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季節は秋になりました︒緊急事態宣
言の影響で地域経済も停滞していま
すが︑オホーツクでも北見市内を中
心に未だ油断ならない状況にありま
す︒引き続き感染防止対策を進めて
参りましょう︒とむての森でも飲食
部門や福祉サービス部門など各部門
でマスク着用の徹底や手指消毒など
の防止対策を徹底しています︒引き
続きのご協力をよろしくお願い致し
ます︒なお︑とむての森では今回も
スタッフの労により感染防止対応を
進めることができている状況を鑑み︑
その労に報いながら福利厚生として
地域経済に貢献できる対応をすすめ
ています︒今回は焼肉セットかお菓
子のセットを選べるようにして対応
させていただきました︒地域に貢献
する事を意識しながら活動を重ねて
参りますので︑引き続きのご理解と
ご協力をよろしくお願い致します︒

特定非営利活動法人とむての森
代表理事 平賀貴幸

PHOTOGRAPHER
放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」
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よろしく
お願いします。

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」
文：差波敏彦

Working

Shoping

9 月 1 日付で「どんぐり」へ異動になりました差波（さしなみ）です。ご存知の方も、はじめま
しての方もよろしくお願いいたします。今までは放課後等デイサービス事業所「のーむ」で支援
をしていましたが、今度はホームヘルプサービス事業所「どんぐり」の支援をすることになり、
支援方法や業務内容も変わるので至らない所が多々あると思いますが、早く慣れるように日々の
仕事を頑張っていきたいと思います。さて「どんぐり」の利用者さんですが、暑さにも負けず運

Cleaning

動や軽作業等、体調を崩すことなく頑張っています。まだまだ油断のならない新型コロナウィル
スや冬のインフルエンザ等、日々の感染予防の努力を決して怠らず、利用者さんの健康な日々を
勝ち取っていけるよう、支援していきたいと思います。

Nothing Beats Food

食に勝る
ものは無し
みんなの畑 こんね

文：佐藤千鶴子

暑かった夏が終わり、北海道は一気に秋です。朝

人参に大根など、秋野菜の収穫が徐々に終わり、

の気温が下がり、霜が降りることもあるなど、朝

片付け作業に追われています。収穫の終わったキ

晩と日中の気温差で体の負担が大きくなりやすい

ュウリやナスを抜いたり、抜いたものをハサミで

季節です。大型の台風が北海道にも接近・上陸し、 細かく切ったり、切ったものを運んだり、使った
暴風や大雨による被害がここ数年は起きていま

道具をきれいにしたり、それぞれができる事に積

す。こんねの畑では 9 月に入りやっと枝豆の収

極的に取り組んでいます。頑張った後はご褒美に

穫が始まりました。トウモロコシの２回目の収穫

ミニトマトをパクリ。一個。もう一個。と手がと

も始まりました。いつもなら 8 月のお盆時期か

まりません。みんなミニトマトが大好きです。ミ

ら収穫が始まる枝豆とトウモロコシ。雨不足の影

ニトマトの為に頑張るメンバーも！(笑 )

響からか収穫が遅れ気味でした。でも、今年の豆

くなり作業もはかどります。ただこの時期は「女

とトウモロコシはあまーーーい！
！（実は小さめ

心と秋の空」という言葉があるくらい、天気がコ

ですが…）これも雨が少ないからか、今年の天気

ロコロ変わります。天気が気になるメンバーもい

が影響しているのかは分かりませんが…。でも種

るので、天気予報をこまめにチェックし、急に変

は毎年同じもの。場所も一緒。なぜなのか？？理

わる天気にすぐに対応できるようにしています。

由はどうであれ美味しいから良いんです。毎週金

外での活動ももう少し…。メンバーと一緒に笑顔

曜日に開催している野菜販売でもトウモロコシは

で楽しみながら最後の片付け作業を頑張りたいと

一番人気です。毎週足を運んでくださる方もいま

思います。野菜販売ですが、今年は 10 月中旬頃

す。ありがたいです。本当にありがとうございま

まで行う予定です。どうぞ宜しくお願い致します。

す。この時期のこんねメンバーは、芋にかぼちゃ、

涼し

I'm Not Good At
Catching WORDS.

キャッチボールは
苦手です。

移動支援事業所「とろっこ」 文：山川圭一

９月に再び「緊急事態宣言」が出され、市内の公共施設、カラオケ店が
休館や休業をしてしまいましたが、利用者さんは前回よりもすんなりと
支援の中止を受け入れたり、代替支援を利用したりと変わりなく活動す
ることが出来ています。さて今回はちょっとした雑談を。いままで多く
の利用者さんの支援をさせていただきましたが、ほとんどの方が声掛け・
ジェスチャー等の簡単な方法で、問題なく運動や余暇を楽しんでいます。
その中で『店員さんとのやり取りって、意外と難しいんだなー』と思う
ことがあります。例えばスーパーやコンビニでは、商品を選びレジに置
き支払いは出来ますが、店員さんに「ポイントカードはありますか？」
「レジ袋はご利用になりますか？」などの問いかけに「・・・。」と無言
になったり、カラオケ店など、受付で「何時に予約した〇〇です。」「２
時間で。」「歌い放題で。」と、歌う時間やプランなど言うことが決まっ
ている場合は伝えられますが、店舗によって「マイクカバーはご使用に
なられますか？」「コップはいくつご使用ですか？」などイレギュラー
な内容を聞き返された時に、答えられなかったりスタッフの顔を見つめ
てきたりと。言葉を一方向で伝えることは出来ても、聞き返されるなど
の双方向になると急に出来なくなることがあり、個人的にもですが、改
めて『人との会話って難しいなー』と思った今日この頃でした ( 笑 )

つ ぶ やき
放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」

田中豪樹
たなかは

がお話しします。

つぶやいた

PCR 検査について
感染拡大は収まることなく、オホーツク管内も毎
日感染者の報告があり、自粛の疲弊感も増すばか
りですね。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的

先月の田中ちえみからバトンを渡された田中豪樹です。自分は、最近ハマっていることをご紹

に実施されている PCR検査で、
８月に実施された

介したいと思います。それは、ドラクエウォークというアプリゲームです。有名なＲＰＧゲー

検査でも、とむての森は全スタッフの陰性が確認

ムのドラゴンクエストと万歩計が一緒になったモノで自分が指定した場所を洞窟や村、お城と
して設定し、実際その場所まで歩いてストーリーを進めたり、アイテムを取ったり、途中でモ

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。

ンスターを倒したり、仲間にしたりします。（これが面白いんです）しかも、先に進むには歩く
しかない為、私は自然と毎日夜な夜なウォーキングをしています。（ウォークモードといって、
歩いている際は画面を見なくても遊べます）万歩計としても優秀で歩数や距離、カロリーや安

とむての森

スタッフワクチン接種について

北見市内でもコロナの感染拡大が続いていますが
、とむての森ではワクチン接種を希望するスタッ

静時代謝など全部測ってくれるので便利。元々は同じ児童課スタッフの小栗さんから、徒歩出

フに対し、接種予約の取りまとめや勤務シフトの

勤ならと勧められて大ハマり！自分の他にも複数のスタッフが同じアプリで遊んでいます。自

調整を行ってきました。結果、９月末時点でスタ

分が把握しているだけで 6 人程、、、それだけ面白いです。コロナ禍で家に籠る事が多くなりが

ッフの86％が 2回目のワクチン接種を終了してい

ちなこの時期、皆さんもぜひ楽しみながら歩いてみてはいかがでしょうか。

次回は、
ベーカリーカフェ LOAF の戸井田修一さんです。

ることをご報告いたします。（未接種者 14％のう
ちアレルギー等で接種不可、服薬で自己対策者含）
ワクチン接種後も、引き続き感染防止の徹底を続
けてまいります。

Introducing
「のーむ」を
The
ご紹介します。 GNOME.
日中一時支援事業所「つくしんぼ」
文：豊嶋泰輔

つくしんぼスタッフが「つくしんぼ」と併用して利用されて
いる事業所を紹介「のーむ特集」
今回は何を特集しようかと悩みましたが、児童課スタッフ
の中では特に色々な事業所に行く機会が多い私から見た各
事業所の様子を数回に分けて書いてみようと思います。ま

Autumn Of Sports

ず私は日中一時支援事業所「つくしんぼ」と放課後等デイ

スポーツの秋

サービス事業所「のーむ」を兼務しているので「のーむ」か

放課後等デイサービス事業所「にんぐる」
文：小貫美洋

らご紹介します。主に北央町にあるほくおうハウスで過ご
しています。 今現在はコロナ禍でなかなか外活動がしづら

猛暑の夏が終わり、涼しい季節になりました。

い状況ではありますが、過去には『おつかいに行こう』
『北網

秋といえば美味しい食べ物がたくさんある、落ち

圏に行こう』など、お店や公共施設にも集団活動の一環とし

着いて読書を楽しめる等がありますが、運動をし

て行きました。また近年は生活支援事業所「ほっぷ」の協

やすい時期でもあります。北見に引っ越してきて

力のもと、畑の収穫や花壇の世話も活動に取り入れていま

から全然運動をしていないので、これからウォー

す。利用者さんは体を動かすことが大好きなので、外に出

キングを始めたいと考えています。（考えるだけ

るといつもいきいきとして活気のある様子です。
（なのでス

で終わるかもしれませんが・・・笑）7月から「にん

タッフも元気で負けないように頑張らねば…。）さらに『工

ぐる」で働きだし、子ども達とも仲良くなれてき

作』
や
『描いて遊ぼう』などの室内活動も毎月行っています。

ましたので、日々楽しく過ごさせてもらっていま

最近の良い変化として、参加する利用者さんの座る姿勢が

す。10月は身体を動かす活動を多く予定している

良くなりました。集中力もアップして、完成までやり遂げ

ので、子ども達の元気の良さにこちらも元気をも

る姿が素敵です。引き続きその調子で頑張りましょう！ス

らい一緒に楽しく頑張っていきたいと思います。

タッフも楽しい活動が一緒に出来るように工夫をこらして
頑張ります！次回は放課後等デイサービス事業所
「にんぐる」
をご紹介します。お楽しみに！

Towards The Future
Step By Step

未来に向かって
一歩ずつ

放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」
文：成田加奈絵

食欲の秋とは今時期の事を言うのでしょうか。
「食べる」と
言えば「ぽっくる」では、飲食店への就職を目指す子供た
ちのトレーニングとして「調理活動」を行っています。「調

Fruitful Autumn

実りの秋

放課後等デイサービス事業所「のーむ」
文：矢作裕子

理」と言っても「作る⇒食べる」だけではなく「手洗い・

秋は１年の中でも、１番過ごしやすい季節です。そして、楽しみがいっぱいの時期とも言えますね！今年の夏は、気温３０度越えが連日続い

計量・ゴミ分別・食中毒について」等、知識も多く勉強し

たり、雨が全然降らない等といった北海道とは思えない夏でして、自然に関わる職業の皆さんは、大変ご苦労された事と思います。季節は夏

ています。子ども達は苦手な座学の学習も、細かく指導さ

から秋へと移り変わり、植物や農作物も大きく成長し、収穫を迎えています。「のーむ」では、
７月の初めに生活支援事業所「ほっぷ」の利用

れる手洗い練習も笑顔（苦笑）で頑張っています。でもや

者さんと、スタッフとの協働で、「マリーゴールド」と「アサガオ」を植えました。その後は、「のーむ」の子供たちが、活動の中や自由時間

っぱり「食べる
（試食）」の時間は子供たちの笑顔がキラキ

に「水やり」のお手伝いをしたり「こんねの畑」では「のーむの畑」があり、こちらも活動の一環として「ミニトマト」のお世話をし、「雑草

ラ輝いています。
「座学の時も、そのくらいの笑顔とやる気

抜き」や「水やり」のお仕事を頑張って行いました。お陰様で、お花やミニトマトもすくすくと成長し、ミニトマトは、子供たちに何度も収

が欲しいな・・・（笑）」と思いながらも、年がら年中「食欲の

穫の経験をしていただき、持ち帰ってもらいました。山もますます紅葉が深まりますし、もう少し秋を楽しみながら、子供たちと共に自然を

秋」の子ども達と今日も未来へ近づく活動に取り組みます。

感じたいと思います。

Autumn Of Appetite
Is Also Good, But ...

アンパンの餡を計量中

食欲の秋も良いけれど…。
ベーカリーカフェ

イヌイさん

ローフ 文：佐藤美保

朝晩すっかり涼しくなり、「冬」が頭を過る季節ですね。緊急事態宣言発出、延長と、なかなか
収まらないコロナ。北見でもあちこちで感染者が出たと言われている中、メンバーさんやそのご
家族が誰も感染せずにいるということは、各ご家庭や個人個人の、普段からの感染予防のおかげ
だと思います。ワクチン接種も進んできてはいますが、感染しないわけではないので引き続き感
染予防対策をしていきましょう。夏はキッチンの中も暑いのですが畑作業も暑かったです。ハウ
スでのトマト収穫もやっと涼しく作業しやすくなりました。休憩、水分補給とこまめにとり頑張
っています。メンバーさんの中にコーラ等の炭酸飲料を持ってきている人がいるのですが・・・
ぬるくなってしまう炭酸に「おいしいの？？」と、びっくり (*̲*;

冷たい飲み物等を摂り過ぎて

お腹を壊しちゃったメンバーさんもいましたが、食べ物もおいしくなる季節。何でも『過ぎ』は
良くないといわれます。もう少し食べたい感じが丁度いいかもしれませんよ。ちょっとお腹が出
てきているメンバーさんで、トマトの収穫の時、下の方の赤くなったトマトの採り残しがあるん
です。たぶん…しゃがんで採るのがきついのかなと (・̲・;)

頑張っているのはもちろんわかり

ますが、まだ採れるはずなのです‼わかってます。ダイエットなんてそんなに簡単なことじゃな
いです。私も若い頃何度も挑戦し挫折しました。ただ、健康の為にもう一度お腹周りを見直すき
っかけになればと思い書いてみました。ローフではテイクアウトやサンドイッチ等も並んでいま
す。メンバーさんが盛り付けたお弁当や、考えて作ったサンドイッチが人気です。電話でご注文
していただけるとお引き渡しもスムーズかと思いますのでよろしくお願いいたします。

NEXT YEAR

来年は

就労支援事業所「すてっぷ」
文：佐藤麻理恵

メロンパンを成形中
マユズミさん

一回目のスイカ割りですぐにスイカが割れてしまい「みんなが楽しむ前にスイカが無くなってし
まう！」と焦ったスタッフにより、二回目からスイカ割りの棒が新聞紙製となりました。それで
もみんなで叩くとヒビが入り、パカッと割れ、おいしくいただくことができています。スイカ割
り三回目で挑戦者が一周し、無事終了となりました。畑のスイカは、スイカ割りが終了しても２
個残り、切ってお昼に出してみましたが、皆さん飽きてしまった様子。「いらな〜い」と聞こえ
てしまいました。「来年はメロンですか？」と T さん。メロンは皆さん好きですよね。来年の畑
の片隅は、楽しみに繋がるようにさつまいもを育てて、芋ほり・焼き芋・・・なんてことはダメ
でしょうか？トマトの収穫も進み、きれいな丸いトマトだけでなく面白トマトもよく採れます。
「天狗」「くちばし」「でべそ」各々が名前を付けながら収穫を行なっています。畑作業が終わる
まであと少し、面白トマトとの出会いもあと少し。来年の畑でも出会えることを楽しみに頑張っ
ていきたいです。毎年恒例「秋と言えば・・・？」の時期にもなりました。「運動」「食欲」「芸術」
など、様々な秋がありますが、今年すてっぷで一番多かったのは『食欲の秋』でした。昨年は「ス
ポーツ」「芸術」に負けてしまった「食欲」が、また戻って来たんだなぁ〜と思うと同時に、コ
ロナ禍で楽しみが減ってしまったせいなのでは？と、今後のメンバーの体重に一抹の不安もよぎ
る秋の日でした。

ミニメロンパンを
作りました。

ミニまめパンを
作りました。
タカハシさん

コクボさん

シフォンを
作りました。

北見日赤の
売店で販売
しています。

ローフで販売
しています。

ムライさん

コザキさん

ナリタさん

MEAL STORY

食のはなし
生活支援事業所「ほっぷ」
文：浅野正樹

●芸術の秋

コロナ禍において最も縁遠い秋、コンサート、美術館へ出かけたくても地方に行けず。

●収穫の秋

物にもよりますがおおむね安定しているとか、季節を感じるデザート、差し入れに舌鼓。給食

メニューをはじめ、色々な場面で海、山、畑の新鮮な食材を使った料理、これだけはコロナ禍以前と変わら
ない、今は有事というけれど助け合いもあり、食べられない心配は無い。

●食欲の秋

楽しみがない分、

食べ過ぎる心配はある。食品ロスも考える。記憶の片隅にいつもある言葉。ごはん茶碗に米粒が５、
６粒ついたまま放っておくと（好物のおかずの 1 口を最後
の最後に食べる子供でした）「御飯まだ残っているぞ？」『ちょっとでしょ』「じゃあ、今から 1 粒でいいから造ってみろ」。遠い昔、珍しく食卓を囲んだ、戦前
に生まれ農業もしていた家に生まれ育った父親との会話。成人期は給食を好き嫌い抜きに完食できても、順番、食べ方に影響が出てくる。よく３０回以上噛む
と効果ありと聞くが、毎度３０噛みしなくても最初に３０回こなすことにより唾液が胃に流れ込み消化効果が上がるとのこと、それを野菜で行えば便通改善に
もつながる。

●つるべ落とし

今年の猛暑の中、運動（散歩に本格的なウォーキングと個人差あり）がどうしても食後すぐに出来ず夕方にずらしたり、大

型商業施設まで車で出向き、短時間行うしか無かった頃に比べるといい季節となった。食べたら動けばいい、動きたくなければ食べ物を減らす、糖質制限をす
るしかない。成人病や肥満の防止は食後の運動に限る。昼食後は利用者さんもスタッフも頑張っています。晩御飯後を習慣にできれば、素晴らしいと思います。

今年 5 月、2 回目の「緊急事態宣言」発出の時期に、スタッフへの慰労を込め
て焼肉セットを配布したのですが、その際に代表よりスタッフへ 「
“ お肉の美味
しさとコロナ禍でお店を応援すること」についての文章” を募集しました。一
部のスタッフが応募してくれたのですが、この度代表より審査結果発表があり
ました。最優秀「網走産の海産物」・2 位「網走産ご飯のお供」・3 位「網走のお
菓子」と、それぞれに代表のポケットマネーで賞品が贈られました。コロナ禍
で疲弊する毎日ですが、賞品を手にした笑顔のスタッフに（マスクの下は笑顔）
ほっこりしたひと時でした。

右より、
最優秀

児童スタッフ 木村「網走産の海産物」

２

位

成人スタッフ 高橋「網走産ご飯のお供」

３

位

児童スタッフ 矢作「網走のお菓子」

SHOWROOM
EXHIBITION #04

いっぱい並べた〜い展
馬渕祐輝 (studio BREMEN)

2021 / 09 ~ 2021 / 12
乾 夏樹
上村隆輔
小崎 祥
田中 楓

千葉真弘
藤岡龍義
黛 和弥

in 富士温泉（標茶町）
DIRECTED by BASH（ボーダレスアートサポート北海道）

（株）北見タイル商会
北海道北見市北4 条東 8-1-1
TEL 0157-23-5166
平
日 AM10:00 ~ PM6:00
土日祝日 AM10:00 ~ PM5:00

next exhibition

2021 / 10 (october)
（ニセコ）

