誰もが地域であたりまえに
暮らせるために
https://tomutenomori.or.jp / 090-0015 北見市公園町166-25
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平賀貴幸

日頃よりとむての森の活動に対して様々な
ご協力とご理解をいただいておりますこと
に改めて御礼を申し上げます︒ありがとう
ございます︒さて︑緊急事態宣言の影響は
各所に及んでいます︒﹁大切な人︑大切な場
所︑大切なお店﹂などを守るのは他の誰で
もなく﹁私であり︑あなたなのだ﹂という
意識で︑地域の守り手としての行動を一人
一人が行うことが大切だと感じています︒
ワクチンの接種もなかなか進まない状況で
すが︑マスクの着用︑手指の消毒︑密を可
能な限り回避する行動を引き続きお願いし
ます︒厳しい状況が続き︑自粛疲れという
言葉も耳にしますが︑一番大変なのは実際
に新型コロナウィルス感染症に感染した方
やそのご家族だと思います︒とむての森で
は３月にスタッフの慰労と福利厚生を兼ね
て﹁北見プラザホテル様﹂より豪華お弁当
を購入し︑
ｚｏｏｍを活用して懇親会を開催す
る取組を行いました︒５月の緊急事態宣言
の際には︑いつもたくさんの寄贈を頂いて
いる﹁ときわホルモン様﹂より焼肉セット
を購入︑スタッフへの福利厚生とすること
で︑大切なスタッフと大切なお店への応援
になればと実施させていただきました︒こ
うした取り組みが︑コロナ禍の影響の中で
頑張っているスタッフの労に報いながらも
地域を支えることに繋がればと考えながら︑
可能な範囲でこれからも模索して行きたい
と思います︒
当法人の飲食店部門でも﹁サポ
ーター﹂を募集させていただき︑
お客様にお
得をお届けしながら売上にもご支援いただ
ける取組を実施しています︒学生にとって
は生活支援にもなる取り組みですので︑是
非ご来店の際にはサポーター登録にご理解
とご協力をよろしくお願い致します︒

代表理事

過度に恐れず、
しかし侮らず
Don't Be
Overly Afraid,
But Don't
Underestimate

アクティブに！

■居宅介護事業所「どんぐり」
文 . 伊丹勝

- Letʼs Active! -

列島を縦断する桜前線はリレーに似ている。3 月から始まった、開花のバトンを
つなぐレースもいよいよ大詰め。北海道の大地を北上中です。この時期いつも思

■移動支援事業所「とろっこ」
文 . 山川圭一

い浮かぶ詩が「三日見ぬ間に咲く桜だとて決して三日の内に用意ができて咲くの
でない、前年の冬雪を凌いで咲くのだ」と。歳月は人を待たず、季節は足早に過
ぎていく。自然も、人生も、厳しき冬を越えてこそ美しい。と言う意味だと思い
ます。終わりの見えない、閉塞感漂う今こそ、1 人 1 人に温かな声掛けを励まし
を広げていければと思います。閉塞を防ぐ最大の予防薬は「人」
ではないかと思うからです。北海道全域に、再び緊急事態宣
言がだされ、従来のウイルスから変異株
への置換が進んでいますが、変異株
であっても感染対策に特別な違
いはなく、３密の回避、マ
スク着用、手洗いなど、
基本を徹底して「過度に恐
れず、しかし侮らず」にで
きることを行い、利用者さ
んと共に乗り越えていきた

コロナの影響で不要不急の外出を控えている今日、数年前に比べると、
あきらかに運動量が減ってきていませんか？そんなあなたに！移動支
援スタッフになって一緒に運動不足を解消しましょう☆今なら利用者
さんと一緒にプールで泳いだり、公園でランニングやウォーキングし
たり、トレセンで筋トレやスポーツ、登山なんかもあります！そして
ちょっと疲れたときには、気分転換でカラオケやショッピング、温泉
やゲーセンにも行けちゃいます☆ぜひ皆さんのご応募お待ちしており
ます！…というのは半分冗談で、半分本気ですが ( 笑 ) ということで
移動支援スタッフは利用者さんと一緒に運動支援や余暇活動支援を行
うので、ありがたいことに運動不足にはなりにくい環境でお仕事でき
ています。これも移動支援を利用してくれる皆さんのおかげです。あ
りがとうございます。これからも皆さんと一緒に支えあいながら移動
支援を行っていきたいと思います。

いと思います。

PCR検査について
北見市の新型コロナウィルス感染症対策として、北見市内の福祉事業
者を対象に定期的に実施されている PCR 検査ですが、３月に続いて
４月に実施された検査でも、とむての森は全スタッフの陰性が確認さ
れていますことをご報告いたします。今後も引き続き感染防止に努め
てまいります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

Munch
¥750

( 税込 )

「とろっこ」からのお願い
引き続き新型コロナ対策としてマスクの着用、熱中症対策、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。

成長を実感

■Bakery Cafe LOAF

- Feel The Growth -

文 . 佐藤美保

ゴールデンウィーク、今年もコロナの勢いは収まらず自粛していた方が多かったので
はないかと思います。天気も悪く寒いくらいでしたからちょうど良かったのかもしれ
ませんが、北海道全域に感染者がひろがってきていますね。「周りで感染した人いない
し〜自分も大丈夫〜」なんて思わず、今後も感染予防に努めていきましょう。母の日
はメンバーさんの中でもプレゼントを渡した話が聞こえました。私も今年は奮発し『父
の日』と合同に、少しでも感染予防になればと加湿空気清浄器を贈りました。いつま
でも元気でいてほしいですね。畑作業も始まり、肥料を撒き、スコップで土をおこし
たり、皆がんばっています。ハウスの中は湿度も温度も高くなるので気をつけながら
作業しなくてはなりません。手に豆ができたり身体が筋肉痛になったりしているメン
バーやスタッフですが、収穫を楽しみにがんばっていきますよ〜！これからどんどん
暑くなっていくと思いますが (・.・;) がんばります！シフォンケーキ作りでも仕込み
や色々な作業でも「これやってください」と言うと「わかりました！」とできること
が多くなって、メンバー同士で教えたり教わったりしながら作業したり。会話の中で
も「○年位前にこんなパンあったよね」とか、
「こんなメニュー出したことあったよね」
など、一緒に過ごしてきた年月を感じ皆が入った頃を思い出し、成長したことを実感
します。更なる成長を楽しみにみんなとがんばっていきたいですね (*^̲^*) 暑くなる
といえば…今年も『レットホットビーフバーガー』の販売を始めます！ご好評いただ
き私達も楽しみ ( 笑 ) な商品でもあります。テイクアウトも引き続き販売しています
のでご利用ください。

ベーカリーカフェ LOAF
open-10:00 , close-17:00
定休日：毎週日・火曜日
TEL : 0157-32-8715
お弁当注文承ります。

一期一会

- Once In A While -

■就労支援事業所「すてっぷ」 文 . 荒谷晴日
昨年に引き続き今年のＧＷもステイホームな時間でした。ＧＷ期間中は５月１日〜５日
まで事業所を休業とさせて頂きました。基本的に火・日曜日しか休日の無い『すてっぷ』
の利用者さんにとっては貴重な連休です。リラックスしてゆっくり身体を休めることが
出来たでしょうか？ＧＷ最終日には “明日から仕事” がトレンドになっていましたが、
連休明けに出勤すると、メンバーさんが元気に出勤している日常の安心感がすご〜く心地よく感じました ( 笑 ) 保
護者の皆さまにもご協力頂き有難うございました。メンバーさんの中には長い連休があ
ると休みに飽きて仕事に行きたくてウズウズしていることもあるとの話も聞きます。天候
不良等でお休みを促すことがある場合も他のメンバーさんが数名お休みする中「どうして
休まないといけないの？」と言って作業に来てくれるメンバーさんもいます。( 無理だけは
しないでくださいね ) その積極的な姿勢は我々も見習わなければいけない！と思うの
です。農場作業も本格的に活動が始まりました。日焼けし泥だらけになりながら
も汗水かいて頑張っています。真っ赤なトマトが実るまで楽しみですね。緊
急事態宣言中も不安もあったかと思いますが、日々しっかり予防をしてく
ださっているおかげでパン製造・販売・カフェ業務・創作・農場の活動
が出来ています。そんなコロナを一旦忘れるひと時も必要と思い、今
年度は一年越しの余暇イベントを少し計画しています。DVD 鑑賞会へ
のアンケートで皆が見たい作品に輝いたのは・・・楽しみにしていてください！出
会いは一生に一度きり。6 月からは『すてっぷ』にも新メンバーが加わりました。
気持ちは心機一転！共に切磋琢磨しながら取り組んでいっていただけたらと思
います。( 今月号は四字熟語に想いを込めてみました。)

7月
予定表

休み

休み

- I am YUUKO YAHAGI 休み

皆様、こんにちは！私は、昨年

夏の壁面
作り

紙芝居

七夕

習字

体を動かそう
【リズム体操】

【紙芝居 or 絵本】

運動あそび

体を動かそう

ゲーム大会

DVD 観賞

スポーツの日

ウォーキング

運動あそび
【ボール】

（１００円）

お楽しみ会
（１００円）

絵合わせ
ゲーム

【フラフープ】

描いて
あそぼう

シール
あそび

ウォーキング

海の日

※雨天時室内活動

DVD 観賞

スーパーボール
すくい

ドライブに
行こう

公園で
あそぼう

※雨天時室内活動

休み

毎週
日曜・祝日はお休みです。

【ストレッチ】

（５０円）

お手伝いを
しよう

お話しの日

お話しの日

【紙芝居 or 絵本】

シャボン玉

運動
あそび

月に、とむての森にパートスタッフとして採用されました、矢作裕子 ( やはぎ ゆうこ ) と申します。約半年間「にんぐる」を

中心に勤務させて頂き、この４月からは「のーむ」中心として勤務しております。この度６月１日付をもちまして常勤スタッフとしてスタートすることになり
ました。新たなる門出の始まりとなり、改めて皆様にご挨拶申し上げます。少しだけ、私の紹介をさせて頂きたいと思います。

歳まで、車の運転免許証以外

の資格は無く、サービス業（販売）の仕事に携わっていました。色々な事がきっかけで、介護職へと転職しました。三幸福祉カレッジで「実務者研修」を取得
しながら、高齢者介護事業所に 2 年半程務めました。その後、別法人の放課後等児童デイサービス事業所へ転職し、１年３ヶ月勤めた後、今に至ります。自分
は子供に恵まれませんでしたが、子供と犬がとにかく大好きで、柴犬を１匹飼っています。まだまだ勉強中の身でございますが「のーむ」利用者の皆さんと共
に成長して行きたいと思っております。また、私の今の目標は「介護 福祉士」の資格を取得する事です！とむての森の利用者の皆さん・保護者様、どうぞよろ
しくお願いします。

■放課後デイサービス事業所「のーむ」 文 . 矢作裕子

暖かい日も増え、外に出るのが気持ち良い季節になってきましたね。４月より子どもたち
やスタッフの体制が少しだけ変わった「にんぐる」ですが、利用する曜日や日数が変わっ
た子どもたちも、大きな混乱は見られずホッとしています。５時間授業や６時間授業が増
えたり、運動会の練習が始まったりと疲れて帰ってくる様子も見られるので、体調の変化
に気を付けながら支援していきたいと思います。先日、女の子たちが『母の日』の話をし
ていました。
「お母さんにお手紙を書いたの！」、
「お小遣いでプレゼントを買ったの！」
「お
母さん喜んでくれた♪」と嬉しそうに話していました。「それはお母さん達嬉しいよね〜」
と聞いているこちらも、嬉しくなりました！ちなみにわが家の母の日は、娘がケーキを買っ
てくれました！私の好きな物をよく分かっている娘からプレゼント、訳あって私の口には
入りませんでしたが、とーっても嬉しかったです！この日ばかりは素直な気持ちで「あり
がとう！！」と娘に伝える事ができました ( 笑 )

７月
予定表

毎週
土・日曜日はお休みです。

工作

テーブル
ゲーム

休み

七夕

DVD 観賞

ボール
あそび

休み

粘土

休み

（５０円）

休み

休み

読み聞かせ

フルーツ
ポンチ

ハウスの
前で遊ぼう

シャボン玉

運動
あそび

ハウスの
前で遊ぼう

テーブル
ゲーム

読み聞かせ

おやつを
選んで食べよう

かき氷

休み

（５０円）

DVD 観賞

ポップコーン

公園

公園

公園

休み

（５０円）

休み

休み

【 お茶会レッスン 】

おやつを
選んで食べよう

（５０円）

（１００円）

■放課後デイサービス事業所「にんぐる」
文 . 寺澤絵奈

- Grand Prize For OTETSUDAI 日中一時支援事業所つくしんぼに通う子たちは、お手
伝いがとても上手です。毎週定期的に利用する子のほ
か、長期休み中に利用する子らもスタッフからのお願
いを引き受けてくれて、事業所を出る前の掃除などを
手伝ってくれています。今回は毎週金曜日に利用して
いる Y さんを取り上げたいと思います。Yさんは予定
に関してよく気が付き、スタッフに「○○の時間だよ！」
という声かけをしてくれたり、「それは僕がやるよ！」
と言って率先して手を挙げてくれる利用者さんです。
やる気が強いので疲れてしまわないか心配になる時も
ありますが、スタッフと協力して物を掴んだり、箱に
入れたり、開けたり閉めたり…手先の訓練も兼ねて行
っています。最後までやり切るととびっきりの笑顔が
こぼれるのが支援するこちらとしても気持ちがいいも
のです。能動的に行うお手伝いはきっと今後の成長に
つながるでしょう。+αで誰かの役に立とうとする姿
勢は継続して大事にしてもらいたいです。

■日中一時支援事業所「つくしんぼ」
文 . 豊嶋泰輔

２０２１年４月より「ぽっくる」勤務になりました成田です。以前は「のーむ」
のスタッフとして勤務をしていました。「ぽっくる」は学年が高い子が多く、
体力もあり、活動内容もハイレベル！日々、ついていくのがやっとです・・・
（笑）そんな新人丸出しの私ですが、子ども達は熱心に説明を聞いてくれたり、
活動準備のお手伝いをしてくれます。物の収納場所、スイッチの場所も私より
早く動いてくれます！行動の速さや的確さは、「さすが、ぽっくる！」と日々感
心・感謝です♪昨年は生活が一転、制限される事も多く不自由さを感じ過ごし

これから
よろしくお願いします！
- I Look Forward To Working With You! ■放課後デイサービス事業所「ぽっくる」 文 . 成田加奈絵

てきました。今後、そのような生活が緩和され、子ども達の成長がより感じら

７月
予定表

れる「ぽっくる活動」を行う予定です。私も日々学習し様々な活動が行えるよ
うに努力していきます！これから宜しくお願いします！

土日祝はお休みです。

アスリート
トレーニング

SST

休み

SST

有酸素運動

休み

学びタイム

休み

（腕の筋肉強化）

休み

休み

休み

クレープを
つくろう

１分間
ゲーム

（５０円）

清掃

冷やし中華

SST

オレスタ内
オレスタ周辺

（１００円）

ぽっくる
クッキング

SST

プチ
お茶会

オレスタ内
オレスタ周辺

【 お茶会レッスン 】

休み

清掃

工作

オレスタ
清掃

手作り
スイーツ

（１００円）

アスリート
トレーニング

（ウォーキング）

【 接客について 】

海の日

スポーツの日

休み

ハイキングに
行こう

休み

DVD を
借りに行こう

※歩きやすい靴、帽子
汗拭きタオル持参

あなたが伝えてくれたこと
- What You Told Me -

■生活支援事業所「ほっぷ」 文 . 近井 修

男子ゴルフの松山英樹さんが、アメリカで最も伝統と権威のあるゴルフ大会の一つ「マスターズ」で初優勝を飾りました。日本中がお祝いムードに包まれた中、
松山さんを支えた早藤将大キャディーのコースへの” 一礼” が話題となり、礼を尽くすその「プロ意識」に世界中から称賛が集まっています。そんな早藤さん
を紹介するニュースの中で、素晴らしい「気づき」を得ることができる記事があったので皆さんにご紹介をします。記事の中で早藤さんは「プロとは、相手
のために行動するのではなく自分のために行動する事が大切」と発言をしています。一見、身勝手に聞こえるかもしれませんが「誰かのために行動をしていては、
いずれ誰かのせいになる可能性がある。だから自分の責任で自分のために行動する事がプロとしての務め」との事。福祉業界で働く私たちは、どうしても奉
仕の精神から「利用者さんのため」という考え方に基づき行動 ( 支援 ) をする事があります。

ただ、私たちがこのような考え方をしていては、自分の行動 ( 支

援 ) に対する見返りを相手 ( 利用者さん ) に求める事になり、見返りがなければ裏切られたとの思いから、不満が溜まるという構図が生まれます。早藤さんが
指摘するようにその不満はいずれ「○○ができないのは利用者さんのせい」に変わっていくでしょう。支援が上手くいかない時は私たちが利用者さんにでき
ないことを求めていたり、また支援が利用者さんの特性に合っていないという考えに立ち、その方法を変える必要があるのに、私たちが「利用者さんのため」
という考えで行動をしていては、いつまでたってもこの結論を導き出す事は出来ません。自分の責任で自分のために行動をするというプロ意識を持つことの
大切さを、早藤さんは記事を通して私たちに 1 人 1 人に伝えてくれました。そんな気づきに感謝です。

つぶやき

生活支援事業所「ほっぷ」

r-

utte
- My M

佐藤千鶴子

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！

今月のつぶやきは佐藤が担当させて頂きます。何

…

今も好きなようで、時間があれば机に向かっ

生活の安定を求める傾向があるのだとか。夢実現

を書こうかとずっとずっと悩んでいたのですが、

て黙々と実験をやっています。勿論将来の夢は化

のために必要なこと。環境や金銭面が影響はしま

時間が無くなってしまったので最近の息子との会

学者。最近は好きな事（夢）が明確になり、将来

すが、やっぱり自分の努力次第なのではないでし

話から思ったことを書きたいと思います。突然で

は “電子・電気系研究技術者” だそうです。他の

ょうか。それでも悩んだり迷ったり、困ったとき

すが、皆さん『夢』はありますか？最近、中２の

お友達は？と聞くと安定した職業につきたい。と

には家族がサポートする。息子にも夢実現に向け

息子と将来の夢について話をする事が多くなりま

か、幸せになりたい。夢なんてない。なんて子も

努力し諦めずに頑張ってほしいと思います。私も

した。小学 3 年頃まで夢なんてない！なんて言っ

いるそうです。私が小さい頃はパン屋さん、看護

夢があります。歳なんて関係ないですよね。息子

ていた息子。小学 4 年の時、私が使っていた中２

師、学校の先生が多かったような…。最近のなり

に負けず夢実現に向け今できることを一つ一つ実

理科の教科書をパラパラと…。

たい職業ランキングでは 1 位会社員、2 位公務員・ 行していきたいと思います。

ふと目にした元

素記号にドはまり！！元素の本を買い集め毎晩そ

IT エンジニア、3 位看護師だそうです。少し前ま

の本を見る。いつの間にか 100 個以上ある元素記

では、ダントツ 1 位ユーチューバーだったようで

号を言えるようになったり、簡単な実験が趣味に

すが、コロナ禍で不安も大きいようで、親も子も

次回は、
夏は畑作業、冬は「すまボラ」のセンター長とし
て高齢者宅の除雪活動をけん引してくれている
佐々木恵です。

4 月、5 月と例年より風の強い日が続き、「春の 3K」
そんな言葉を耳にする機会がありました。春の 3K
とは…「強風」「寒暖差」「花粉」の 3 つのことを言
うそうです。（他にも乾燥、黄砂などもあるとか…）
連日強風注意報が出たり、前日との気温差が 5℃以
上もあったり、朝は晴れていても急に雨が降ったり
と 1 日の中でも天気がコロコロ変わり、農業の植え
付け時期がかなり遅れてしまうなどの被害も…こん
ねメンバーも天気と同じように、笑っていたと思っ
たら急に泣いたり、穏やかに活動出来たと思ったら
急に怒ったりと、落ち着かない日々を送っています。
それでも天候に左右されないハウスの中では、比較
的穏やかに過ごしています。先日久しぶりに畑に来
たメンバー。ハウスの中をグルグルと何周もし野菜
の苗を確認。小さな苗を手に取り、「これはトマト、
これはバジル…」と次々と言い当てていきます。そ
して大きな苗を見て「マルチ！マルチやるの！」と
一言。そのメンバーは、苗が大きくなったらマルチ
張りをして苗を植えるという作業工程が頭に入って
いるようです。他のメンバーも道具を見ただけです

戦力です！
They Are Reliable
Companions!
■みんなの畑 こんね
文 . 佐藤千鶴子

ぐに作業に取り掛かることが出来るようになってい
ます。ピンセット＝種蒔き。黒ポット＝土入れ。ミ
ニスコップ＝鉢上げ。もうメンバー皆、畑の戦力者
です。これから植え付け作業、収穫作業もどんどん
始まってきます。そんなメンバー皆と頑張っていき
たいと思います。収穫した野菜はベーカリーカフェ
ローフや市内コープさっぽろにて販売中です。

笑顔

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。

にする人、
なれる人。

求人情報
- Recruit -

（2021/04/16 ~ 05/15 現在）

●馬渕由美 様

●三輪久美子 様

・アルミ缶

・アルミ缶

●西川美夕紀 様

●茗荷昭子 様

https://youtu.be/vTmW2Sawn2k

・アルミ缶

・アルミ缶、ボトルキャップ
牛乳パック

●瀬口春華 様

●大橋馨 様

・トイレットペーパー
ティッシュペーパー

・かるた

＜正職員登用の実績＞
2 名（過去 3 年間）

＜業務内容＞

●乾夏樹 様

●河原美香 様

・トイレットペーパー

・アルミ缶、ウエス用布

・屋内外の日中活動支援や送迎
・イベント（行事）企画
・プログラムや日計表、シフト等
の事務作業

●石川香菜 様

・ティッシュペーパー

・乳酸菌飲料

●亀田祐美子 様

通勤手当 / 扶養手当 / 住宅手当 /
暖房手当 / 処遇改善手当 / 賞与
年 1 回 / 昇給アリ

＜給与＞

＜その他＞

160,500〜200,000 円

＜就業場所＞

＜休日＞

＜対象＞

＜待遇＞

・高卒以上
・４４歳以下

とむての森 OFFICIAL FACEBOOK

ID : 01050 - 02096011

（介護福祉士、保育士等 優遇）
・普通自動車運転免許

北見市内（北央町、公園町、寿町）

●千葉真弘 様

ハローワーク

障がい児（者）
支援スタッフ

資格取得のための資金支援アリ

＜お問合せ先＞

週休 2 日（シフト勤務）
各種保険 / 退職金制度（勤続 1
年以上）/ 有給休暇（勤務 6 ヶ月
以降）/ 看護休暇 / 育児休業 / 勤
続手当（3 年以上 10,000 円〜以
後、規定に応じて）/ 資格手当 /

＜必須条件＞

・介護職員初任者研修修了者

法人本部
0157-32-8715

tomutenomori@iaa.itkeeper.ne.jp

・アルミ缶

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」

