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 穏やかな日々が続いた1月でしたが、後半にはやはり雪が。今シーズンも雪には苦労しそうです。 

 

 さて、地域での活動の強化はしょうがいのある方々が地域の一員として認識され、「災害などい

ざという時の大きな支援となる」とのことから、とむての森で町内会活動にも参画するなどの取

り組みを進めています。 

 この度、法人として本部がある北見市公園町第１自治会の班長を引き受けさせていただくことに

なりました。早速、スタッフや利用者さんが回覧板をお届けしたり、今月は町内会費を集めたりな

ど班長としての役割を進めていきます。 

 

 地域の中で活動し、その存在を認識していただくことはとても大切なこと。私たちは、移動支援

などの福祉サービスを活用しながらこうした地域での活動を、それぞれの利用者さんが生活する

地域中で実施することも推奨しています。是非とも皆さまの地域でもできることから「地域の一

員としての活動」をはじめてみることを心からお勧めします。 

 

 また、当法人はしょうがいのある方々の芸術活動にも力を入れており、昨年9月に開催された当

麻町にある「かたるべの森美術館」で開催した「オホーツクからはじめまして展」も盛況でした。年賀

状をはじめ作品の販売などで収入が発生する方も出始めるなど、第一歩は着実に踏み出せたと

思っています。 

 

 この取り組みを地元の皆さまにも知っていただきたくこの度、北見市北斗町2丁目3-24にある

NHKギャラリーをお借りし「オホーツクからはじめまして」巡回展を2月15日（水）から20日（月）まで

の6日間開催することになりました。最終日は13時までの展示となりますが、それ以外の日は10

時から17時まで展示を行っています。 

 この機会にお誘いあわせのうえでお出かけいただき、新たな可能性を知る機会としていただけ

れば幸いです。 

 今後ともとむての森の活動に対するご理解とご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 代表理事  

 

 平賀 貴幸 

  

 

                                                 

公園町第一自治会 １班の班長で～す！！ 

 
 法人本部のある公園町第一自治会に加入させていただいて

いますが、初めて29年度の班長をお引き受けすることになりま

した！！ 

 日頃から町内の皆様にはお世話になっていますので、スタッ

フ、利用者さんみんなで、1年間頑張っていきます！！ 
 

 2月は町内会費の集金です！！ 

 広報配りも頑張りま～す!(^^)! 



　

13.42人 12人

1日平均 先月

延べ回数 先月 1日平均 先月

130 7.05人 6.57人

生活介護
（営業日数　19日）

就労継続支援B型
（営業日数　19日）

134

延べ回数 先月

255 252

 皆様、こんにちは！ 

 年も明け、今年は穏やかな天気が続いていますね。 

例年、暴風雪の為事業所をお休みさせていただくこともあり、今年はこのまま春を迎えてほしい

ものですね。 

 お正月休み明けから利用者さん、スタッフ共に、風邪がとても流行っています。 

 さらに、今年のインフルエンザは熱が出なくても検査で陽性が出る方がいるそうです。おかしい

な？と思ったら病院に行ったほうがいいかもしれませんね・・・(*_*; 

 

 さて、平成29年度は、とむての森の本部がある公園町内会の班長をお引き受けすることになり

ました。 

 初めてのお仕事は町内会員の方のお宅へ回覧板をお届けに、利用者さん3名とスタッフでお

伺いしました。事前にあいさつの練習をしていきましたが、普段お伺いする事のないお宅の方が

出てくるとみんな緊張がマックスに(;^ω^) 

 次回は大きな声であいさつできるよう、リベンジしたいと思います！ 

 今後も回覧板などお届けする際には利用者さんと一緒にお邪魔する予定です。 

 町内会の皆様、よろしくお願いします！ 

       

                                                 就労支援Ｂ型 三澤ちえみ 

 
 春とは名ばかりの寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 

 各小中学校が冬休みの間はトレセンが使えないことが多く、室内での活動が増えています。 

 室内活動の際には、Wiifitを使ってヨガや筋トレを行っています！！ 

 春からの畑作業に向け、体力作りを頑張ってもらっています( ｀ー´)ノ 

 スタッフも一緒にヨガを行いますが、フラフラしてしまう人も・・・！ 

 

 「すてっぷ」と合同のイベントは、成人のお祝いでした！ 

 「ほっぷ」からは新成人の利用者さんはいませんでしたが、お祝いの雰囲気やウエスタンでの 

食べ放題がとても楽しかったようです(*^^)v 

 自分で好きなものを取りに行き、焼肉➡寿司➡たこ焼き 

➡デザート➡焼肉・・・などなど、たくさん食べられていました。 

 

                生活介護   山本 麻理恵    

 

 

生活介護事業所 

就労支援事業所 

1月の 

利用状況 

1月の 

利用状況 



担当 ：山川　圭一

１日平均

0回

先　月

0.19回

0回

0.96回1回

0.12回

0回

0回

先　月延べ回数

居宅介護

同行援護 0回

6回4回

0回

3.1人

1.35人

移動支援 (重度障がい)

先　月

0.58人

3.1人

先　月

18回

96回

0.61人

１日平均延べ回数

移動支援（身体あり） 19回

96回

　営業日数　　　 　31日
　総人数　　　 　　5人

　全体平均　　　 1.12回

　営業日数　31日　　総人数　154人  　全体平均　4.97人　　　　　

移動支援（身体なし） 39回 42回 1.26人

行動援護

重度包括

30回

0回

31回

0回

1月の利用状況 

  

 気温が低い日が続いていますが皆さん体調はいかがでしょうか？ 

 

 行動援護の利用者さん達は風邪をひくことなく元気に過ごす事が出来ています。 

 気温が低すぎたり、天気が悪かったり、外での運動はほとんど出来ていませんが、アルミ缶踏み作業やパズル・温水プール・

温泉等、室内で出来る活動は順調に行うことが出来ています。 

 

≪保護者様にお願い≫ 

 

 毎月の予定表をお渡しして、温泉等の公共施設で支援を行う予定を記入していますが、天気が悪く吹雪いていたり、しゅん

こうハウス付近で工事（ガスの工事が入りストーブが使えない等）が入った際には、出来るだけ早く保護者の方にお伝えし、

急遽支援内容の変更をお願いすることがあると思います。また、送迎する際にも路面状況や天候により支援時間が前後して

しまう可能性もありますのでご了承ください。 

                                                 担当  向井 章人 

1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☆ 
 2月に入りだいぶん寒さが落ち着いたかなと思う今日この頃ですが、みなさんはいかがお過ごしで 
しょうか？ まだまだインフルや風邪が流行ってますが、体調管理にお気を付け下さい。 
 
 今月の会報では、Facebookにも掲載していますが、利用者さんの活動の様子を紹介します。 
 1人目は中学生のTくん、この日はスタッフと一緒に冬の仁頃山を登りに行っています！時間内に三合目まで 
登り、二人して「はぁはぁ」息を切らしながらいい運動をしてきてます★ 
 2人目は高校生のKくん、運動が得意ではないと聞いていましたが、道立体育館のトーニングルームに行くと、 
予想外に積極的に運動に取り組み、頑張っていました‼汗もかいています☆ 
 そして３人目は成人のYさん、この日はホーマックへ行きペットコーナーで、大好きな猫をずーーーっと見ています。 
帰り際には後ろ髪をひかれる思いで「マンチカンにサヨナラバイバイ」と言って自宅へ戻っています(;^_^A 
    
 ◆◇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。また気温が低くなってきましたので、屋内外での活動の際、防寒対策の 
準備をよろしくお願いいたします。 



管理者 ： 中島　計樹

管理者 ： 寺澤　絵奈

管理者：青山　尚実

45

月 火 水

利用のべ人数 33 52 43 44

11.3
(先月) 40 47 46 54 43

平均利用人数 6.6 10.4 10.8 11

45 42 35

利用のべ人数 53 51 35 43

11.5

月 火 水 木 金

平均利用人数 10.6 10.2 8.8 11

46

(先月) 47 43

　営業日数　22日　総人数　217人  全体平均　9.9人　　　　　

7

　営業日数 22日　総人数　228人  全体平均10.4人　　　　　

(先月) 11.8 10.8 11.3 8

木 金

(先月) 10 11.8 11.5 10.8 8.6

 ２月に入り、まだまだ寒い日が続いていますが、皆さんはいかがおすごしでしょうか？ 

 インフルもまだまだ流行ってますので、防寒対策等をおこない風邪をひかないように気を付けて下さいね!(^^)!  

 さて、１月は餅つきやゲーム大会等、こうえんハウスにて合同で遊ぶことが多くありました！ 

 餅つきでは、子供たちは慣れない手つきで一生懸命餅をつき、つき立ての餅をみんなで食べ 

ました！とっても美味しくでき、子供たちも満足そうにしていました。ゲーム大会では個人戦の玉 

入れゲームをやりました。 

 子供たちは優勝目指して頑張りながらも、友達のことを『がんばれ！！』と大きな声で応援したり 

と、大盛り上がりのゲーム大会となりました！                  

                                                 文章担当  小栗 直基 

1月の 
利用状況 

1  
 

 冬休みも終わり、子供たちからは、冬休みの思い出話に、花が咲いているこうえんハウスです(^^♪ 

 「○○行ったー！」や「○○すごかったー！」など、羨むスタッフに、ニコニコしながらお話してくれていました( ;∀;) 

 

 さて、こうえんハウスでは、ほくおうハウスのお友達と合同での、ゲーム大会が行われました!(^^)! ゲームの内容は、1

人5球の玉を得点のついた、カゴに入れるといった、玉入れゲーム！子供たちは、とても上手で、難易度を少しずつ変え、

とっても盛り上がりました(*'ω'*) ４日間に渡るイベントだった為、普段こうえんハウスに来ている 

お友達もあまりこうえんハウスに来れないお友達も、楽しく交流をしていました( ﾟДﾟ) 

 今月もアート活動がありますが、これからも続けていければと思っています(^^ 

まだまだ、インフルエンザの猛威は、侮れません( ;∀;)手洗い、うがいを徹底し、予防に心がけて 

いきましょう！！ 

 冬休みもあけ、本格的に卒業シーズンになってきました！！ 

 卒業生と過ごす時間はあと少し・・・有意義な時間を過ごし、少しでも多くの 

思い出を作って行きたいと思います。 

 先日、ぽっくるの活動でバスに乗ってパラボまで行ってきました（＾◇＾） 

 ぽっくるの前にはちょうどバス停があるので、街へ行くのに、とっても便利なんです！！ 

 行きは、７番のバスに乗るんだよ！！と話しながらバスを待って、いざ乗ってみるとバス券を取らない事に

ビックリ！！今は市内は大人は２１０円、子どもは１１０円と決まっているんです(゜゜)～ 

 学校で乗ったりするとの事で、スタッフよりも子ども達の方がバスの乗り方に詳しかったです!(^^)! 

 パラボではぽっくるの買い物を手伝ってもらい、その後に自分たちの好きなおやつを買って帰ってき

ています。 

 帰りのバス賃を考えながらお買い物ができました(*^_^*) 

 帰りは行きよりもスムーズで、「６番か７番だよね？」「ピンポン押してもいい」等お話ししながらバスを待

ち、バス内でもとっても静かに乗って、降りる場所ではスタッフに確認しなくてもピンポンを押す事がで

き、バス内での両替も上手に出来ました(^o^) 



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 6

ホームヘルプ支援

買 い 物 支 援

26

30

6.5

6

3.6 4.4 5.8

5 4.3 4.8 0

宿  泊  支  援

18 22 4 23

20 17 19 0 33

18

営業日数　31日　総人数　163人　 全体平均　5.3人

1

10,400

0

0

合         計 11 16

0預　か　り　支援 0

3,900

0 0

8たすけあい支援

お　掃　除　支　援

人数 利 用 回 数

13

6.6

3.6 1

4

3,000

0

1

54

7

52

10.8

0

0

0

00

0

0

0

3,500

  

 既にご存知かと思いますが、とむての森ではABA(応用行動分析)をベースとした支援を実践しております。とりわけ実践

的かつ効果的なものとして、ABAのベースともなっているフィードバックの原理を多くの現場スタッフが実践しています。 

 フィードバックの原理とは、ざっくり言うと被支援者の反応に対して支援者が即座に正誤を伝えること(刺激)により、反

応と刺激を繰り返して脳内に情報を蓄積していくプログラムです(ABAでは行動の強化と呼びます) 

 とむての森では行動の強化につながるような支援として、何か良い事ができたらその対象者に対して刺激(強化子)を多

様化して与えています(ほめる、お手伝いなど労力の提供の対価としておもちゃをもらうなど) 

 その結果として、以前は出来なかった事が出来るようになる事例もありました。 

(例：お皿洗いの際、はじめはお皿を回しながらスポンジで洗えなかったけれど回数をこなす事によって同時に出来るよ

うになった) 

 

 そこで「つくしんぼ」では将来の就労に結びつくような、経験＋理論を根拠とした新しい支援の取り組みを新年度から行

おうと目下検討中です。 詳細が決まりましたら来月以降随時この場でお知らせします。 

  

 みなさん こんにちは!(^^)! 

 まだまだ、インフルエンザの猛威に油断できない状況ですが、体調等崩されていませんか？ 

 ノロや、インフルエンザなどにならないよう、予防を徹底してくださいね？ 

 

 さて、昨年も宿泊支援や、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、可能な限り、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！  

                                                              担当  中島 計樹 

11月の利
用状況 

1月の利用状況 



　　

 

 寒さ厳しい季節、春の陽気が待ち遠しい今日この頃、皆様 如何お過ごしでしょうか。 

 どうぞ体調管理には 充分留意されてお過ごし下さい。 

 

 ローフでは２月はバレンタインデーも有り、いつものガトーショコラも模様替えして販売 

しています。この機会に是非、お試し下さいませ。 

 

    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

～バレンタインデーはローフのガトーショコラを～ 

 
    ￥８００（税抜） 

TEL＆FAX 0157-22-8772 

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

 

 さて支援の方では  いよいよ1年の締めくくり、目標達成度を確認

する時期になります。 

 お菓子作りでは、改良する必要がある場合には本人、先輩、スタッ

フで協力して作業内容を確認して手順を考え直したり、また新作にも

挑戦しています。 

 当初と比較してみると、失敗が少なくなってさらに形も各自でばら

つきが有ったのが、揃うようになってきました。 

 

 皆それぞれの目標に少しでも近づけるように、調理の作業でも、

キッチン、ホールの作業でも、一日一日を一緒に楽しみながら、ワン

ステップアップを目指して支援出来たらと思います。 

 

                           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」より、またまたお願いです！ 

 ほくおうハウスのテーブルが壊れてしまいました！！   ご家庭に眠っている折り畳み式テーブルはありま

せんか？よろしくお願いいたします。 

 

＊移動支援事業所「とろっこ」よりお願いしていました「ワンダーコア」ですが、早速2台もの寄贈を頂き、ス

タッフは歓喜！！数か所に配置したかったので、うれしい限りです。ありがとうございました。 

 図々しいお願いですが、コンパクトタイプの「ワンダーコア スマート」もあったら嬉しいな～とスタッフは

思っております。 「買ってはみたけれど、座いすになっちゃってるわ～」というご家庭はありませんか？ ご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

＊とむての森ではいつもトイレットペーパー・ティッシュペーパー・タオル等の 

ご寄付を頂いており、大変助かっています。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

ありがと

うござい

ました！！ 

お願い！！ 



北上　進一　様 岡村　俊幸　様

（1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 亀田　祐美子　様 服
小笠原　闘志弥　様　 古着 村上　京子　様 リングプル

笹木　克美　様 りんご1箱
渡辺　京子　様 チャイルドシート
安藤　初男　様 野菜たくさん
小椋　利枝　様 魚焼き用の石
久保田　寿広　様 牛乳パック
柴山　ひみ子　様 柔軟剤・アルミ缶
田中　真由　様 ノート・アルミ缶
西川　美夕紀　様 アルミ缶・ティッシュペーパー
馬渕　由美　様 アルミ缶・トイレットペーパー・ボトルキャップ
瀬口　春華　様 アルミ缶・トイレットペーパー・ティッシュペーパー
牧野　温子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・食器
宮林　幸子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー

  

 大寒の厳しい寒さが身に染みる季節となりました。 

 皆様は如何お過ごしでしょうか？氷点下２０度を下回る日も続いています。 

 昨年はインフルエンザや風邪等も流行っていましたが、とむてでは利用者 

さんが体調を崩す事もなく元気に過ごしています。 

 今年もこのまま皆がインフルエンザや風邪に掛かることの無い様に手洗 

い等の予防に努めていきたいと思います。 

 

 さて、３月から始まるこんねの畑作業に備えて週に１度トレーニングセンター 

で体力作りに励んでいます。主にストレッチ等の柔軟体操やジョギング、トレ 

ーニングマシンを使った運動をしています。 

 

 今年は新たに市内にハウスを借り農地の拡大、昨年とは違う野菜の栽培 

等と今年も大忙しの１年になると思います。 

 今年も利用者さんと一緒に昨年以上に収穫量は勿論、味も良い野菜を 

作れる様に頑張ります。 

 

                         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28年度も、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。  

 いつもいつも皆様のご

協力に感謝しています。 

 ありがとうございます！！ 

会員（寄付金無） 

（議決権なし） 



ベーカリーカフェ　ローフ 日中一時支援事業所「つくしんぼ」
生活支援事業所「ほっぷ」・studioブレーメン 住所　〒090-0801　北見市春光町１丁目２４－９
住所　〒090-0015　北見市公園町１６６番２９ TEL   ０１５７－３３－５１８２
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７２

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

   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★

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」

★こうえんハウス★

17

20 21

★しゅんこうハウス★  

23 24

ゲーム大会
（３０円）

ゲーム大会
（３０円）

ゲーム大会
（３０円）

お掃除体験
工作

（5０円）

★ふれあい＠あったかホーム★

にっこり
じゃんけん

25

14 15

5 6 7

お誕生日会
（１００円）

18

ゲーム大会
（３０円）

シチュー
（１００円）

27 28 29 30 31

おつかいに行こう
（おつかいのメモとお
金をご用意下さい）

ゲーム大会
（３０円）

16

26

しっぽ取りゲーム

19 22

お買い物ごっこ
（5０円）

ホワイトデー
（１００円）

紙芝居

12 13

実験 雪遊び

8 9 10 11

工作
（5０円）

フルーチェ
（１００円）

新聞紙ゲーム
卒業生を送る会

（１００円）

3　月の　予定表 ＊「にんぐる」　月～金（土・日休み） 

＊「のーむ」　　月～金（土・日休み）

4

だいこん抜き
ひなまつり
（１００円）

1 2 3

お掃除体験 
15:00～15:30 

＊「ぽっくる」の活動内容につきましては、個別配布とさせていた
だきます。 放課後等デイサービス事業「ぽっくる」    担当  


