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日頃から︑
ＮＰＯ法人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︒この度︑通販化粧品でお馴染
みの furacora
を販売する株式会社 協和さま
と協働での取り組みが整うことになりまし
た︒今後︑とむての森の芸術部門 studio
ブ
レーメンのボーダレスアート作品などを活
かしたデザインを製品販促チラシに使って
いただくなど︑活用していただけることに
なります︒障がいのある方々の作品を使用
していただくことで︑作品使用料を製作者
であるアーティストが受け取ることになり
ます︒今後も伸ばしたい分野となります︒
引き続き取り組みを重ねて参ります︒また︑
この関係で協和の製品が市価よりも安く購
入できるようになります︒今後お届けする
会報にチラシを同封させていただいた際に
は︑ご覧くださいますようお願いいたしま
す︒とむての森を通じてご注文をいただく
と︑代金の一部がとむての森に寄付される
仕組みとなっていますので︑ご興味のある
方はこの機会にぜひご利用いただければと
思います︒さらに今年度は︑スタッフに対
して新たな事業を﹁新規起業﹂として起こ
すことを提案しています︒こちらはとむて
の森が出資者となり︑地域の課題解決や障
がいのある方々にとって必要となる新たな
事業を進めるための新方策としての取り組
みとなります︒当法人は福祉の現場で働く
方々の処遇改善を進めていますが︑それを
さらに進めるための新たな挑戦でもありま
す︒事業提案があった際には︑会員の皆さ
まにも会報等を通して︑事業企画提案の内
容を評価いただきながら実施に向けて進め
たいと考えていますので︑その際はどうぞ
よろしくお願いします︒さて︑新型コロナ
ウイルス感染症についてですが︑変異株の
感染者が北海道でも増えてきました︒﹁若い
世代にも感染する﹂﹁若い世代でも重症化す
る﹂
﹁感染力は従来のものより高い﹂など要
注意のものとなっています︒引き続き感染
防止対策を徹底しながら生活を続ける必要
がありますので︑こうした取り組みに対し
てもご理解とご協力をよろしくお願いしま
す︒凡事徹底で乗り越えて参りましょう︒

代表理事

6月

い
しい
うれし
サプライズ

予定表

土日祝はお休みです。

- HAPPY SURPRISE !!! -

卒業からは２ヶ月、入学からは１ヶ月、あっという間にもう５月です。お兄

アスリート
トレーニング

さん・お姉さんが卒業して寂しいと言っていた子ども達も日常に戻りつつあ

（筋肉強化）

学びタイム
【 一日一膳活動 】

SST

読書

休み

り、新しく「ぽっくる」に来たお友達も少しずつですが、慣れてきています。
そんなみんなの様子を見ていてふと思ったのが、
【状況変化に少し強くなった

休み

のでは？】という事です。特に新メンバーの何人かは「のーむ」や「にんぐる」

Wii で
あそぼう

学びタイム
【 暑い日の過ごし方 】

SST

指先の訓練

音楽にあわせて
運動

DVD 観賞

レモネード
を作ろう

ウォーキング

有酸素運動

休み

（スタミナ強化）

時代では活動が変わったり、食べたくない物があると項垂れたり調子を崩し
てしまう事もある利用者さんが「分かった。仕方ないね」と言ったり、以前

休み

は食べられなかった物を食べたりと…サプライズを連発‼これにはスタッフ

キャンディー
ブーケ
（１００円）

学びタイム
【 接客とマナー 】

ぽっくるクッキング
＊バナナシェイク
（１００円）

休み

も驚きましたが一番驚いたのは保護者さんで「本当ですか？」と信じられない
といった様子の方や「今度家でも試してみます」と嬉しそうにしていた保護

休み

者さんも。たった１ヶ月でこれほどの変化。今後が楽しみです。
放課後デイサービス事業所「ぽっくる」
文 . 田中豪樹

休み

学びタイム

ぽっくるクッキング

【 応急処置 】

【 衛生管理について 】

アスリート
トレーニング

SST

（全身運動）

（１００円）

（体幹運動）

SST

休み

書道

どんな変化も慣れてしまえば
- Once You Get Used To Any Changes -

２つのお願いです。

❶

６月の移動支援は諸事情により
スタッフの減員の為、利用回数
や支援時間が変更になります。ご迷惑
をおかけしますが、ご理解していただ
けますようお願い申し上げます。

❷

引き続き新型コロナ対策として
マスクの着用、屋外活動時の気
温や状況に合わせた格好、タオル等の
持ち物のご用意をお願いいたします。
また支援に関しまして日にち・時間な
どの変更がありましたら、お早めにご
連絡をいただけますようお願い申し上
げます。

移動支援を利用されている皆さんは今月も変わりなく活動されています。さてコロナ
前と比べると、コロナ禍の現在、感染予防の為いろいろな変化がみられます。例えば
外出先での変化。施設や店舗の入り口の消毒用アルコールの設置から始まり、マスク
着用や検温をしての入店はもちろん、トレーニングルームの使用が予約制になったり、
プールではプール用のマスクをつけた指導員の増加や更衣室などで会話を控えるアナ
ウンスが流れたり。温泉では日帰り入浴を休止している施設や、脱衣室では間隔をあ
ける為にロッカー数が減っていたり、図書館では場所によって滞在時間の制限があっ
たり、カラオケではマイク用のカバーも出たりと多種多様です。当時はその変化の対
応が面倒くさかったり忘れたりしてしまう事もありましたが、今では利用者さんも含
め慣れたもので、スムーズに行えています。これからも利用者さんと一緒に色々な変
移動支援事業所「とろっこ」 文 . 山川圭一

化に対応していきながら移動支援を行っていきたいと思います。

春一番

- The First Strong Wind Of Spring みんなの畑 こんね

文 . 佐藤千鶴子

すっかり雪も融け、桜が咲き始め、やっと北海道にも春がやってきました。日中の気温が２０℃を超
える日もあり、ウオーキングに畑作業にと外活動がとっても気持ちの良い季節ですね。“焼肉のまち”と
言われている北見市。この時期、天気の良い休日には外で焼肉をしている姿をよく見かけるようにな
ります。もうこんな時期（春）
か。と感じるのは私だけでしょうか。。。先日、この時期ならではのタラ
の芽や山わさびを頂きました。山菜独特の苦みや辛味を一口一口ゆっくり噛みしめ、春一番を堪能し
ました。気候も食べ物も最高！やっぱり春っていいですよね！こんねの畑での春一番の野菜といえば
『アスパラ』。毎年この時期になるとニョキニョキと出てきてくれます。今年は雪も少なく、気温も高
かったことで１週間ほど早く収穫が始まりました。ありがたいことに８年目となりますがまだまだ収
穫できそうです。こんねメンバーは４月から１名減り１０名となってしまいましたが、人数なんて関
係ない！というくらい皆元気いっぱいです。成人になり畑作業を始めて 3 年目、4 年目…。7 年目と
もなるメンバーもいます。土おこし作業、土入れ、種まきと、その時期その時期の作業がありますが、
準備してあった道具を見ただけで作業を始めたり「次は○○だからな」とスタッフの支持がなくても
自分から始める事もあるくらい、畑作業には慣れたものです。心強い限りです。今後も出来る事を増
やしていけるよう、笑顔で活動出来るように支援していきたいと思います。

少しずつですが、アスパラや、葉物野菜の収穫が
始まっています。不定期ではありますが販売もし
ております。見かけた際にはどうぞ宜しくお願い
致します。

と増やすつもりの無かった家の物が急に増えた気がします。みなさんも似たようなこと思い当りませ
んか？ありますよね？今年もまた不要不急の外出は控えるGW です。会報を書く度に 1年前の記事を
見るのですが、1 年という時間は物事が大きく変わるには十分な時間なのだと思います。お店として
様々な人が訪れるローフはマスクに消毒、換気に空気清浄機と感染対策をしっかりやっています。毎

普

通

回やるとなかなか大変なんて思っていたのも、今ではコレが当たり前になりました。去年はほとんど
見かけることが無かった工大や看護大の学生さん達も以前のように見かけることが多くなりました。

ふつう

- new normal , NEW STYLE -

去年と違う

コロナ禍で増えたお家時間を快適に過ごそうとして、そんな謳い文句の商品をつい買ってしまったり

新しいお客さんとして来てくれることが増えるといいなぁと思いながらレジに立っております。お店
には最近サンドイッチが並ばない日がないくらい毎日作るようになり分担して作業する人もいれば、
1
人で BOX に詰めて盛付までできる人もいます。レジで接客ができるようになった人、シフォンケー
キが作れるようになった人、成長の度合いは人それぞれですが「新しくできる事が増えた。」「できる
ようになると楽しくなってきた」こんな言葉が聞けると嬉しいもので、難しいことだけれども新しい
ことへのチャレンジはどんどんやってみて欲しいですね。スパイスカレーやデミハンバーグが加わり
テイクアウトメニューが新しくなりました！ローフのInstagramやfacebookではオススメやその日
限りの商品などが UPされますのでお店に来る前などチェックするといいことがあるかもしれません！
Bakery & Cafe LOAF

文 . 戸井田修一

つぶやき

事務局

r-

utte
- My M

室松阿弥

がお話しします。

常勤スタッフがリレー方式で「つぶやく」OFF TALK。
どんな呟きが聞けるのか？みなさんお楽しみに！

あまり変わっていませんが色々便利になったと感

今回つぶやきを任されました、事務局の室松です。 楽しみにしてきました。ところが自分の場合、行っ

じています。基本的には出不精なので、食料や日

一緒に働く仲間たちからは、いつも冷静沈着で几

てしまえば楽しいのですが、出かける前になると

用品以外はほとんどネット注文ですが、宅配の荷

帳面に見られているようです。やらなければいけ

調子を崩し、
「このまま行っても楽しめないかも…」 物の受取が非対面でできるようになり、着替えも

ないことは真面目にやりますが、本来はかなり大

と行くのが面倒に感じる時期が必ずあります。こ

寝ぐせも気にせず受け取れるのは最高です。時々

雑把で面倒くさがりな人間です。新型コロナウイ

こ 1 年を振り返ってみて、今までより常備してい

行っていた外食はテイクアウト中心に変わりまし

ルス対策で生活スタイルが大きく変わり、1 年余

る鎮痛剤の減りが遅いことに気づきました。普段

た。予約していればそれまでの時間を自由に過ご

りがたちました。できなくなったことに対して残

と違う環境は楽しいけれど、
「休みの間できない仕

せますし、緊張しがちな初めて行くお店も、受け

念に思うこともありますが、今まで当たり前だっ

事を先に終わらせておかなきゃ」
「せっかくいつも

取るだけなら入店のハードルが低く、新しいお店

たことが実はストレスだったと気づいたこともあ

と違うところに行くのだから」と色々な予定を詰

を開拓できたりしています。失業の心配なく仕事

ったりして、ズボラな自分には意外とストレスの

め込み過ぎていたかもしれません。現在は、ライ

ができていることも、恵まれているなと感じてい

少ない生活に驚いています。たとえば、誰もがス

ブや観劇はオンラインでも見られるものが増え、

ます。今の環境とうまく付き合いながら、楽しく

トレスを感じているのは、外出が思うようにでき

またアーカイブ配信もあるので、配信期間内なら

生活していこうと思う今日この頃です。

なくなったことだと思います。私自身も家族旅行

自分の都合の良い時間に、何度でも見られるとこ

やライブ、観劇などで年に数回は遠方に行くのを

ろが気に入っています。日常生活は自分の場合、

6月

次回は、生活介護＆農業
「みんなの畑 こんね」の要！佐藤千鶴子です。

新たにスタートしています

予定表

毎週
日曜日はお休みです。

- Newly Started -

放課後デイサービス事業所「のーむ」 文 . 差波敏彦
お話しの日

休み

運動あそび

★予定★

休み

北見警察署 見学

休み

お出かけの日

（公園 or お散歩）

ウォーキング
※雨天時
室内で体操

ヨガ

体を動かそう

なわとび

運動あそび

今月の工作
（５０円）

運動あそび

お手伝いを
しよう

入学・進級から1か月が過ぎました。学校生活にも少し慣
れてきた頃だと思います。さて、
「のーむ」は4月の春休み

お楽しみ会
（１００円）

お話しの日

しゃぼん玉

（DVD、紙芝居、
絵本など）

お話しの日

体を動かそう

お出かけの日

お話しの日

明けからスタッフに異動がありました。成田加奈絵に替
わり、主に「つくしんぼ」
「ぽっくる」の業務に就いていた
豊嶋泰輔が加入しました。利用者さんや保護者の皆様の

ゲーム大会

習字

（５０円）

ストレッチ

運動あそび

（DVD、紙芝居、
（公園 or お散歩）
絵本など）

中にはすでにご存じの方もおられるかと思いますが、
「初
めまして」の方も多いかと思います。坊主頭の…で、わ
かってくださる方も多いかと（笑）利用者さんも、スタッ
フも、そして「のーむ」も新しいスタートです。これか

休み

描いて
あそぼう

運動あそび

紙芝居

- My Little Happiness 元来出不精で、せいぜい小さな庭で土いじりをするくらいの私
は、コロナ禍になって更に閉じこもりがちになりました。若い
頃は一人でもヤマベ釣りに出掛け、自分だけの秘密のポイント
を見つけては得意になっていたものです。今ではすっかり億劫
になり、年に一度帰省した息子を誘い、常呂川上流を釣行する
のがやっとの有様です。また、毎年夏に仲間を誘ってのカレイ
船釣りも、悪天候とコロナでここ 2 年ほど行かれませんでした。
それでもささやかな楽しみもあります。昨年秋に植えたチュー
リップの芽が出始めたこと、クロッカスの芽が覚えのないとこ
ろから出てきたこと、マリーゴ−ルドの種をポット植えしたこ
と、買ってきた種芋を植えたこと、そして週末に女房と二人で
晩飯を食べに出かけること…これが今の私のささやかな幸せで
す。

生活支援事業所「ほっぷ」 文 . 喜多村恒夫

らもどうぞよろしくお願い致します。

STEADILY
LITTLE
by
LITTLE
EVERY
DAY.

今年も
トマト栽培
始まりました︒

毎日
少しずつ
着実に。

就労支援事業所
「すてっぷ」
文 . 田中ちえみ
今年は珍しく新メンバーの入らない 4
月が過ぎ、淡々としている様に見えま
すが ( 実際、
「今年さぁ、あんまり新年

6月

度感ないよね 」の声も … ) 毎日少しず
つ着実に利用者さん達は出来ることが
増えていっています。

●Ｒさんはマ

フィン作りに初挑戦し、大成功！力強
く生地を混ぜ、出来上がりの試食では
「おいしい！」と作業中はいつもクール
なＫさんの満面の笑みが出ました。ロ
ーフの店頭ではあっという間に完売し
ていました。 ●Ｓさんに調理パン「タ
ルタルベーコン」のタルタル作りをお
願いすると、自分のメモ帳を見ながら
一人でてきぱきと作ることが出来まし
た 。以前は、分からなくなると手が止
まってしまう事が多かったですが、自
分で作り方を書き、メモ帳に貼って整
理していた努力の成果ですね！

●K

予定表

ゴールデンウィークも終わり、五月病の時期が
やってきましたね。新年度から一ヶ月、皆さん
は新しいクラスや新しい学校等、環境の変化に
慣れたでしょうか？鹿野は毎月五月病なのであ
まり変わっておりません。毎月と言うか、毎日で
す（笑）変わった事と言えば、水曜日・木曜日は
ほくおうハウスでの業務でしたが、今後はこう
コロナの影響で入学式や卒業式も微妙な感じに
になりにくいですね。今更になって、入学式等、

休み

フルーチェ
（５０円）

風船あそび

輪投げ

DVD 観賞

バランス
ボールで
遊ぼう

ダイソーに買い物に
行こう

（３００円）

休み

お散歩

テーブル
ゲーム

しゃぼん玉

休み

なわとび
あそび

おやつを選んで
食べよう

読み聞かせ

式典の大切さを感じ入る今日この頃です。引き
続き新型コロナ対策に気を引き締めて、楽しく
元気にやっていきましょう。

用者さんとペアで行っていましたが、
満を持しての一人デビューでした。そ
わそわ見守る先輩利用者さんとスタッ
フでしたが、終始ポーカーフェイスで
工程表を見ながら道具を用意し消毒、
指差しでレシピを確認しながら計量・
仕込みまでてきぱきと行うことが出来
■パンの外販スタッフが退

職し、みんなで色紙を書いて渡しまし
た。「とむての仕事で何が一番好き？」
と聞くと「 外販！！色んな所に行ってお
客さんと会うのは緊張するけど、お出
かけみたいで楽しい！」と話す利用者
さんがたくさん。みんな大好きな外販
スタッフさんだったので、色紙は感謝
でした！

読み聞かせ

新聞あそび

シールあそび

テーブル
ゲーム

休み

工作

休み

（１００円）

（５０円）

お散歩

おやつを選んで
食べよう

休み

アイス

休み

お誕生会

なってしまって、さぁ、新年度！と言う雰囲気

込みを行いました。今までは先輩の利

の言葉でいっぱいでした。お疲れさま

休み

えんハウスでの業務に変更となりました！新型

さんは「コーヒーロール」の生地の仕

ました！

毎週
土・日曜日はお休みです。

放課後デイサービス事業所「にんぐる」
文 . 鹿野杏介

DVD 観賞

（５０円）

毎日が１年生

EVERY DAY
is
A FIRST GRADER

寒さが和らぎ、暖かい日が増えて、コロナ禍の中でも控えていた外出を久しぶりに楽しみたいと思う
今日この頃、皆さんどうお過ごしでしょう。最近印象に残った風景で、初めての登校なのだろう、大
きなランドセルを背負った小学生が、春の道を嬉しそうに歩いているのを見かけます。自分自身、初
心に戻り「毎日が 1 年生」との清新な気持ちで 1 日を出発したいものだと思いました。「さあ、きょ
うから！」「いよいよ、これから！」「今この瞬間から！」コロナ禍の今、誰かのために行動すること
は自分のためになる。自分 1 人が良くても少しも幸せになれないことを、コロナ禍の中で私たちは学
んだと思います。危機の時代を利用者さんと共に打ち勝ち、頑張っていきます。また、自分自身の成
長を目指して挑戦を重ねる日々でありたいと思います。季節の変わり目は、気圧の変化や寒暖差によっ
て体に負荷がかかり、体調を崩しがちになるので、身体にはくれぐれも気を付けてお過ごしください。

居宅介護事業所「どんぐり」
文 . 伊丹勝

今回は、日々の支援の中でスタッフが感じた嬉

PCR検査について

しい瞬間をいくつか発表します！❶「利用者さん

- Happy moment 日中一時支援事業所「つくしんぼ」
文 . 豊嶋泰輔

が名前を覚えて呼んでくれるようになる」これ

北見市の新型コロナウィルス感染症対策として、

はそれまでスタッフの名前を呼んでくれなかっ

北見市内の福祉事業者を対象に定期的な PCR 検

た子が「○○さん！」と呼んでくれた時です。

査が開始されました。

特に新規の利用者さんが呼んでくれるようにな
ると事業所に慣れてきたのだなあと安心します。
❷「会話などのコミュニケーションがとれるよう
になる」これもはじめのうちはお互いに緊張し

北見市のスケジュールでは、３月〜８月まで希望
の事業所を対象に実施を予定しているとのことで
す。
とむての森は全スタッフを対象に３月から毎月の
検査を希望しました。

ていたり関係が構築されていないので、一緒に

３月の検査結果は、全スタッフの陰性が確認され

過ごす中で徐々に育まれることですが、学校生

ていますことをご報告いたします。

活や興味のあることなど、沢山お話ししてくれ

今後も引き続き感染防止に努めてまいります。

るようになるととても嬉しいです。❸「スタッフ

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

の身長が抜かされる」グングン伸びていく様子
は目に見えて彼らの成長を感じます。私も中学
生や高校生組に日を追うごとに抜かされて、嬉
しいやら悲しいやら…。とにかく、書ききれな
いほどにこういった瞬間は多いです。これから
も楽しみです。

（株）
北見タイル商会
北海道北見市北四条東 8-1-1
● アーティスト / artist name
後藤裕貴、白石貴喜、千葉真弘、成田紹人
馬渕祐輝、宮林聡太、弓山 諒

皆様からたくさんのご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し、
大切に使わさせて戴きます。
ありがとうございました。
（2021/03/16 ~ 04/15 現在）

●布田みゆき 様

●多田るみ子 様

・ボトルキャップ、ティッシュペーパー

・トイレットペーパー

●笹原竜太 様

●高橋朋幹 様

・タオル

・図鑑

●馬渕由美 様

●ときわホルモン 様

●岸由起 様

●原田重美 様

・アルミ缶、トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、子供服

・アルミ缶、牛乳パック

●西川美夕紀 様

●本田千鶴子 様

●熊谷芳枝 様

●高橋佳子 様

・アルミ缶、トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・アルミ缶、タオル

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・作業服

●宮林幸子 様

●牧野温子 様

●八巻ひとみ 様

●安藤初男 様

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・DVD

・果物、野菜、苗

●瀬口春華 様

●中村洋子 様

●三浦孝子 様

●神部 様

・アルミ缶、トイレットペーパー

・アルミ缶

・おもちゃ

・ジャンパー

●柴山ひみ子 様

●西川裕美 様

●佐々木由香里 様

●河原美香 様

・アルミ缶

・絵本、プロッキー、ポスカ

・トイレットペーパー

・ティッシュペーパー

●乾夏樹 様

●三輪久美子 様

●新鞍さゆり 様

●中島めぐみ 様

・牛乳パック

・アルミ缶

・トイレットペーパー、絵本

・おもちゃ、ゲーム、知育玩具

●千葉真弘 様

●黛和弥 様

●笠井典子 様

●本間靖史 様

・ティッシュペーパー、図鑑

・ティッシュペーパー

・ベイブレード、ゲームソフト、CD、DVD

・タオル

●蛯子克代 様

●長谷川太樹 様

●茗荷昭子 様

●斎藤勝義 様

・アイス

・時計

・アルミ缶、ボトルキャップ、牛乳パック

・畑用資材

●亀田祐美子 様

●小林優子 様

●大橋馨 様

●森田由美子 様

・アルミ缶、ぬりえ

・ティッシュペーパー

・着せ替え人形、裁縫道具

・漂白剤

●小椋利枝 様

●白石由美 様

●樋口千佳子 様

●石崎 様

・ティッシュペーパー

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・牛乳パック

放課後等デイサービス事業所
３拠点より寄贈のお願い

現在、ペットボトルキャ
ップ牛乳パック等の収集、
お米・お米券の募集は、お
休みさせて頂いています。

みなさまへ
ご寄付のお願い
とむての森では、日頃より皆さまからい
ただくご寄付の数々に本当に助けられて
います。心から御礼を申し上げます。引
き続きよろしくお願いいたします。

これまでのご協力には大変感謝しており
ます。また、募集再開の時には、改めて
お知らせさせていただきます。

就労支援事業所「すてっぷ」より

本部事務局より

トイレットペーパー
ティッシュペーパー

古いタオル
シーツ

メンバーさん達が使用します。よろしけ
ればご寄付よろしくお願いします。

メンバーさん達や業務で使用します。よ
ろしければご寄付よろしくお願いします。

・鉛筆削り

・加湿器

（手動・電動問わず）

・DVD

・水性マジック
・折り紙

・お人形
・バランスボール

・大きめのブロック
・メロディー絵本
・４〜５才用の知育玩具

・色紙

・プラレール等の動くおもちゃ

・絵筆 など

・カルタ等のテーブルゲーム

アーティストが大切に使用させていただ
きますので、よろしくお願いいたします。

ご家庭で不要の物がございましたら、お
譲りいただけると有り難く思います。皆
さまのご協力をお願いいたします。

会員募集

私たちは皆様のご協力で
福祉活動を行っています。
・とむての森のサービスを利用してみたい方
・ヘルパーのお仕事をしてみたい方
・応援してくださる方
日本財団様が運営している「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。とむ
ての森では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。こ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。お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（株）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
登録をさせていだたいています。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。

正会員
会員
ボランティア
賛助会員（一口）

7,000円 / 年 （総会議決権あり）
2,000円 / 年 （総会議決権なし）
2,000円 / 年 （総会議決権なし）
3,000円 / 年 （総会議決権なし）

※詳しくは、お問い合わせください。

苦情対応担当スタッフ
・相談支援事業所「りーふ」

吉野友美

・放課後等デイサービス事業所「にんぐる」

寺澤絵奈

・ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」

高橋治仁

・就労支援事業所「すてっぷ」

荒谷晴日

・放課後等デイサービス事業所「のーむ」

室松阿弥

・日中一時支援事業所「つくしんぼ」

豊嶋泰輔

・生活支援事業所「ほっぷ」

近井

・放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」

青山尚実

・移動支援事業所「とろっこ」

山川圭一

修

お問い合わせ先

https://tomutenomori.or.jp

ふれあい＠とむてホーム

ふれあい＠あったかホーム

ふれあい＠しゅんこうハウス

こうえんハウス

北海道北見市公園町１６６番２５
TEL . 0157-32-8715 FAX . 0157-32-8716
E-mail . tomutenomori@iaa.itkeeper.ne.jp
Mobile . 080-1892-4918

北海道北見市公園町１６６番２９
TEL . 0157-32-8715 FAX . 0157-32-8716

北海道北見市春光町１丁目２４番９
TEL . 0157-32-8715 FAX . 0157-32-8716

北海道北見市公園町１３７番４８
TEL / FAX . 0157-22-8771

・ふれあいホーム「のびのび」２号館
・ベーカリーカフェ ローフ ・studio BREMEN

・ふれあいホーム「のびのび」３号館
・日中一時支援事業所「つくしんぼ」

・相談支援事業所「りーふ」
・放課後等デイサービス事業所「にんぐる」

ほくおうハウス

オレンジスタジオ

なみきハウス

北海道北見市北央町９０番地８
TEL / FAX . 0157-24-8003

北海道北見市寿町１丁目６番２０号
TEL . 0157-32-8715 FAX . 0157-32-8716

北海道北見市並木町５１０番地１４
TEL . 0157-33-1645

・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「ぽっくる」

・生活支援事業所「ほっぷ」

・法人本部
・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」
・ふれあいホーム「のびのび」１号館
・地域たすけあい ＆ とむてサロン「きっじゅ」

