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新年度になりました。新型コロナウイルスの影響でまだまだ厳しい影響
が続いており、気を配りながらの生活も当面は続けなくてはならない状
況にあります。ワクチンの接種も政府の方針やワクチン確保が遅れなけ
れば 4 月には 65 歳以上の高齢者などから始まり、64 歳以下の方々には
6 月から順次始まるようですが、遅れる可能性もあります。ワクチンの
接種ができても新型コロナに感染しなくなるわけではありません。です
から引き続きマスクの着用や人との距離を取ること。手指の消毒や食事
の際の「黙食の徹底」など、完全防止対策への取り組みを徹底しなくて
はなりません。こうした状況もあり、経済活動も元の売り上げに戻るに
は 3 年はかかかるとされており、しかも完全に元のような生活様式に戻
るのではなく、新しい生活様式に適応させた経済活動になることから、
体制の変更や業態変更も進めなくてはなりません。とむての森はこうし
た状況を的確に捉えながら、今後も事業展開を進めて参ります。今年度
も地域の皆さまや会員の皆さまと力を合わせて、スタッフと共に課題の
解決や状況の改善に努めて参りますので今後ともどうぞよろしくおねが
い致します。
NPO 法人とむての森

代表理事 平賀貴幸

04
april 2021

誰もが地域であたりまえに
暮らせるために

令和３年度会員加入と継続のお願い

緑＝癒し - Green Equals Healing -

新年度がスタートしても、新型コロナウイルス
の収束がいつになるのか、ワクチン接種はいつ？
と、見えない状況が続く中、皆様のストレスも
大変なものかと思います。この一年、とむての
森も手洗い、消毒、マスクの着用等々、可能な
限り細心の注意を払いながら、事業所の開所を
続けてまいりました。新年度も感染防止対策を
しっかりと行いながら活動を続けていきます。
このような状況の中ではありますが、令和 3 年
度の会員加入および継続を皆様にお願いしたく、
4 月の会報に会員加入申込書を同封させていた
だいております。多くの皆様のご支援、ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
（サービス
利用会員の皆様には契約時にスタッフからお願
い申し上げます）

心の距離まで
遠ざけない
- Don't Pretend You Don't Know -

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」
文 . 伊丹 勝

４月といっても雪がちらつくこともある北海道ですが、日中の気温が１０℃を超える
日が多くなり、日当たりの良いところでは春一番に咲く福寿草やふきのとうがあちら
こちらで見られ春らしくなってきました。３月上旬、除雪作業が得意なメンバーが中
心となり、ハウス周りの除雪作業を行いました。長さ３０メートルのハウス。除雪機
を使えばすぐに終わるのですが、これも作業の一つ！全部手作業で行います。ママさ
んダンプに雪をいっぱい積みこみ雪捨て場に捨てたり、固くなった雪山をスコップで
崩したりと体力のいる作業ですが、嫌がる事もなくとても楽しそうに最後まで行って
くれました。お隣の方の協力もありましたが、スムーズに作業が進み３月中旬には予
定通り１棟のビニール張りが終了しました。いつもの年より雪が少なかったこともあ
り、ハウス内の雪は２週間ほどで融け、本格的にハウスでの作業を開始しました。ま
ずはスコップでの土おこし作業。これもまた体力のいる作業ですが、こんねメンバー
皆が出来る作業でもあり、意外とこの作業が大好き！スコップを刺し、土をひっくり
返す。もう慣れたものです。リズムよくどんどん進めていき、３０分もやったら汗だ
くです。作業着を脱ぎ捨てＴシャツになって頑張ってくれています。またこの時期恒
例の種まき作業も開始しています。
（今年は厳選して種類は少なめ…）もうこの作業も
お手のもの！ 「今日は種まきするよ〜」の声掛けに、ピンセットを用意してすぐに作

先日読んで感動した。 新聞記事があったので紹

業を開始します。小さな小さな種を一粒ずつセルトレイに蒔いていく作業。集中力と

介したいと思います。網膜色素変性で視力を失っ

根気のいる作業ですが終わるまで席を立つこともなく黙々と進めていきます。最近は

た壮年が、10 年以上、地元の小学生に支えられ

メンバーの成長を日々感じ、とても嬉しく思っています。一生懸命蒔いた種は、数日

てバス通勤をしているという内容でした。
【視力

後には芽を出し、太陽の光をいっぱいにあびた苗達はイキイキとしていて、きれいな

が低下してバスの乗り口を探すにも苦労してい

緑色になります。冬の間は見る事が難しい緑色。この色を見ると元気になれるし、イ

たある朝、停留所で少女の声がした。「乗り口は

ライラしていても緑色を見ているだけでなんだかとっても癒されます。メンバーも笑

右です。階段があります」同じバスで通学する児

顔も増えているような気がします。緑色に囲まれながら、メンバーと共に頑張りたい

童だった。以来、少女は壮年を毎日サポート。

と思います。

彼女が卒業してからは、別の児童が支えた。「お
はよう」「寒いね」そんな会話が壮年の楽しみに
なった。手助けしてくれる児童が休みの日には、
ほかの子が代役を担った。】この記事を読んで感
じた事は、目の前で困っているとはいえ、大人に
声を掛けることは、小さな子にとって大きな勇気
がいったと思います。さらに今はコロナ禍により
「フィジカルディスタンス（身体的距離）」を保つ
ことが求められる時。
その中で子どもたちのたく
ましい「優しさ」は、人間として大切なことを教

みんなの畑 こんね 文 . 佐藤千鶴子

大量のトイレットペーパーが！！

３月１９日（金）シバヤマ電器様がトラックにたくさんのトイレットペーパーを積んで来て
くださいました。その数にスタッフも利用者さんたちも啞然！呆然！その数２４０袋！！
とむての森は毎月の会報で様々な寄贈のお願いをしています。とむての森が運営している
7 か所の施設に通所されている利用者さんやスタッフのためのトイレットペーパーの消費
量は膨大で、本来ならその経費負担に頭を悩ませるところですが、毎月多くの皆様からト
イレットペーパーを頂戴していることで、どれだけ助かっていることか・・・感謝しても
しきれないくらいです。シバヤマ電器様ありがとうございました。また、これまでにもた
くさんの寄贈をしてくださっている皆様 ありがとうございます。今後ともご支援、ご協
力をどうかよろしくお願いいたします。

えてくれている気がします。体の距離が必要だか
らといって、心の距離まで遠ざけない。それが「ウ
イルスに負けない」挑戦の一つだと思います。小
さなことでもいい。他者を思う 1 人ひとりの行動
が積み重なれば、もっと豊かな社会が見えくると
思います。

ありがとうございます

新年度、
ニューモラル。
- New Year, New Morals -

生活支援事業所「ほっぷ」 文 . 浅野正樹

私はタバコを吸いません。
「いつやめたの？」とよく聞かれます。吸い方すら分からないのです。若い頃、寿司屋のカウターに連れて行って
もらい食していると、左隣に座るスーツ姿のアラフォー男性が、私に背中を向けた状態で話し込みだし、背後に残された灰皿には私の方に
モクモク煙を出し続けるタバコが放置されて・・・少しの間我慢していましたが滅多に食べられない回転しない鮨、大好物のしめ鯖を出し
てもらう前に言い放った「すいません！吸わないなら火消してもらって良いですかね ? 煙たくてしょうがないんですけど」
。映画館では本編
中に会話するお客には「話しをするなら喫茶店に行ったらどうですか」。飲食店は喫煙可能か禁煙か選ぶ時代になり、マスク警察なるものも
登場。ルールとかマナーが変わった。令和 3 年度はそんな時代の過渡期が過ぎた年なのだろうと考える。
昔のテレビドラマや映画を見ると、
旅客機の客、育児中、料理中にも喫煙場面がありビックリする。当時は違和感なく見ていたのだと。大勢での会議の場面に、マスクをしてい
ない事に違和感を感じた 3 月上旬でした。さて、生活介護では利用者さんの 1 人が地方に引越しとなり、4 月からは 10 人でスタートします。
活動範囲を広くするためにもマスクをしない事への違和感を持ってもらえるよう、ルールよりマナーの実践を頑張ってもらいたいと思う今
日この頃です。

リモート飲み会 初の開催 !!

3 月 18 日（金）とむての森初の試み「リモート飲み会」を開催しました。例年なら、お花見、
忘年会、新年会等々、スタッフが集まる機会があるのですが、新型コロナウィルス一色だった
令和 2 年度は一度も開催できず、今後も実施は難しい状況です。そこで、感染者を出さずに乗
り切ってくれた全スタッフに感謝の気持ちを込めて、参加の有無に関わらずプラザホテル様の
豪華お弁当を配布しての開催でした。参加者は 12 名。リモート飲み会の経験がないスタッフ
がほとんどでしたが、お弁当を食べながら、
パソコン越しに代表が出すクイズに参加者が回答！

特賞は代表のポケットマネーでペアの宿泊券 1位〜3 位までは事務局長のポケットマネーで賞
金が出るとあり、意外（？）にも、とても盛り上がった 1 時間でした。贈呈も直接スタッフへ、画面越しにスタッフへ・・・と、リモート
ならではの光景に、これが当たり前になっていくのかな〜とも思いました。「次は夏に開催！」と笑顔の代表の言葉に「今度は自宅から参加
してお酒を飲みながらのほうが良いな〜」と、今回は事業所からお茶で参加したスタッフのつぶやきでした（笑）不参加のスタッフからも、
配布されたお弁当に「嬉しい〜」「美味しかった〜」「ありがとうございました〜」と、たくさんの声をいただきました。ご協力くださった
プラザホテル様にも感謝です。ありがとうございました。

ありがとうございます
今年は令和３年３月３日と３並びのひな祭りの日、三田昭二税理士事務所
（旧税理士法人みらいパートナーズ会計北見事務所）の三田所長様と職員の
皆様が今年もたくさんの桜餅とうぐいす餅を届けてくださいました。三田
税理士事務所様は、平成２４年から毎年ひな祭りの日だけではなく、クリ
スマスにはサンタさんやトナカイに扮した職員の方がたくさんのプレゼン
トを抱えて来てくださいます。毎年届けられるプレゼントの数々に、大喜
びの子供たちの笑顔をみて癒されるスタッフです。応援を続けてくださっ
ていることに、心から感謝いたします。ありがとうございます。これから
もどうぞよろしくお願いいたします。

とむての森

５月

スタッフ一同

予定表

新しい年度の
始まり
- Beginning Of A New Year -

放課後等デイサービス事業所「にんぐる」
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：小栗直基

休み

【新しい年度が始まりましたが・・・顔ぶれは思ったよりも変わっていないです
（笑）ただ、学年が上がり【トイレに行けるようになった！】【お友達との玩具

休み

休み

ロナだなんだと慌ただしかったのを覚えています。あの時はまさかここまで長
く続くとは思いませんでしたが、今はコロナとの付き合い方も変わり、子供た
ちの中にも消毒やマスクなどを意識してくれる子が増えてきています。しかし、
マスクを使わずに外で沢山遊びたいと思っているとも思います。出来るだけ早
く子供たちが気兼ねなく外で遊べる日が来たらいいなぁと思いながら、そして、

ポップコーン

おやつすくい

（５０円）

（５０円）

読み聞かせ

テーブルゲーム

風船遊び

DVD 観賞

運動遊び

DVD 観賞

ポップコーン

自販機で
ジュースを買おう

カレンダー作り

お散歩

（５０円）

の貸し借りを上手にできた】等、出来ることも増え、顔つきも心なしかお兄さん・
お姉さんになったのではないかなぁ〜と感じています。昨年のこの時期は、コ

おやつを選んで
食べよう

休み

休み

（５０円）

お散歩

お誕生会

休み

（１００円）

※２００円
ご用意ください。

シール貼り

休み

粘土

おやつを選んで
食べよう

輪投げ

外遊び

休み

休み

子供たちの成長を見守り・支援していきながら今年度を過ごしていきたいと考
えています。今年度もよろしくお願いいたします。

休み

ボーリング

５月

スタート - Start -

予定表

放課後等デイサービス事業所「のーむ」
毎週日曜日はお休みです。

放課後デイサービス事業所「のーむ」
文：差波敏彦
お話の日

ご入学・ご進学おめでとうございま

DVD、紙芝居、
絵本など

す。今年度も新しい第一歩を踏み出
したところだと思います。新しい環

休み

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

公園に
行こう

体を
動かそう

描いて
遊ぼう

スポーツ
WEEK

スポーツ
WEEK

スポーツ
WEEK

運動あそび

貼って遊ぼう

お楽しみ会

境になれるまで大変ですが、新鮮な
毎日が待っています。まだまだコロ

休み

ナ禍で見通しが立たない状況です。
油断せず過ごしましょう。
新しく「のーむ」の仲間に加わった

休み

ウォーキング
※雨天時
室内で体操

運動あそび
音にあわせて動
いてみよう

お話の日

お菓子取り
ゲーム

お手伝いを
しよう

お話の日

（５０円）

DVD、紙芝居、
絵本など

スポーツ
WEEK

スポーツ
WEEK

スポーツ
WEEK

描いて
遊ぼう

ウォーキング

お友達、
よろしくお願いいたします。
新学期のスタートをきった子ども

休み

音にあわせて動 （丸シール貼り）
いてみよう

達、元気一杯の良い１年と成長を願
っています。今年度も頑張ろうね !

休み

体を
動かそう

（１００円）

※雨天時
室内で体操

お話の日
DVD、紙芝居、
絵本など

５月
予定表

放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」
毎週土・日曜日はお休みです。

- The Smell Of Spring 私は 4 月生まれなのでこの季節

休み

になるとワクワクします。北国
休み

休み

憲法記念日

エプロンを
作ろう

（５００円）

休み

休み

休み

エプロンを
作ろう

エプロンを
作ろう

みどりの日

ウォーキング

バケットリスト
を作ろう

実験

こどもの日

ペットボトル
運動

清掃

洗い物練習

プチ
お茶会準備

フルーツポンチ
サイダー

プチ
お茶会

（１００円）

こすり絵を
描こう

母の日
プレゼント

の長い冬が終わり、雪が融けて、

休み

土の匂いがしてくる春です。こ

（２００円）

ウォーキング

Wii で遊ぼう

の文章を書いているのはまだ雪

休み

が残る 3 月ですが、三寒四温を
抜けて、ポカポカ陽気の日も増

休み

えてきました。日も長くなり、
夕方でも明るいうちに活動出来

SST

ることが嬉しいです。ところで

休み

最近、利用者さんに「絵を描い
てきて！」と言われることがあ

エプロンを
作ろう

りました。小さい頃は好んで絵
を描いていましたが、大人になるにつれて
なかなかそういうことは無くなっていたの
で、少し悩んでしまいました。お題は『ポ
ケモン』です。ただ、捻くれている私は鉛
筆で描いて色鉛筆で塗るのみというのは性
に合わず、何かちょっと表現方法を変えた
いと思ったので、紙に凹凸をつけて鉛筆で
こする「フロッタージュ 」に挑 戦してみま
した。完成した絵はまだその利用者さんに
は見せていないので 、どういう反応になる
のかは分かりませんが、久しぶりの「アー
ト活動」が私のハートにビビッときたこと
は間違いありません。大人になっても子ど
ものようなワクワク感を大事にしていきた
いと思った出来事でした。
日中一時支援事業所「つくしんぼ」
文：豊嶋泰輔

はじめの一歩
ご入学・ご進学おめでとうございます︒

この時期になると何となく懐かしい思い

出がよみがえります︒大人の皆様にも覚

えがあると思いますが期待に胸を膨らま

せ︑新しい学校や教室に入るとなんとな

く不思議な匂い︑少し大人になった気持

ちになりました︒︵気が付くとなくなり

︶きっと現役の子ども達も体
ますが ……
験する事だと思います︒新しく﹁ぽっく

る﹂にくるお友達もそんな気持ちになる

のでしょうか？新しく先輩になるお友達

も教えてあげる一歩︑新しく入って来る

お友達は教えてもらう一歩︒お互いに歩

み寄って楽しい一年になる様にスタッフ

放課後デイサービス事業所﹁ぽっくる﹂
文 田中豪樹

も頑張ります

- First Step -

急がば回れ

やお店に出すサンドイッチ・ランチ box や、からあげ・フ
ライドポテトを揚げたりしているメンバーさんがいますが

- Haste Makes Waste -

「いいなぁ、やりたいそれ」と言う声もあるので、今年は昨
文 . 佐藤美保

年しなかったこと・できなかったこと・したいことにじっ

４月、暦の上では〖春〗。新年度になり気持ちも新たにスター

くり挑戦していけたらいいなと思います。しかし、例えば

トです。今年も新メンバーはいませんが、みんな頑張って作業

ハンバーグ…丸めて焼くことをやれるとすごい！となる

に励んでいます。昨年からのコロナウィルス…とむて・ローフ

と、そこまでの仕込みも大事です。タマネギもセロリも

ではもちろん、ご家庭でも感染対策をしているおかげでみんな

椎茸もチョーみじん切り。「ま

が毎日笑顔で作業しています。でもコロナの影響によりイベン

だですか」と何回も聞いてき

トの中止などメンバーさんもウズウズしているのでしょう「雪

ますが「まだです」と切

がなくなったらマラソンする」、「自転車が乗れるようなったら

ってもらっています。混

カラオケ行こ〜」等の会話が聞こえてきます。毎年ゴールデン

ぜる時も腕がパンパンに

ウィーク前後にはローフ前の桜の花が咲いて北見（北海道）の

なるくらい混ぜなきゃな

遅い春を実感できるので暖かい日はその桜の木をワクワクしな

りません。味付けもあり

がら見てしまいます。待ち遠しいですがもうすぐですね (*^̲^*)

ます。ここまでも大事な

お店のパンを袋詰めして並べ、ポップ ( 値札 ) をつけ、テーブ

作業なのです。他の作業

ルや棚を拭き、時間になったらのぼりを立て、＜open＞の板を

もそうですが、一つ一つが意味のある大事な物になっているので、大変

出すという開店準備をメンバーさん達がしたり、テイクアウト

だけど嫌にならないで作っていきたいと思います。

ベーカリーカフェ LOAF

何処に置いて
ありますか？

て書かれていました。一年経った現在、毎朝の健康チェックは習慣
になりました。「測ってきたよ！！」とスタッフが聞く前に来てくれ
ることも増えました。手洗い、消毒も一人一人が気を付けられるよ
うになってきました。
「すてっぷ」今シーズンはインフルエンザ罹患

- Where is it located? -

者が出ていません。すてっぷだけでなく、市内でインフルエンザの

日の光が心地よく、ふきのとうが顔を覗かせ始めました。花粉の季

の着用、インフルエンザのワクチンの接種、手洗いや消毒などの増加。

節がやってきます。数年前から「花粉症になる予感」だけを抱きな

皆さんの予防の賜物だと思っています。インフルエンザが出ていな

がら春を迎えています。新年度に限らないのですが、会報に何を書

い今年、何かが変わる予感…がするようなしないような” (- “” -)”

こうか悩んでしまいます。昨年度の会報にヒントを求めると、昨年

外に出かけるイベントを中止してしばらく経ちました。
「しばらくイ

度も私が４月号の担当をしていた様です。読み返すと新型コロナウ

ベントしていないね」の声も聞こえてきます。今年度は室内で、密

イルスの影響で利用者さんが少ないこと、毎朝の検温や予防につい

にならない方法で何かできれば…と、思っています。出来ることは

話を聞いていない気がします。新型コロナウイルスの影響でマスク

限られますし、やってみないとわ
からないことが多いので、スタ

防災備品担当よりお願い
新年度に向けて防災備品の点検・補充を行っており、各事業所
に配置するバスタオルが不足しています。ご家庭で眠っている
バスタオル（未使用のもの）はありませんか？ぜひ寄贈をよろ
しくお願いいたします。

ッフ全員で「出かけなくても楽
しいイベント」を考えていきま
すのでよろしくお願いします。
毎月のお誕生会、先月は年度末と
いうこともあり、少し豪華に…ジ
ュースも付きました。お誕生日恒
例の「何歳になりましたか」とい
う質問は何歳まで聞いていいもの

ご寄付のお礼
今回「株式会社ゼロエンターテイメント」様
より清涼飲料水の寄附がありました。
「りーふ」

LOAF

サポーター
大募集‼

でしょうか（笑）同い年の利用
者さんが「○○歳になるよ！」
「山
本さんと同じ」と話しているの
を聞き、自動で年齢が知れ渡
っていきます。「年齢は生きて

宛てに寄附をいただいたのは初めてでしたの

いれば増えていくもの」と割

で、驚きと同時にとても嬉しかったです。早

り切れる心、どこに置いてあ

速、スタッフでおいしくいただきました。あ

りますか！？

りがとうございました !!
相談支援事業所「りーふ」 文 . 吉野友美

詳しくは店頭で

就労支援事業所「すてっぷ」
文 . 佐藤（旧姓 山本）麻理恵

休業日を
設けました。

引き続き、新型コロナ対策としてマスクの着用、風邪やインフル対策、屋外
活動時の気温や状況に合わせた格好、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時･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。

- We Have Set A Holiday -

移動支援事業所「とろっこ」 文 . 山川圭一

前年度に引き続きスタッフ不足は増し、移動支援事業は厳しい状況が続いてますが、新年度になりま
した。減少傾向にあるもののいまだにコロナ禍ですが、
利用者のみなさんは変わりなく各々のペースで、
余暇活動や運動をすることが出来ています！冬も終わりを迎え、
気温も上がり屋外で活動する方が増え
てくるシーズンとなりました。屋外活動でも感染リスクはゼロではないので、気を緩めず、しっかりと
コロナ対策をして、楽しく元気に移動支援を利用してください (^^)/ また移動支援では、今まで日〜
土曜まですべての曜日が営業日でしたが、事前にお伝えしていた通り、
新年度より新たに日曜・祝日に
休業日を設けさせて頂くこととなりました。その為、利用回数の減少・支援時間の変更等、皆様には
ご不便とご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

会員の皆様のご支援に感謝いたします
2月25日
（木）北見中央ライオンズクラブ 春田会長様が来所され、とむての森の活動費にと寄付金を頂
きました。北見中央ライオンズクラブ様からの寄付金は平成２８年から毎年いただいており、とむて
の森主催の映画上映会の費用に使わせていただいていました。寄付金だけでなく、上映会当日は受付
などのボランティア活動への参加や、事務用品や日用品を、会員の皆様から定期的に寄贈を頂くなど、
大変お世話になっています。しかし、今年度は新型コロナウィルスの影響で上映会も断念。その代わ
り、利用者さんのクリスマス会やランチ忘年会の費
用に充てさせていただきました。まだまだコロナ
の収束は見えない状況ですが、いただいた寄付
金は利用者さんたちが笑顔になってもらえるイ
ベントを企画して、大切に使わせていただき
ます。北見中央ライオンズクラブ

春田会

長様、会員の皆様、心より感謝いたします。
これからも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。
スタッフ一同

つぶやき
- My Mutter -

浅野正樹 が
楽しいラジオ番組を紹介します。
就労訓練課

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！

こんにちは、味方千人敵千人のアサノです。身内

月〜金曜日

8:30〜10:00

リクエストプラザ

STV ラジオ

水曜日

8:23 頃から

ドクター丸山の病気なんかブッ飛ばせ（朝刊さくらい）

HBC ラジオ

木曜日

11:30〜13:00

高田文夫のラジオビバリー昼ズ（清水ミチコ、ナイツ）

ニッポン放送

ん。1 月にアラカンに一歩近づいた、とむての森で、

土曜日

8:00〜8:30

Music Machine GO! GO!（小林克也）

ニッポン放送

もっとも厄介なスタッフの一人です。

9:00〜12:00

日曜日

土曜ワイドラジオ TOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送

13:00〜14:55

ロンドンブーツ１号２号

15:00〜18:30

Music Delivery BAN BAN RADIO! サタデー

7:00〜8:00
9:00〜12:00

田村淳の News CLUB

TBS ラジオ
文化放送
HBC ラジオ
AIR-G

HAWAIIAN TIME

ニッポン放送

三宅裕司サンデーヒットパレード

11:00〜12:00

GOOD DAY MUSIC あの頃の名曲たち

STV ラジオ

12:00〜13:30

ガンちゃんの「世界一面白いプロ野球の番組」

HBC ラジオ

13:30〜17:00

ハロー！ J-POP

HBC ラジオ

音タク
サンデー・ソングブック

AIR-G

14:00〜14:55

山下達郎の楽天カード

17:00〜18:00

MISIA 星空のラジオ

17:55〜18:55

宮治淳一のラジオ名盤アワー

ラジオ日本

20:00〜21:00

クリス松村の「いい音楽あります。」

ラジオ日本

22:00〜22:30

鈴木雅之

〜Sunday Sunset〜

FUNKEY・BROADWAY

NHK-FM

NACK5
赤：radiko のエアフリー（関東・東京）

には海千山千とも言われます。飲み会は断りませ

〇つぶやきます
・ブレーキ踏む前にウインカーつけてよ、曲がるん
なら寄せてよ（逆ハンドルなんてもっての外）
・救急車が近づいてきたら道譲ってよ
・トンネルではライトつけてよ
・パッシングされたらライト確認、ストップライト
かも？昼間で向かいからなら測定、要注意してよ
・歩道の真ん中に駐車しないでよ
・歩道で自転車飛ばすなよ、右側通行しないでよ
次回は、沈着冷静、頭脳明晰、抜群の記憶力でスタッフか
ら頼られる存在の室松阿弥（事務局）です。

●亀田

祐美子

様

皆様からたくさんのご寄付をいただきました。
・アルミ缶・絵本
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。 ●小崎 祥 様
（2021/02/16 ~ 03/15 現在）

●北見中央ライオンズクラブ

様

●伊藤

香菜

様

●岩佐

・ジュース・ティッシュペーパー

●馬渕

由美

様

●加川

・ドリップコーヒー・アルミ缶・リングプル・ボトルキャップ

●西川

美夕紀

様

●宮林

幸子

●瀬口

様

春華
ひみ子

様

夏樹

●千葉

様

様

真弘

●西川

敦子

様

●大沼

・お米券

満之

様

●松井

・ボトルキャップ・リングプル・マスク

克代

順子

●吉田

様

裕美

様

香澄

様

正子

様

様

●上村

様

●三輪

様

久美子

●西川

千鶴子

涼太

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。

様
https://www.
facebook.com/npo.tomute/

様

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。

文具・画材等の
ご寄付をお願いします。

様

・タオル

３月末をもって、
ペットボトルキャップ
牛乳パックの収集を終
了しました。

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。

様

・アルミ缶

弘子

●本田

裕子

・トイレットペーパー

・アルミ缶

みなさまへ
ご寄付のお願い

様

・ティッシュペーパー・トイレットペーパー

・リングプル

・お米券

様

・ゲーム機

●岸本
様

千香

・色鉛筆

・パズル・衣服

・ティッシュペーパー

●蛯子

利枝

・ウエス・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

様

●三田昭二税理士事務所

●ときわホルモン

・アルミ缶

●乾

様

●北海道エナジティック
（株）川口

様

真奈美

・桜餅・鶯餅

●千葉

・トイレットペーパー・ティッシュペーパー・アルミ缶

●柴山

晶子

・トイレットペーパー・ティッシュペーパー・お米

・トイレットペーパー・ティッシュペーパー・アルミ缶

様

・タオル・メモ帳

・消毒液

●小椋

・アルミ缶

温子

・ティッシュペーパー

・ティッシュペーパー

●石川

・寄附金

●牧野

・ウエス・トイレットペーパー・ティッシュペーパー

お米・お米券の募集を
お休みさせていただく
ことになりました。
皆さまのご支援、ご協力により、たくさ
んのお米・お米券のご寄付をいただきま
した。大切に使わせていただきます。あ
りがとうございました。

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。

放課後等デイサービス事業所
３拠点より寄贈のお願い
・加湿器
・DVD

・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
・プラレール等の動くおもちゃ
・カルタ等のテーブルゲーム
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。

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」

