さて、Onkaの営業も今月いっぱいとなりました。 

 12月の後半より、メニューの一部に変更があり、新商品として「モンティクリスト」や「イカ墨パエリア」、「ペスカトーレ」

などが加わりました。 

 パエリアには、メンバーのチバさんが考案した「リゾット」を組み込んでいます。 

 最近では、メンバーも情緒的に不安定な傾向があり、なかなか上手くいかないことも多々あり、失敗が続いています。 

 今まで出来ていた作業が、いつの間にか自己流になり、スランプに陥っている方、自己評価が高く、自分が一番だと

思っている方など様々で、初心に還る必要がありますが、まだ冷静に判断できない方が多くいます。 

 また、そんな中でも日々頑張り、出勤日数を増やし頑張っている方もいます。 

 体調が優れないこともありますが、意識的な上昇傾向があり喜ばしいことです。 

 

 今月の営業が終わり、2月からは片付けと引っ越しが始まり、西三輪では「こんね」と「生活介護」が活動を始めます。 

 店舗では、加工食品とクラフト雑貨の販売を始めるために、今現在担当スタッフが準備を進めているところです。 

 話題性のある面白い活動をしてくれるみたいです。 

 

さて、支援の状況ですが 

 それぞれにだいぶ役割が割り振

られ、作業スピードがやっとあがっ

てきたように感じます。まだ、商品

のクオリティーにバラツキは感じら

れますが、良いものと良くないもの

との区別については、なんとなく

解ってきているかなという感じです。 

 良いもの、良くないものについて

は、スタッフがしっかりと注意し、良

いものはこれ、駄目なものはこれ、

と区別をしっかりつけるように支援

を行っています。引き続き、良いも

のが作れるように作業を続けて、商

品のクオリティーを上げれるように

努力してまいります。 
 

       担当 野口 富弘                                                                           

                                                    



大場　信之 佐野　久美子

（12月31日現在） （順不同）

みらいパートナーズ会計北見事務所　様 お米・クリスマスプレゼント
山本工務店　様 クリスマスケーキ
白石　由美　様 ウオータージャグ 相内生果　様 人参
葛木　和広　様 クリスマス飾り 田中　真由　様 絵本・アルミ缶
大橋　馨　様 アルミ缶・リングプル 浜元　一也　様 リングプル
乾　良行　様 トイレットペーパー 本田　千鶴子　様 アルミ缶
川瀬　清美　様 ボールプール・アルミ缶 柴山　ひみ子　様 アルミ缶
馬渕　由美　様 クリスマスケーキ 亀谷　克己　様 カレンダー
髙橋　好光　様 炊飯ジャー 石原　麻由美　様 おもちゃ
中村　明美　様 電子レンジ
中川　徳子　様 たまねぎ・ボトルキャップ
湯本　勝也　様 トイレットペーパー
蛯子　克代　様 トイレットペーパー
宮林　幸子　様 トイレットペーパー
瀬口　春華　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・アルミ缶
西島　咲織　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・たまねぎ
中村　洋子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・食用油
西川　美夕紀　様 アルミ缶・トイレットペーパー・ティッシュペーパー

   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 

                                                                                           12月号でお願いをしましたふれあい＠あったかホーム のびのび2号館に入居さ

れる方のための寄贈のお願いですが、早速炊飯ジャーと電子レンジの寄贈を頂きました！ありがとうござ

いました！引き続き下記の家電製品や日用品の寄贈をお願いしていますので、ご家庭で眠っている物など

ございましたら、事務局までご連絡をよろしくお願いいたします。   （とむての森  ℡  32-8715） 

 

希望電化製品                洗濯機（容量4～5K前後）・掃除機 

 

その他生活必需品                 新品のIH用フライパン・IH用片手鍋          食器他生活用品いろいろ 

  

1 2

 

 

 

 

 

 

 

                       

                               

  平成26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。 

 

 

 

  

スタッフ会員 

（寄付金無） 

いつもありがと

うございます！！ 

お礼とお願い！！ 



住所　〒090-0015　北見市公園町１６６番２９ 日中一時支援事業所「つくしんぼ」
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７２ 住所　〒090-0801　北見市春光町１丁目２４－９

TEL   ０１５７－３３－５１８２
放課後等デイサービス事業所「にんぐる」　  　　　　　　    　　
住所　〒090-0015 北見市公園町１３７番地４８　　　     　　 　放課後等デイサービス事業所「のーむ」
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７１                             　     住所   〒090-0822　北見市北央町９０番地の８
相談支援事業所「りーふ」　　（こうえんハウス内）  TEL/FAX   ０１５７－２４－８００３
　TEL　０１５７ー５７－４６８４　/　FAX   ０１５７－５７－４６８５　
携帯　０８０－１９７４－５０１４ 日中一時支援事業所「もみじ」

住所　〒090-0836　北見市西三輪３丁目７４６番地の２７

★ほくおうハウス★

★みわハウス★

★こうえんハウス★

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

★ふれあい＠あったかホーム★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★しゅんこうハウス★

　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。

就労支援事業所「すてっぷ」（就労継続支援B型）　　　　　　　　　　就労支援事業所「すてっぷ」（生活介護）

 ★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」

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」
   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://tomute.net/home/

よみきかせ
かまくらを
作ろう

実験

おつかいに行こう
（買ってきてほしい
食材のメモとお金を
ご用意ください）

そり

15 16 20

22 25 26 27

やきそば
（100円）

工作
（５０円）

そり

23 24

パフェ
（100円）

17 18 19 21

28

体操
バレンタイン

チョコ
（100円）

71 2 3 4 5 6

そり
お買いもの
ごっこ

（５０円）

フルーツ
ヨーグルト
（100円）

お買いもの
ごっこ

（５０円）

トレセン

11 12 13

バナナチップス
（100円）

ジャガイモの
モチモチ焼き
（100円）

14

節分
（100円）

アイロン
ビーズ

（50円）

8 9 10

お掃除体験 
15:00～15:30 



 昨年に引き続き、今年も「みらいパートナーズ会計 北見事務所」の方が、自前のサンタさんの衣装に身を包み、たく

さんのプレゼントを抱えて来てくれました)^o^(なんと、今年は一緒に「妖怪ウオッチの妖怪体操」を一緒に踊ってくれまし

た！！優しいサンタさんは本部にも顔を見せてくださって、スタッフにもプレゼントを！本当にありがとうございました！！  

 12月25日（木）、今年も児童期のクリスマス会に合わせて、山本工務店様より10箱ものクリスマスケーキが届きまし

た！！嬉しいプレゼントも、なんと今回で7回目となりました。 

 

 子どもたちは（実はスタッフも）毎年とっても楽しみにしていて、たくさんのケーキを前に、みんなの目はキラキラ！！ 

 「おいしい～！」 「うまいぞ～！」と、大きな口をあけてパクついている姿を見て、幸せな気分になったスタッフでし

た)^o^(  山本工務店様、ありがとうございました！！  


