誰もが地域で
あたりまえに
暮らせるために

日頃より、とむての森の活動
に対してご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。また、感染防止対策にも
ご協力をいただき、本当にありがとうございます。
さて、夏になりましたが、7月12日の北海道の発表に
よると、オホーツク圏では新型コロナウイルス感染者が
北見市と網走市で多くなっている状況にあります。特に北
見市ではクラスターの確認はされていませんが、数字を見
る限り、どこで感染があるかわからない状況を感じていま
す。このお便りがお手元に届く際には鎮静化していること
を願いたいと思いますが、ワクチン接種が進んでも感染
防止対策が必要な状況には変わりはありません。とむ
ての森も変わらずに感染防止対策を進めて参りま

PHOTOGRAPHER：生活支援事業所「ほっぷ」
MODEL：成田菜々さん
SCENE：畑作業の休憩

すので、引き続きのご理解とご協力を重ねて
お願い申し上げます。
代表理事

平賀貴幸

すっかり外出する機会が減った昨今ですが、それとともに自粛していたものがありました。すてっぷの『イベント』です。コロナ以前は、普段お仕事を頑張っ
ている利用者さんの楽しみや息抜きの為に、カラオケ・果物狩り・保護者さんも参加の焼き肉等を行っていましたが、感染予防の為実施することが出来ずにい
ました。そうすると、みんな普段通り過ごしているつもりでもなんだかモヤモヤ、イライラ等「なんかストレスが溜まっているのかな？」という場面がちらほ
ら…「感染対策をしたうえで、今できるイベントとは？」を話し合った結果、本部サロンで映画鑑賞会を開催しました。４つの映画の中から観たいものを選ん
でもらい、日程を分け、1 上映あたりの参加者が少なくなるように調整し、換気をしながらスクリーンに映し出された映画を観ました。初めての試みでしたが、
マスクをしながらも思わず声が出てしまう場面があったりと、楽しんでもらえたようでスタッフもホッとしています。早くも 2 回目の計画をしていますので、
楽しみに待っていて下さい！それにしても…【出勤して仕事をして帰る】を繰り返すという事は、社会人としては当たり前のことですが、その中でも自分自身
で働き甲斐や楽しみを見出し、機嫌や調子を整え続けていくことは（休みの日に今迄出来ていた外食やお出かけがしづらくなってなおさら）本当に難しいと感
じています。私も普段何気なく ( と言ったら怒られそう ) 受け取っていた、法人からの福利厚生のあれこれの意味を、ひしひしと感じたのでした・・・

ワクワクが
止まらない
■ベーカリーカフェ LOAF 文 . 佐藤麻理恵

今年も半分を過ぎ、だんだんと暑い夏本番となってきました。コロナも落ち
着かず、未だ色んなイベント事が中止になっています。そんな中とむて本部
サロンで密にならないよう 3 日に分けての映画鑑賞会をしました。3 つの映
画で見たい物をそれぞれ選んでもらい（見ないという選択もありました）。
私〖ズートピア〗を選択したメンバーさんと一緒に鑑賞し、ほぼ初めて観た
ような映画だったのですが《良かった良かった (T̲T)》と泣きそうになりま
した。いやぁ〜映画ってほんっとうにいいもんですね (^^♪ふふふ ) ハウス
や畑での作業も休憩、水分を十分にとりながらがんばっています。これを書
いている頃はトマト、ミニトマトがまだ緑色ですが、赤くなったら収穫でき
るんじゃない？すいかどんだけ大きくなるといいのかな？白瓜はもう採って
もいいね？コレ草？え！落花生？といった感じでどんどん大きくなってま
す。収穫が楽しみです！特にスイカ♡植え替えして空になった苗のポットを、
並んで座ってきれいに拭く作業をしている姿はコロナの事等忘れるくらい平
和でほっこりした気持ちになります。バジルの葉も収穫してペーストにし、
調理パン『ゴロッとチキンジェノベーゼ』に。ローフでは『チキンとトマト
のジェノベーゼ』としてメニューにしております。バジルの葉を使った『バ
ジルとクルミのミニ食パン』
『 取れたてバジルのマルゲリータ』なども販売し
てます。『レッド・ホット・ビーフバーガー』も 8 月までとなっております。
食べてみてはいかがでしょうか♪

ご用心

- Beware -

■ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」 文 . 伊丹勝

夏本番を迎え、特に留意したいのは熱中症です。コロナ禍でマスク着用
は当たり前となりましたが、マスクなしの場合より、心拍数や呼吸数、
体感温度が上昇するなど身体に負担がかかると言われています。高温や
多湿の環境下では、熱中症のリスクも高まります。喉が渇いていてもい
なくても、小まめな水分補給を心掛けていきたいと思います。夏場とな
れば、食中毒にも厳重注意です。食事をする際、細菌を「つけない」
「増
やさない」加熱などで「やっつける」を意識して防いでいきたいと思い
ます。利用者さんの支援時においても、環境の変化に対応した賢明な行
動を重ね、健康を保ち、「深き用心」を忘れずに、この夏を無事故で乗
り切っていきたいと思います。

夏本番
- The Beginning Of Full-scale Summer. ■みんなの畑 こんね 文 . 佐藤千鶴子

比較的過ごしやすかった 6 月ですが、7 月に入り少しずつ気
温が上昇…30 度を超える日もあり、北海道にも夏がきまし
た！でも、何だか今年はいつもと違うのです。まとまった雨
が一か月以上も降らなかったり、日中はムシムシと暑くなっ
ても夜には涼しくなったり。赤くなるはずのトマトがなかな
か赤くならない。次々となるはずのキュウリが採れない…毎
年同じようにやっているのに同じにはならない。農業はだか
ら難しい、だから面白い？最近はそんなことを思いながら皆
と日々畑で過ごしています。最近のこんねメンバーは、暑さ
に負けず毎日頑張っています。草取り用のホ―や手ぐわを使
って草取りをしたり、誘引用の紐をホチキスを使って止めた
り、使い終わった黒ポットをまとめたり、出来ることを少し
ずつ少しずつ。。。暑いので無理はせずに休みながらゆっくり
行っています。7 月末はジャガイモの収穫作業！「僕がここ
に芋を植えたんだよ！」と、とっても楽しそうに収穫してく
れました。ジャガイモの収穫作業は毎年取り合いになるほど
皆大好きです！！雨が少なかったせいかジャガイモの大きさ
は例年よりも小さめでしたが、たくさん収穫することができ
ました。サラダにカレーに…

今年は皆で作って食べること

が出来るかな？出来るといいな。 他にもトマトやきゅうり、

お知らせ

なす、ピーマン、ズッキーニなど夏野菜の収穫がピークを迎
えています。手籠いっぱいに採れた時は自然と皆笑顔になり

なみきハウス駐車場にて 7/30 から
毎週金曜日 9:30~11:00 の間、新鮮
野菜や加工品等を販売いたします。
ぜひ、ご来店ください。

ます。収穫後のパック詰めやシール貼りにも進んで取り組ん
でくれます。そんなメンバーの姿に日々成長を感じます。ま
だまだ暑い日が続きそうですが、焦らずマイペースに、体調
や気温にも注意しながら楽しく過ごしていきたいと思います。

2021年度（令和3 年度 ）
会員ご登録
Tomuteʼs Membership 2021Years

会員
議決権なし
寄附金なし
ORDINARY
MEMBER

小貫

美洋

賛助会員
SUPPORTING
MEMBER

三浦
水野
大東
金井
鈴木
川西

紗央里
隆輔
裕美
みゆき
真美子
幸恵

順不同・敬称略：７月１５日時点

能藤 隆
加藤 秀子
江口 凡太郎
廣瀬 功
辻 百合香
佐々木 正祐

和田
菅原
三浦
岩瀬
高田

朗
靖博
基弘
敬子
昌樹

暑い日が続きますね、、、暑さにはめっ
ぽう弱い鹿野です。子どもの頃は暑く
ても夏休みがあるので耐えられた８月、
大人になると夏休みはないのよ、、、大

夏ですね。
- Itʼs Summer -

人になるって悲しい事ですね。暑さで
半分溶けている鹿野と違い、にんぐる
ボーイズ＆にんぐるガールズは夏バテ
しながらも元気です！あのエネルギー
はどこから来て、どこへ行くのでしょ
うか？そして、ちょこっと吸い取る事
はできないものでしょうか？さてさて、
８月にはみんなでかき氷を食べたり、
水ふうせんで遊んだりと、夏らしい活
動をたくさん予定しております。皆さ
ん夏バテをしないよう、水分をしっか
り摂って乗り切りましょう。
■放課後デイサービス事業所「にんぐる」
文 . 鹿野杏介

コロナ禍の夏
Summer Of Disaster Due
To The Spread Of
CORVID-19
Infection
■放課後デイサービス事業所「のーむ」
文 . 矢作裕子
皆さん、暑い毎日をいかがお過ごし
でしょうか？今年もマスクを外せな
い夏ですね。大人でも暑い日のマス
クは本当に辛いので、子供達にとっ
てもかなり苦痛なマスクとなってい
ます。それでもマスクを外す事は難
しいので、こまめな換気と、水分補
給の徹底に気を配ることを心掛けて
います。【のーむ】の子供達に少し
でも夏を楽しんで貰いたく「七夕の
短冊」に願い事を書いたり、夏の壁
面画を作成して飾り付けをしたり、
外遊びでは「シャボン玉」など、夏
の思い出として子供達の心に残るよ
うに、スタッフも楽しみながら企画
をしています。まだまだ続く暑い夏、
コロナワクチンが私達の所に辿り着
くのはいつの事になるのか分かりま
せんが、暑さにも、コロナにも負け
ずに、元気なパワーで乗り切りまし
ょう。

はじめまして。7 月から働くことになった小貫美洋（オ
ヌキヨシヒロ）です。前職は障がい者支援施設で働いて
いましたので、その経験を活かしつつ皆さんと楽しく働
いていきたいと思っています。趣味は料理をすることで、
時間のある日には料理を楽しんでいます。子ども達と過
ごしながらいろいろと学び、頑張っていきますのでよろ
しくお願いします。

今年、
ぽっくるの夏。

- This Year, The Summer Of POKKUR. -

暑い暑いと言いながら毎日を過ごしている「ぽっくる」です。そん
な「ぽっくる」ですが、今年度から新たに取り入れている活動があ
ります。ひとつ目は「アスリートトレーニング」です。今年オリン
ピック開催を機に「自分たちもオリンピックを目指すぞ！！」と言
う気分と気合で始めました。内容は「○○を 100 回！」などハード
トレーニングです。もちろん初めは大ブーイングを受けました…（笑）
でも、今では「今日はアスリートトレーニングの日だよね？ (^^)」と
聞かれるようになりました！そしてもう一つは「お茶会デリバリー」
です。コロナ禍の影響で昨年は中止になっておりましたが、ついに
デリバリーとして復活！お菓子も個包装。
ドリンク作成も配達時の気
温などを考えて作ります。 「デリバリー」としては始めたばかりで
すが、今後は多くの方にお届け出来ればと考えています。暑い日々の
中、
一生懸命に頑張っている「ぽっくる」の応援をよろしくお願いし
ます！
■放課後デイサービス事業所「ぽっくる」 文 . 成田加奈絵

おやつ大スキ - I Love SNACKS ■日中一時支援事業所「つくしんぼ」 文 . 豊嶋泰輔

日中一時支援事業所「つくしんぼ」の利用者さん特集。今回は、S さんを取り上げてみたいと思
います。Ｓさんは表情豊かで、その時々の表情で喜怒哀楽がハッキリとわかります。おやつが大好
きで、それまで泣いていたとしてもおやつを食べるとスッキリ！表情が明るくなります。最近は
15 時のおやつ前挨拶や後片付けも上手にできるようになりました。運動遊びも好きで、しゅんこ
うハウスでは柔らかいボールでスタッフとキャッチボールをしています。また、自分でパーツを
つなげて遊ぶおもちゃで冠を作り、頭の上に載せたりします。その様子がどうにも可愛らしいです。
この夏は私以外のスタッフもしゅんこうハウスで支援に入ることがありました。Ｓさんも久しぶり
に会うスタッフと交流を深め、楽しく過ごせたようです。写真からもその様子が伝われば幸いです。
現在の定期利用は少人数ではありますが、少人数だからこそひとりひとりの個性が見えてきます。
今後もそれぞれの成長と活躍に注目してご紹介します。

9月

9

予定表

お誕生日会
（１００円）

休み

お買い物
ごっこ
（５０円）

休み

こんねの畑

※汚れてもよい服装
でお願いします。

休み

敬老の日

休み

ウォーキング

描いて遊ぼう

防災訓練

リズム
あそび
【太鼓】

ウォーキング

お月見

（５０円）

こんねの畑

※汚れてもよい服装
でお願いします。

こんねの畑

※汚れてもよい服装
でお願いします。

身体を
動かそう
【体操】

毎週
日曜・祝日はお休みです。

秋の壁面
づくり

こんねの畑

※汚れてもよい服装
でお願いします。

秋の工作
（５０円）

秋分の日

習

字

こんねの畑

※汚れてもよい服装
でお願いします。

習

字

自販機で
ジュースを買おう

身体を
動かそう
【体操】

DVD鑑賞

お話の日

※１００円ご用意
ください。

【 絵本 or 紙芝居 】

ドライブに
行こう

DVD鑑賞

月

お誕生日会
（１００円）

休み

紅葉狩り

シール貼り

休み

おやつを
選んで
食べよう

DVD鑑賞

休み

休み

読み聞かせ

散

歩

工作（敬老）
（５０円）

テーブル
ゲーム

散

9

予定表

歩

塗り絵

ボーリング

魚釣り
ゲーム

毎週
土・日曜日はお休みです。

テーブル
ゲーム

おやつを
選んで
食べよう

休み

読み聞かせ

シャボン玉

休み

休み

休み

休み

風船遊び

DVD鑑賞

たい焼きを
買いに行こう
※２００円ご用意
ください。

お月見

（５０円）

粘

土

休み

月
予定表

土日祝はお休みです。

お芋料理

（１００円）

学びタイム

アスリート
トレーニング

アスリート
トレーニング

一日一善活動

【 計量の練習 】

【 ウォーキング 】

休み

敬老の日

休み

【 目標管理シート
振り返りなど 】

SST

【 ウォーキング 】
＆
【 ランニング 】

避難訓練
【火災】

学びタイム
【 衛生管理 】
賞味期限について

秋のスイーツ
（１００円）

学びタイム

【 手洗い練習 】

SST

Wiiで遊ぼう

お茶会準備

休み

DVD鑑賞

お茶会
デリバリー

休み

公園に写生に
行こう

休み

敬老の日
プレゼント
（５０円）

【 目標管理シート
振り返りなど 】

秋分の日

アスリート
トレーニング

チョコペンで
アレンジ

【 100回トレーニング 】

（１００円）

SST

【 目標管理シート
振り返りなど 】

休み

日日草

Catharanthus
Roseus

■生活支援事業所「ほっぷ」 文 . 喜多村恒夫
何気なく本棚を眺めていたら、ずいぶん昔に読んだ星野富
弘さんの詩画集
「鈴の鳴る道」と「かぎりなくやさしい花々」
（偕成社）に目が止まりました。以前、兄が紹介してくれた
本でした。
星野さんは、器械体操が好きな青年でした。大学を出て、
群馬県高崎市の中学校の体育教師になって２ヵ月後、部活
動の指導中に事故（頸髄損傷）にあい、手足の自由を失い
ました。長い闘病生活の中で命の尊さを学び、わずかに動
く口に筆を咥えて、詩や花の絵を描き始めました。今まで
見過ごされていた名もない花々に目をとめ、少しずつ描い
た作品を改めて読み返し、感動を覚えました。淡い水彩画
で描かれた日日草の上には、次の詩が添えられています。
今日もひとつ

悲しいことがあった

今日もまた一つ
笑ったり

泣いたり

にくんだり
そして

うれしいことがあった
望んだり

愛したり

あきらめたり

・・・・・

これらの一つ一つを

数え切れないほどたくさんの

柔らかく包んでくれた
平凡なことがあった

つぶやき

utter -

- My M

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」

伊丹 勝

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！

投打の「二刀流」で米大リーグに旋風を巻き起こしているエンゼルスの大谷翔
平選手。先日、本塁打数トップで先発登板をし、ベーブルース以来 100年ぶり
の快挙が報じられていました。打者としての特長の一つが逆方向のレフト側へ
の長打力、その技術の淵源は「大谷翔平二刀流」の著書によると、少年時代の
環境にありました。河川敷の空き地を手作業で整備した練習場で、大谷少年の
打球はことごとくライト側の塀を超え、ボールは川に飛んでいった。練習球を
確保するために、指導者は「全部左方向に打て」と指示した。すると、少年は
どうすればレフト側に強い打球を打てるかを試行錯誤し、練習を繰り返した。
その年から外角球を捉える本塁打が急増したという。状況に甘んじて、努力を
放棄していたら、今の「打者大谷」の誕生はなかっただろうと思います。日々
の生活の中では、さまざまな出来事が起きます。良い事よりも、大変だな、嫌
だな、と感じることの方が多いかもしれません。また、悩みの渦中にいる時は
悲観的になりがちで「前向きにいよう」と思っていても、簡単なことではあり
ません。「前向きでいる」とは「物事を前向きにとらえている」と言い換えるこ
とができます。もし不利な条件等があったとしても、大谷選手のように創意工
●栄養成分表示（100gあたり）
アーモンド

エネルギー

611

脂質

457.7

炭水化物

34.1

大豆

水分

1.6

灰分

2.8

乳成分

タンパク質

15.8

食塩相当量（100g中）

0.4

※本品製造工場では、落花生、小麦、卵、えびを含む製品を生産しています。
（特定原材料７品目対象）

夫を重ね、いくつになっても自身を飛躍させるバネとしていきたいと思います。
次回は、
1 児の母となって復帰してはや 1 年半
子育てとパン作りに奮闘する 田中ちえみです！

とむての森監事 巡氏のご紹介で、
車両の寄贈を頂きました。
「MAZDA デミオ」

7 月 8 日、マルハン北見店マネージャー原田様がまたまたたくさんの段

です。平成 18 年車とのことなのですが、走行距離はたったの 38,000 ㎞！状

ボールを抱えて本部に来てくださいました。ちょうど休憩中だった「す

態もとても良くてビックリ！持ち主の髙橋様が大事に、大切に乗ってこられた

てっぷ」の利用者さんたち…段ボールをのぞき込んでソワソワ（笑）こ

ということが一目でわかる車体です。「大事に使ってくれる方に譲りたい」と

れから夏休みを迎える放課後等デイのスタッフも「おやつの用意ができ

の言葉に、巡氏がとむての森を紹介してくださいました。受け取りに伺った日、

ました！」と笑顔でした！原田様をはじめマルハン北見店のスタッフの

ご夫婦で名残惜しそうに愛車に別れを告げられている姿を見て「これからは私

皆様、そしてお菓子を寄贈してくださる多くの皆様、いつもいつもあり

たちが大事に、大事に使わせていただきます」とお約束をしました。髙橋様、

がとうございます。今後と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。大切に長く使わせていただきます。
この度、とむての森が会員となっている「北海道
手をつなぐ育成会様」を通じて東京にある「ナチ
ュラルサイエンス様」よりたくさんの「虫よけミ
スト 森の肌守り」の寄贈を頂きました。「ナチュ
ラルサイエンス様」は以前にもコロナ禍で疲弊し

たくさんの

ているスタッフにたくさんの化粧品やアルコール

ありがとうを
伝えたい

消毒液を寄贈してくださった会社です。畑作業や
ウォーキングなど、屋外での活動時に使用させて
いただく他、全スタッフと通所されている利用者
さんにも配布させていただきました。とむての森
はこのように多くの皆様の応援に支えられて活動

I Want To Say
A Lot Of

を続けることができているのだと改めて感じま
す。今回の寄贈にも感謝の気持ちを持ちながら、

THANKS

今年の夏を乗り切っていきます「ナチュラルサイ
エンス様」ありがとうございました。

今年こそは！ This
YEAR!
■移動支援事業所「とろっこ」 文 . 山川圭一
7 月から気温も上昇し、夏日や真夏日が増えてきましたが、みなさん
熱中症対策は万全ですか？屋外活動が多い移動支援は利用者さんもそ
うですが、スタッフも体調管理に気を付けながら支援を行っています。
水分補給も大切ですが、身体冷却（保冷剤やタオルで首やわきの下、
太ももの付け根などを冷やす）も有効なので、ぜひ試してみてくださ
い。さて 8 月も暑い日が続きますが、利用者の皆さんは変わらず元気
に活動しています。今思えば 2 年前のこの時期は、まだ新型コロナも

おねがい
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服装、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。

なく、児童期では夏休みを利用して遠出をする行事があり、スタッフ
と子どもたちが楽しく遊んでいたことをとても懐かしく感じます。過
去にはお泊りキャンプをした年もありました。この先、再開できる条
件（環境やスタッフ）が整い行事が実施できることを願って、今後も
取り組んでいきたいと思います。

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 -

（2021/06/16 ~ 07/15 現在）

●馬渕由美 様

●小椋利枝 様

●西川涼太 様

●柴山ひみ子 様

●乾 夏樹 様

●川淵宮子 様

・トイレットペーパー
アルミ缶、リングプル、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、コピー用紙、アルミ缶

・ アルミ缶

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー

https://youtu.be/vTmW2Sawn2k

・飴

●千葉真弘 様

●成田紹人 様

●亀田祐美子 様

●佐々木由香里 様

・ ティッシュペーパー
・ アルミ缶

＜正職員登用の実績＞
2 名（過去 3 年間）

・ 本、おもちゃ、ティッシュペーパー

●三輪久美子 様

●中村美穂 様

●ときわホルモン 様

●瀬口春華 様

●蛯子克代 様

●上村裕子 様

・ アルミ缶

＜業務内容＞

・ お菓子

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・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

・ ティッシュペーパー
・ 蛍光灯

・ トイレットペーパー

・ アルミ缶

・ 電気ポット

●久保田史恵 様

●マルハン北見店 様

●寒河江春美 様

●原田重美 様

●阿部佑子 様

●巡 俊昭 様

・ 積み木

・ トイレットペーパー
ティッシュペーパー、ウエス用タオル

・ おもちゃ

＜その他＞

160,500〜200,000 円

＜対象＞

＜待遇＞

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＞

・ アルミ缶、おもちゃ、食器、文具

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＞
＜休日＞

・高卒以上
・４４歳以下

・ お菓子

ID : 01050 - 02096011

（介護福祉士、保育士等 優遇）
・普通自動車運転免許

＜就業場所＞

北見市内（北央町、公園町、寿町）

●神部 様

●本田千鶴子 様

ハローワーク

障がい児（者）
支援スタッフ

・ ティッシュペーパー

・介護職員初任者研修修了者

法人本部
0157-32-8715

tomutenomori@iaa.itkeeper.ne.jp

・ 寄付金

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。

PCR検査について
まん延防止重点措置が終了し、ワクチン接種も始まっていますが、オ
ホーツク管内は毎日のように感染者の報告があり、まだまだ先の見え
ない状況ですね。北見市の新型コロナウィルス感染症対策として、北

就労支援事業所「すてっぷ」より

本部事務局より

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、

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

6 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

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。

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。

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。

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」

