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PHOTOGRAPHER：放課後等デイサービス事業所「にんぐる」
MODEL：アリサワアツキさん
SCENE：シャボン玉あそび

日頃より︑とむての森の活動に対し
てご理解やご協力︑お力添えなどを
いただき心より感謝とお礼を申し上
げます︒本当にありがとうございま
す︒さて︑今年度も半年が経過しま
した︒振り返りますとコロナ禍の影
響が各所に及び︑北見市などでもク
ラスターの発生が起こるなど︑不安
の中での事業実施を余儀なくされる
半期でした︒こうした状況の中でも
法人スタッフは感染防止徹底に協力
を続けてくれましたし︑サービスを
利用してくださる皆さまも感染防止
対策の徹底や利用方法の変更などに
ご理解とご協力をいただき本当に感
謝の気持ちでいっぱいです︒重ねて
お礼を申し上げます︒本当にありが
とうございます︒新型コロナ感染症
に対するワクチン接種も進んでいま
すが︑２回目の接種を行っても感染
しないわけではなく︑重症化を防い
だり︑他者への感染確率の軽減など
の効果にとどまることから︑引き続
きマスクの着用や手指消毒︑換気や
黙食・黙煙・黙浴などの徹底が必要
な状況に変わりはありません︒いつ
までこの対策を続けなくてはならな
いのか︑見通すことすら難しい状況
ではありますが︑引き続き対応を続
けなくてはならない状態は続きま
す︒皆さまにはご不便やご迷惑をお
かけすることもございますが︑ご理
解とご協力を賜りますよう改めてお
願い申し上げます︒
代表理事 平賀貴幸

よろしく
お願いします。

LET'S
KEEP
IN
TOUCH.

自然と共に
LIFE IS
WITH NATURE

■ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」 文 . 近井 修

■みんなの畑

こんね 文 . 佐藤千鶴子

7 月末から８月上旬にかけて最高気温が 35℃を超える日があるなど、今年は記録
的な暑さが 3 週間も続きました。他にもまとまった雨が 1 ケ月近くも降らないな

8 月 1 日付で「どんぐり」に異動になりましたチカイです。今から約

ど、これから収穫を迎える農作物に大きく影響しそうです。こんねの畑でも秋用

8 年前に行動援護サービスを担当していたものの今は昔。先日、久し

野菜の種（キャベツや白菜やブロッコリーなど）を蒔いてもなかなか芽が出てこ

ぶりに顔を合わせた利用者さんに自己紹介をしたところ全くわかって

なかったり、芽が出てもすぐに焼けてしまったり、植え付けた苗も根がつく前に

もらえず、自分の体型の変化を改めて思い知らされました。当時とは、

ダメになってしまったり…。花豆の花が落ちてしまい、実がつかないなど今まで

サービス内容も支援方法も変わっています。新入社員のように初心に

になかった事が起きています。これからどうなってしまうのかと不安になります

戻って目の前の仕事一つ一つを真剣に取り組みながら、仕事を覚えて

が、もう自然に任せるしかありません。先日は収穫目前のトウモロコシがキツネ

いきたいと思います。慣れない仕事でご迷惑をおかけすることもある

に食べられてしまいました ( ﾉД̀)ｼｸｼｸ…

かと思いますが、一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いいた

すぐに防獣ネットを購入し、ハウスの

周りを囲いましたが、次の日にはまた食べられています。いったいどこから？と

します。

ハウスの周りを確認すると、ネット下の土を掘って中に侵入している様です。ど
うしようどうしようと検索…。ペグを打ってみたり、重りを置いてみたりしたの
ですがダメでした。毎日イタチごっこ…。キツネだってきっと生きていくのに必死なんだろうと思いながらも、やっぱり悔しいので、食べられてしまう
前に収穫することに！ちょっと早いものもありましたが、少量を販売し、残りはおいしくいただきました。最近のこんねメンバーは、30℃を超える暑い
日は無理をせず涼しい所で体を動かしたりして、落ち着いて過ごせるように支援しています。過ごしやすくなった最近は収穫作業や草取り作業をメイン
に行っています。先輩が後輩に教えてあげる事が多くなり、そんな光景が何だかとても嬉しくみんなの成長を感じます。畑での活動もあと２ヵ月ほどで
す。みんなと笑顔で作業出来るように支援していきたいと思います。野菜販売ですが、７月から始まっています。毎回たくさんのお客様が来てくださっ
ています。本当にありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。１０月中旬頃まで野菜販売を行う予定です。どうぞ宜しくお願い致します。

つぶやき

utter -

- My M

就労支援事業所「すてっぷ」

田中ちえみ

がお話しします。

現在、2 歳半の子供を 1 歳の時から保育園に預け働いています。 な手軽な承認欲求では自分の深い部分の肯定感って得られな
出産前と比べると時間と気持ちの余裕がなく、正直、育児休

くて、自分の価値観で考えて判断しないと不安って消えない

暇からフルタイムで復帰してからの 1 年間は「もう今日職場

なと思います。まだまだその価値観はできていないのですが

に行ったら、やっぱり時短勤務にさせてくださいって言うん

…とはいえ、初めての子育てで分からない事しかないので、

だ・・・」という思いと「いや、仕事に行く事で気持ちを切

参考にしたくて先輩方に話を聞くのはとても楽しいです。そ

り替えられてバランスが取れているのかも？」という葛藤が

んな中体調を崩し、久々に丸 1 日横になって過ごす事があり、

ありました。『 1 歳からそんなに長時間預けてるの？』
『3 歳

ぐっすり寝て起きてみると「あれ、何だかすごく体が楽で穏

まではそんなに働かなくても』という言葉に揺れ、横断歩道

やかな気持ちだ・・・」と感じ、びっくりしました。つい平

の真ん中で『あの（工事現場の）ショベルカーに乗りたい！』

日休みは家事や買い物をしているとすぐに時間が経ってしま

新年度から半年経ちコロナ禍の中、
「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」

と座り込む息子を見ては「今この子とこれ以上一緒にいる時

い、日曜日は「せっかく家族で過ごすんだから楽しく過ごさ

等がありましたが、移動支援の利用者さんは、支援を自粛する方もいれば、し

間が長くなると感情的に怒ってしまうのを抑えられないので

ないと！」とバタバタしていました。それからは、意識して

っかり対策をして利用する方もいて、月間の利用総数は減ったものの、利用を

は？」という恐怖もあり「離れている時間が長いからイヤイ

体を休める日を作るようにしています。
（そんな日に限って子

楽しみにしている方や必要としている方にはサービスの提供が出来ています。

ヤが激しいんじゃない？」と聞けば…あーっ、どうしたらい

供が体調崩したりしますよね…）
「子育てが楽しい」と言う人

振り返ってみると、買い物・温泉・プール・カラオケ・図書館・トレセン・

いか本当にわからない！となり、いろんな人（親族や保育園

を見るとかっこいいー！！！と思います。でもウジウジしな

ウォーキングなど、余暇活動中心の移動支援事業の為、店舗の休業や公共施設

の先生、友達や健診の際の助産師さんにまで）に相談してい

がら、考えすぎながらやっていくのもまた私らしいと思いま

の休館の時期は、我慢する利用者さんもいましたが、再開したときには「待っ

ました。
「どうしたらいいかわからない」と周囲にたくさん相

す。目下「いや！やだ！」としか言われず、トイレトレーニ

談していましたが、本当は「これでいいと言ってほしかった」

ングが全く進んでいません。イヤイヤ期が落ち着かないとど

Whenever good luck comes,
bad luck is on its way.
■移動支援事業所「とろっこ」 文 . 山川圭一

てましたっ！」と言わんばかりに楽しそうに活動していました☆ただ公共施設

「とろっこ」からのお願い

の休館時期は大変で、代わりになる行き先や支援内容の変更が難しい利用者さ

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

のだと思います。人に答えを求めすぎて回答に一喜一憂し、

うにもならない？何もしてない親と保育園で思われてない？

んがいてご迷惑をおかけするときもありました。今後同じ様な時が来たときに

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

試しては上手くいかない事の方が多く「やっぱり私が子育て

んー、分からない！そのうち何とかなる！よね？多分…

に向いていないからか」と疲れていました。今思うと、そん

次回は、
もちろん子育ても頑張っている同期で夫の田中豪樹です。

活かせる様に、代わりになる支援を探していければと思います。スタッフだけ
では限界がありますので、保護者さんからも提案していただけると助かります。

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。

夏の思い出

A Memory From Summer

■就労支援事業所「すてっぷ」 文 . 荒谷晴日

上半期を振り返り、思い出されるのが先日まで開催されていた東京オリンピック。一

（後日、第 2 回・第 3 回も実施しました）もちろん豪快に割れたスイカは皆で美味しく

行錯誤しながら試作品作りにチャレンジ！Ｋさんはピザトーストのトッピングにさり

生一度のオリンピック観戦がコロナ禍…、無観客…ということで夢に終わりました。

頂きました。甘いものを食べてスッキリしたことで、ちょっとした夏の思い出が出来

気無く“花火”“風鈴”“うちわ”などの季節の絵をマヨネーズで描いていたりしています。

コロナが無ければ…なんて悔やんでも仕方ありません。そんな時は甘いものを食べて

たのではないでしょうか。さて、今年の夏は 30℃前後の気温が続き、本当に厳しい暑

そんなメンバーさんたちが作った商品は他にも沢山ベーカリーカフェローフで販売し

スッキリしたいと思いませんか？ 8月上旬、すてっぷの利用者さんが一生懸命畑で育

さの中の作業でしたがなんとかピークを乗り越え、7月の平均的な出勤率はなんと 90

ています！！お盆休みが過ぎるとあっと言う間に Xmasや年末の準備が近づいてきま

て収穫したスイカで『スイカ割り』という、ちょっとしたイベントを開催！

％！！コロナ対策として毎日欠かさず行なっている手洗い・アルコール消毒・うがい

す。仕込み作業や畑作業などまだまだ盛りだくさんですが、時々開催される映画鑑賞

Nさんの「スイカ割りなんてどうですか？」の一言がきっかけで実現しました！ スイ

等に加え、しっかりとした水分補給も心がけているからか、体調を崩すことなくメン

会イベントなどで気分転換をしつつ、取り組んでいってもらえたらと思います。

カを割る順番決めはくじ引きで決定！第 1 回目は… ぐるぐるバットからの〜スイカ

バーさんの頑張りが数字にも表れていますね。ここでちょこっと裏話を紹介！ Ｎさん

をば〜〜ん！
！ 2 人目で見事ヒット！アスリートにも負けないミラクルヒットでした。

は自分でアイディアを考え、新作のシフォンケーキ・サンドウィッチ開発のために試

西川考案

新シフォン
絶賛販売中

目に見える成果
Visible Achievements

■Bakery Cafe LOAF 文 . 戸井田修一

『北海道の夏は涼しく過ごしやすい』なんて言われていたのはもう昔のことだ。と誰かが話しているのを聞いて「本当にその通りだ」と頷い
てしまうほど今年は暑かった。気温は連日 30℃越え、夜も 25℃を下回らないなんて日もあり、畑作業をしたすてっぷのメンバーさんは本
当によく頑張っていたと思います。疲れが抜けない日々を過ごした人達は多かったのではないでしょうか？日を追う毎に成長していく野菜
は休み明けなどには気づくと実がなっていたりと、2 〜 3 日目を離すと何か育っているなんてことがよくあります。トマトが赤くなってい
たり、スイカが大きくなっていたり「パッと見て分かる」とみんなも喜んでいました。成長が目に見えて分かると、何のためにその作業を
したのかが理解しやすいのだと思います。スイカ割りは見る側も楽しく、ちょっとしたイベントになったと思います。まさか自分たちの畑
で育てたスイカがこんなに大きく育つなんて…M さん達が手をかけて育ててくれたおかげですね ( 感謝 ) お店はというとトマトの収穫が始
まり、今年もトマトペースト、ジェノベーゼソース ( 真空・冷凍したもの ) を店頭で販売しております。「こんね」の野菜も毎週水曜日に販
売しています。暑さで食欲が出ないという時は採れたて野菜をたくさん食べるのはどうでしょう？これから徐々に涼しくなっていき「あっ
という間に年末です」なんて言う姿が思い浮かびます。まだまだできることもやることも沢山あるので、みんなで力を合わせて頑張ってい
きたいと思います！

たくさんの

ありがとうを
伝えたい
異動先からも
ありがとうございます

I Want To Say A Lot Of THANKS
7 月２７日、マルハン北見店から端野店に異
動になったとの報告も兼ねて、原田マネージ
ャー様が段ボールいっぱいのお菓子を届けて
くださいました。ちょうど夏休みに突入した
ばかりの時期で、放課後等デイのスタッフは
おやつの補充ができたと笑顔！笑顔！異動先
からもとむての森にお菓子を届けてくださる
原田様をはじめマルハン端野店のスタッフの
皆様、そしてお菓子を寄贈してくださる多く
のお客様、ありがとうございます。今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。

3 代目
ワンダーコア

8 月 9 日（月）利用者さんの保護者様からワ
ンダーコアの寄贈がありました。就労支援事

助かります！

8 月 6 日（金）、（株）日専連ニックコーポレ
ーション様より大量のポケットティッシュを

業所「すてっぷ」で活躍していた初代ワンダ

頂きました。いつも皆様に頂いていますボッ

ーコアは、毎日毎日利用者さんのために動い

クスティッシュは、各事業所に常備していて

てくれていたのですが、座面や背もたれ、バ

消費が激しいのですが、屋外活動等で支援す

ネや足元もボロボロの状態で寿命間近なとこ

るスタッフは携帯用にポケットティッシュを

ろでした。（2 代目はホームヘルプサービス

持ち歩くことが多く、これまでは個人負担で

事業所「どんぐり」で活躍中）そんな状況を

準備することが多かったのです。普段、ポケ

知っていたかのように 3 代目がやってきてく

ットティッシュを持ち歩いているスタッフか

れて、一番喜んだのは利用者さんよりもスタ

らは「こんなにたくさん・・・ホントに助か

ッフの方かもしれません。早速 3 代目ワンダ

ります」と、とても喜んでいました。（すぐ

ーコアで運動する S 原さん、S 石さん。良

に無くなってしまうんだそうです・・・）
（株）

かったね〜。そして「初代ワンダーコア」長

日専連ニックコーポレーション様

い間お疲れ様でした。

うございました。

ありがと

Rapid Progress

■放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」 文 . 田中豪樹
よく子ども達と話をしている中で、ジェネレーションギャップを感
じ地味にショックを受けているスタッフの田中です。新年度が始ま
って、あっという間に９月。気が付いたらもう半年が経過していて、
まるで一瞬でワープをしたかのようです。
それなのに子ども達は「い
ついつは○○をした」「××は出来るようになった」と出来事を教え
てくれます。話を聞いていると子ども達は日々成長していて同じと
ころには留まっておらず、どんなに小さくても確実に一歩を踏み出
しています。まさに「日進月歩」という言葉がぴったり！！「子ど
も達に教えられている」。ハッ！としてそんな気持ちになりました。

I Will
Work
With
A New
Feeling.

新 たな気 持ちで

日進月歩

ヘルプサービス事業所「どんぐり」
から生活介護サービス事業所「ほっ
ぷ」へ異動となりました髙橋治仁で
す。生活介護の利用者さんや保護者
さんの多くは以前から私の事を知っ
ているかと思いますが、この場をお
借りして改めてよろしくお願いしま
す。以前の担当では個別支援がメイ
ンでしたが、今度からは集団支援が
中心となります。何人かの利用者さ
んの支援を同時に行っていく事が以
前との大きな違いになってきます。

自分は何が出来るのか？取り敢えずリストアップをするところから
頑張ってみようと思います。

皆様、こんにちは。この度、ホーム

気分一新、新たな気持ちで他の支援
■生活支援事業所「ほっぷ」
文 . 高橋治仁

員とも連携を取りながら、早く皆様
のお役に立てる様になりたいと思っ
ています。未熟な部分が大変多いで
すが、利用者の皆様、保護者の皆様、

COOPERATION

一致団結

■日中一時支援事業所「つくしんぼ」
文 . 豊嶋泰輔

ここ何回か続いている日中一時支援事業所「つくしんぼ」の利用者さん特集。まだまだ続きます！
今回は、番外編として放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」の利用者さんを特集します。と
いうのも、長期休暇の午前中は「ぽっくる」の子どもたちが日中一時支援サービスを利用して主
にしゅんこうハウスで過ごすからです。なので、春休み・夏休み・冬休みになると、しゅんこうハ
ウスも活気で溢れます。子どもたちの過ごし方は、横になって午後の活動に向けて体力を温存し
たり、学校の宿題に励んだり、テーブルゲームや工作に熱中したりとさまざまです。以前にも書
きましたが、簡単なお掃除やお手伝いもしてくれてスタッフも大変助かっています。また、午後
の活動でお料理がある時には、その下準備を午前中から行うこともあります。この時に大事なの
がみんなで協力して一つのことをやるという「一致団結」です。この夏休み中もデリバリーで同
じ放課後等デイサービス事業所「のーむ」のほくおうハウスにパフェをお届けしました。
「のーむ」
の子らも大喜びで「ぽっくる」のお兄さんお姉さんたちの活躍を間近で見られるいい機会となりま
した。一致団結して作り上げる過程と、結果としての成功体験を積み重ねて「ぽっくる」の子たち
はこれからもどんどん大きく成長することと思います。 彼らに関わるいちスタッフとして、今後
のさらなる活躍に期待しています！

重ね重ねよろしくお願いいたします。

学びも
感動も
たくさん

Lots Of
Learning
And
Excitement
■放課後等デイサービス事業所「のーむ」 文 . 矢作裕子

新年度がスタートしてから早いもので半年が経ちました。4 月の入学式から始まり、季節は春・
夏を経て秋へと移り変わろうとしています。秋と言えば「実りの秋」
「スポーツの秋」
「読書の秋」
といいます。
（個人的には、夏が好きですが …）一年の中で最も過ごしやすい季節は秋なので、秋
が好きな方も多いのではないでしょうか？さて、私もこの 4 月から「のーむ」に異動となり、新
たに覚えることが沢山ありました。子供たちもスタッフの名前を覚えたり、環境の変化に慣れる
までは大変だったと思います。この半年で身長が伸びた子も多いですが、心の成長をした子供も

夏ノ暑サニモ負ケヌ

Not Losing
To The
■放課後等デイサービス事業所「にんぐる」文 . 寺澤絵奈 Summer's Heat

たくさんいます。おもちゃの貸し借りができなかった子が貸してあげられるようになったり、決
まったスタッフと一緒じ
ゃないとトイレに行けな
かった子が新入りの私と
もトイレに行けるように

今年の猛暑…昼間の暑さも辛かったですが、夜になっても気温が下がらず本当
に暑かったですね…こうえんハウス内もエアコン２台をフル稼働していました
が、換気のために窓を開けると熱風が入ってあっという間に室温も上がり、今
年は扇風機も出して対応しました。保護者の方からたくさんのアイスの差し入
れがあり、おやつにアイスを出す事も多く子ども達は嬉しそうに食べていまし
た！早いもので９月…今年度も折り返しの時期を迎えました。この半年…時間
が経つのが本当に早かったです‼（毎年言っていますが…）暑さにもコロナの影
響にも負けない子ども達のパワー、本当にうらやましいです（笑）秋と言えば
食欲の秋♪

芸術の秋♪

スポーツの秋♪

秋のイベントを楽しんでいきたいと思います‼

読書の秋♪子ども達と一緒に、

なりました。
また、スタッフの名前が
言えず「先生」と呼んで
いた子が、スタッフの名
前で「○○さん」と呼べ
るようになった事はすご
い成長ですし、とっても
嬉しかったです。これか
らも子供たちに寄り添う
支援をしながら成長を見
届けたいと思います。

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 -

（2021/07/16 ~ 08/15 現在）

●馬渕由美 様

●宮林幸子 様

●西川涼太 様

●辻 秀基 様

●千葉真弘 様

●高橋朋幹 様

●亀田祐美子 様

●中村洋子 様

●三輪久美子 様

●加川晶子 様

・ アルミ缶、トイレットペーパー

・アルミ缶

・ アルミ缶、ジュース

・ タオル

・ ティッシュペーパー

https://youtu.be/vTmW2Sawn2k

・ ティッシュペーパー

・ アルミ缶

・ メロン

・ アルミ缶

●蛯子克代 様

＜正職員登用の実績＞
2 名（過去 3 年間）

●石川香菜 様

・ トイレットペーパー

ハローワーク

障がい児（者）
支援スタッフ

・ アイス

ID : 01050 - 02096011

・ チューペット

●柴山ひみ子 様

●茗荷昭子 様

●瀬口春華 様

●黒野秀樹 様

●マルハン端野店 様

●河原美香 様

・ アルミ缶

＜業務内容＞

・ アルミ缶、牛乳パック

・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

・ 筆記用具、お菓子

・ トイレットペーパー、アルミ缶

・ お菓子

・ アルミ缶

●シバヤマ電器 様

＜給与＞

●大橋 馨 様

＜休日＞

●安藤初男 様

●
（株）
日専連ニックコーポレーション 様

・ 野菜、スイカ

・ ポケットティッシュ

＜対象＞

＜待遇＞

●斎藤勝義 様

●布田みゆき 様

・ コーヒー詰め合わせ

・ トイレットペーパー

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・ 野菜

●水上江美 様

●佐藤志津 様

・ ワンダーコア

・ 令和３年度 会員（議決権なし / 寄付金あり）

●高田涼子 様

・高卒以上
・４４歳以下

＜その他＞

160,500〜200,000 円

＜就業場所＞

北見市内（北央町、公園町、寿町）

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

（介護福祉士、保育士等 優遇）
・普通自動車運転免許

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

●木間靖史 様

・ おもちゃ

・ 令和３年度 賛助会員

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
ワクチン接種も進んでいますが、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、北見市内の福祉事業者を対象に定期

就労支援事業所「すてっぷ」より

本部事務局より

的に実施されている PCR 検査で、7 月に実施された検査でも、とむ

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

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

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。

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」

