代表理事

平賀貴幸

日頃より、とむての森の活動にご理解とご協力を賜り、厚

厚生を可能な限り充実させると共に予算の範囲内での慰労

く御礼申し上げます。ありがとうございます。新型コロナ

対応などにも取り組むことで、職員の意欲の維持や向上に

ウイルス感染症の影響は長期に渡り、北見市を含めてオ

少しでも繋がればと考えております。どうか顔を合わせた

ホーツク圏でも厳しい状況が続いています。当法人でも職

際には、職員への励ましの言葉を含めたご指導ご鞭撻など

員及びその家族の感染や、ご利用者さまの感染が発生して

いただければ幸いです。また、退職された職員もあること

おりますが、濃厚接触者に該当する状況ではないことや、

から現在、常勤職員を募集すると共に、パート職員の募集

抗原定性検査の積極的な実施を行うことなどで感染拡大を

も進めております。「人財」と私たちは表現するほど、障

防ぎながらのサービス提供を続けております。今後も対応

がいのある方に寄り添った福祉サービスの継続と地域生活

を強化しながら感染防止対策に取り組みつつのサービス提

の維持を図るために職員の増強とレベルアップは欠かせま

供を続けて参りますので、ご理解とご協力を重ねてお願い

せん。

申し上げます。なお、この状況下でサービス提供にあたる

お心当たりのある方がいらっしゃいましたら是非ともご紹

職員の心労も慮る必要があると考えておりますので、福利

介をいただきますよう併せてお願い申し上げます。
求人広告は 07 ページを CHECK➡

移動支援の担当となり、早３ヶ月が経とうとしています。その中でも私
は支援でプールや温泉などに行く機会が多くあり、週の大半は水に浸か
っていることに気づきました！これからの季節はますます暑くなるの
で、プールや温泉は気持ちがいいものですが、のぼせたり、発汗による
水分不足にならないように気をつけて支援にあたりたいと思います。プ
ールではウォーキングを中心に行い、なかには自由遊泳コースで 30 分
ほど連続して泳ぐ利用者さんもいます。私も続いて泳ぎますが、付いて
いくのがやっとです…。温泉は利用者さんによって洗うペースや入浴の
順番などが違ったり、上がった後の過ごし方もそれぞれなのが面白いで
す。今回の写真はそれにちなんで「お風呂上がりのおいしい１杯」です！
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでし
ょうか。さて、突然ですが皆さんは「や
っと〇〇・・・」と思う事が度々あると
思います。私事ではありますが、最近の
私が思う「やっと」をこの場を借りて書
かせてもらいます。
これを書いているのは、5 月の中旬です。
皆さんのお手元に会報が届くのは 6 月
中旬ごろになると思います。時期が少し
ずれているのはご容赦下さい。
やはり「やっと春が来た」です。北海道
に住んでいる皆さんも毎年思い、首を長
くして春の到来を待っておられたと思い
ます。そして桜の開花でなんだかワクワ
ク気分になってしまいます。
次に「やっと少し慣れた」です。昨年 8
月より、生活支援事業所「ほっぷ」なみ
きハウスに異動となり、色々なことが変
わって大変でした。そんな中でも利用者
さんや、周りのスタッフに助けられ、支
援や他作業の回し方にも慣れてきまし
た。それでもまだまだゆとりはありませ
ん。でも、そのうちに「やっと、ゆとり
が持てる様になった」と早く言えるよう
になりたいです。恥ずかしい話で申し訳
ありせん。

I Hope To Continue To Enjoy It.
Finally Arrived!

これからも愉しみたい
“やっと○○”

生活支援事業所「ほっぷ」 文：髙橋治仁

まっていきます。こんな光景を見ると、今年も本

慣れてきたようで今日は○○するよ！と事前に伝

格的に始まる！と自分の中でギアが上がります。

えておくだけでスムーズに作業に入ることができ

こんねの畑ではハウスの中だけではなく、外に直

ています。種まきやポットの土入れはほぼ声掛け

接種まきをしたり、定植作業を行っています。で

なしで任せておける作業の一つです。先日はマル

も 5 月に入っても今年は風の強い日が続き、せっ

チを張りきゅうりの定植作業を行いましたが、ス

かく植え付けした苗が折れたり、苗ごと飛ばされ

タッフの行動をジーっと見つめ、興味がある様子。

毎年 5 月連休に桜が満開になるオホーツク。今年

たりと風の影響をうけました。雨も今年は少なめ

初めてのマルチ張りも一緒に行い、マルチの穴あ

は 4 月下旬頃から桜が咲き始め、やっと春らしく

…。風が吹くと土も乾き、水をやってもやっても

け作業や肥料まきにも挑戦しています！真剣に取

なって来たな。と思っていたら雨や強風の日が続

すぐに乾いてしまうため、種まきしても芽がなか

り組み、終わった時の満足そうな顔は最高です。

き、ゆっくり花見をすることもなくあっという間

なか出てこない状態に…。今年はどうなってしま

たくさん褒めてあげたいと思います。６月に入る

に葉桜に…。何だか北海道の春が年々短くなって

うのかと少し心配になりますが、そこはもう自然

と気温がどんどん上昇します。特にハウスの中は

いるような気がします。雪が融け、土が乾きだす

に任せるしかありません。自然と共に。こんねメ

40℃を超えることもあります。暑さには弱いメ

と近隣の農家さんの畑では朝早くからトラクター

ンバーと共に。楽しみながら作業を進めていきた

ンバーが多いので、その日の気温や体調をみて日

が動きだします。玉ねぎの植え付けから始まり、

いと思います。そんなこんねメンバーは毎日元気

陰で作業をする、冷たいタオルを首に巻くなど暑

ビートにジャガイモにと次々に畑がきれいに埋

いっぱいで作業しています。畑作業にもずいぶん

さ対策をしっかり行っていきたいと思います。

Undeterred By The Wind.
Undeterred By The Heat.

風にも負けず。
暑さにも負けず。
みんなの畑

こんね 文：佐藤千鶴子

Enjoy Life.

人生を楽しく。

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」
文：鹿野杏介

こんにちわわわわ！あなたの鹿野です！まず第一に、先月
号の答えは「４つ」でした！何のことか分からない人は先
月号を見てね。さて皆さん、いちばんロックって歌は知っ
ていますか？ポンキッキ世代の人は知っているかな？その
歌で『6 月！ いちばん雨が降る〜、だ〜からいちばん だ
からいちばんつ・ま・ら・な・い 月〜』と言われている６
月です。なぜか祝日が 1 日もなく、グーグルで行事を検索
してみても、梅雨入りとかしかない 6 月です。ろくなイベ
ントがないですね、、、６月の数少ない明るいイベントに、
ジューンブライドがありますね！６月に結婚すると幸せに
なれるという言い伝えです。6 月に式を挙げなくても、籍
を入れるのが間に合えばセーフだそうです。また、北海道
はそうでもないですが、梅雨時で雨が多い時期なので、結
婚式の時の雨は、二人の一生分の涙を神様が代わりに流し
てくれると、スーパーポジティブに考えるそうです。なん
でもポジティブに捉えることは、人生を楽しく乗り切るの
に大切ですね。さて、今回鹿野は何回「6」と言ったでしょ
う？答えは来月号で！

If You Give Up,
That's Where...

諦めたらそこで…
就労支援事業所「すてっぷ」
文：荒谷晴日

4 月末から、待ちに待った今年度の畑作業が始動
いたしました。雪解けが始まった頃あたりから「畑
作業始まるの楽しみですね！」と言う声があちら
こちらから聞こえていました。まだまだ収穫まで
は時間が掛かりますが、メンバーさんが作った甘
〜いトマトや新鮮野菜を今年も楽しみにしていて
ください。（畑担当スタッフは時に腰を痛めなが
ら、時 に 息 を 切 ら し な が ら や っ て い る と の こ
と・・・）さて、ゴールデンウイークでは例年と
同様、事業所を休業とさせて頂きました。生憎ど
んよりとした天候に加えてこのご時世もあり、
中々外出することも難しかったと思いますが、日
頃の疲れを休めることが出来たでしょうか。連休
明けのメンバーさんからの挨拶で心に残っている
ことがあります。それは・・・
「髪切ったよ！！！」
でした。「とても似合っているね！！」と返答し
ましたが、そんな日常会話も微笑ましいこの頃で
す。作業では、パン外販もコロナ対策を施しなが
ら営業を再開することが出来ました。車に乗って
外出するのが楽しいのか人気の作業の一つです。
その他に、サンドウィッチ製造やパン成型を中心
に取り組まれています。毎日ローフ店舗で販売し
ているサンドウィッチ類、
「こしあんパン」や「ク
リームパン」等の菓子パンはほとんどメンバーさ
んが作っている物になりますが、失敗をしてしま
いお店で販売出来ない物も中にはあります。同じ
失敗を繰り返さないように日々の積み重ねが大切
になってきますので諦めずに取り組んでいっても
らえたらと思っています。諦めたらそこで終わっ
てしまうのです。また、今年度も外出をするイベ
ントは自粛しなければならない状況ではあります
が、昨年度に引き続き DVD 鑑賞会は実施したい
と思っていますので是非ご参加ください。

エアロビクスをすると﹁オネエになるコザキさん﹂と﹁五木

ひろしになるナリタさん﹂︑﹁力み過ぎのニシカワさん﹂

⏩

A Word Of "THANK YOU”

“ありがとう”という言葉
ベーカリーカフェ LOAF 文：佐藤美保

今年のゴールデンウイークは久しぶりに制限のない休みでしたが、

に伝えていました。レジでその会話を聞いて、泣きそうになっちゃ

皆さんはどう過ごされましたか？私はまだ警戒してお出かけはせ

いました（我慢したけど）。ありがとうの言葉じゃなくても親への

ず普段と変わりのない休みでした

感謝の気持ちがわかりました。たまに、誰かに何かをしてもらっ

😥先月は「母の日」今月は「父

の日」があります。昨年同様「母の日」「父の日」は合同で感謝の

ても「ありがとう」と言わないメンバーさんを見ます。恥ずかし

気持ちと共にコーヒーメーカーを渡しました。歳をとっているの

くて言えないのかもしれません。でも「ありがとう」と言われて

で、難しい機械なんてと思われないよう簡単に操作できるものを

嫌な気持ちになることってないですよね？「おはよう」
「おやすみ」

選びました。毎年何を贈ろうか考え悩みます。「何もいらないよ！

等の挨拶と同じに「ありがとう」も言えるといいですね。「ありが

お金使うんじゃない！」と怒られますが、そんな物じゃ足りない

とう」は伝える人も伝えられた人もお互いが幸せになる言葉。ま

くらいこれまでしてもらっているので、元気で長生きして毎年悩

た感謝の気持ちを持つことで、物事が良い方向へ進みだすとも言

ませてもらいたいと思っています。…なんてことは口にはしませ

われているそうです。仲良く気持ちよくみんなでがんばっていき

んが『いつもありがとう』と伝えました あるメンバーさんは「昨

たいですね！

日休みのとき（母の日）カレー作りを手伝いました」と教えてく

〜…気が付いたら 10 年！メンバーさん、スタッフ、何よりご来

れました。
「でもやっぱり、遅くなったけどガトーショコラを作っ

店して頂いてるお客様、みなさんのおかげです。10 周年を記念

て渡したいので作って帰りに買いに来ます」と作り、帰りにお母

して、ご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて、限定

さんと来店。「カレー作りだけじゃ足りないと思って」とお母さん

パンや限定メニューを考えておりますのでお楽しみに！！

🙇

ローフは 7 月に 10 周年を迎えます。早いですね

つぶやき

My Mutter
放課後等デイサービス事業所「にんぐる」

矢作 裕子が お話しします。

つぶやきコーナーに初めて書かせて頂きます。犬が大好
きな矢作裕子です！この機会に私の事を知ってもらいた
いと思います。私は、津別町活汲 ( かっくみ ) と言う所で

る作業でした。そのような中でも、出面さん（働きに来
ている方）とお話をしながらの作業と「おやつの時間」
は楽しみでした。そんな私の子どもの頃の夢は「お母さ
んになる事」「自分で犬を飼う事」小さい子が大好きなの
で「保母さん」になる事でした。夢は、8 割位は達成で
きています！お母さんにはなれませんでしたが、犬のお
母さんにはなれました！お休みの日には犬（ナナ 9 歳女
の子）を車に乗せてお出かけします。コロナ禍前は札幌・
旭川・釧路・紋別方面への泊りや、ドライブに行くとき
はいつも一緒でした。職業は、保母さんにはなれません
でしたが、だいぶ遠回りはしたものの…今、児童デイの
子ども達の支援のお仕事をさせて頂いておりますので充

☺

実した日々を送っています 昨年は、大きな目標が 2 つ
程ありました。占いでは、努力次第で願いは叶う！でした。
1 つは達成する事ができました！もう 1 つは「介護福祉
士の国家試験に合格する」事でした。こちらは努力が足

😢

りず 4 点不足で不合格でした また猛勉強して来年 1 月
に再チャレンジし、絶対「合格」を目指します！！
NEXT...

身体も大きいけれど、スタッフの期待も大き
い大型新人 小貫美洋です。

I Am Overwhelmed By Many
Things On A Daily Basis.

日々、色んなことに
圧倒されています。
放課後等デイサービス事業所「のーむ」
文：山川圭一

デイサービスに異動してから、春休
み、ゴールデンウイークを乗り越え、
はやくも 6 月。子どもたちと習字や
脳トレ、体操やアイロンビーズなど
色々な活動をしています。初めて行
う活動も多く、みんなの方が上手に
出来たり、
「こうしたほうがいいよ？」
と教えてくれたりする子もいます

😆今後も活動を通してみんなと一緒
にいろいろ挑戦していきますね！い
まだに遅い下校時間で活動時間が短
い曜日は慌ただしく、わちゃわちゃ

😅

してまだ慣れませんが頑張ります

とむてに通う新１年生も段々とむて

で苗を抜いたり、束ねた苗を一輪車に乗せて運んだりす

にも慣れてきたころ︑送迎で新１年

機械で植えていました。ハウス内での作業はフォーク鍬

生の利用者さんと﹁ぽっくる﹂にも

んが、昔はテープの間に苗を挟めて大きなロールにして

来ている先輩の利用者さんが一緒に

の忙しさです。現在は機械化されていて人手はいりませ

乗った時の事︒先輩が﹁こんにちは﹂

畑へ定植をする作業で大忙しで、ネコの手も借りたい程

と挨拶をすると︑緊張と恥ずかしさ

で挨拶が出来ずにいた新１年生︒そ

作業です。この時期はハウスの中で育った玉ねぎの苗を

れでもかまわずに優しく声をかけ続

ニュースを見て羨ましいと思いながら、兄弟みんなで畑

けていました︒少しずつですが先輩

大嫌いでした。電車や飛行機に乗って旅行に行く方々の

の自覚とコミュニケーション能力が

月に終わったゴールデンウイークですが、子どもの頃は

身に着いてきている事に気づかされ

うき・雑巾がけ）は、毎日のルーティンでした。つい先

ま し た︒そ の 先 輩 も １ 年 生 の 時 は︑

とお願いされ（米は毎朝１升炊きます）茶の間の床掃除（ほ

スタッフに挨拶されてもコクリと頭

学校から帰ってくると母から「米○合研いで炊いといて」

をさげるのが精一杯で﹁挨拶どころ

の 8 人家族で育ちました。小学校 4 年生くらいからは、

かお話もうまく出来なかった﹂と話

😅

ん 玉ねぎ農家でして、両親・兄・私・弟・妹・祖父母

し て い ま し た︒

育ち、山と川と畑しか無いと言っても過言ではありませ

When You Get
Used To It

慣れてきた頃
放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」
文：田中豪樹

GRATITUDE

感 謝

放課後等デイサービス事業所「にんぐる」
文：矢作裕子

２０２２年が明けて早いもので半年が経ち
ます︒今年は雪解けが進み︑春になるのが
早かったので︑ありがたい事に暖かくなる
のも早く４月下旬には桜 が咲きました
‼

子ども達は大喜び

﹂と幸せそ

ニコニコ笑顔で食

の 寄 贈 が・・・あ り が と う ご ざ い ま し た

測しました︒そこで保護者様から﹁アイス﹂

ね！５月上旬に最高気温２７℃と夏日を観

陽の恵みは︑本当にありがたいものですよ

ぼ終わっていたのではないでしょうか？太

に始まり︑ゴールデンウイークの頃にはほ

農家さんにとっても野菜の苗の移植が早目

🌸

‼

べて﹁アイス美味しかった〜

💗
います︒

に感謝する気持ち﹂を伝えていきたいと思

という言葉です︒とむての子ども達にも﹁人

りがたい﹂が自分に返ってくるんだよ！﹄

﹁有 難 い﹂を 常 日 頃 言 葉 に し て い る と﹁あ

あります︒﹃人への感謝の思い﹁ありがとう﹂

した︒私には知人から教えて頂いた言葉が

うにスタッフに伝えている様子が見られま

💗

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。

●西川涼太 様

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー、アルミ缶

●乾夏樹 様

●ときわホルモン 様

●匿名希望 様

・ 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、除菌

●瀬口春華 様

シート、割り箸、ペーパータオル、その他

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー

●河原美香 様

（2022/04/16 ~ 05/15 現在）

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー

●北見中央ライオンズクラブ 様

・ ウエス用布

●柴山ひみ子 様

・ ティッシュペーパー、トイレットペーパー、台所

・ アルミ缶

用洗剤、色画用紙、折り紙、カラーマーカー、ふ

●千葉司 様

きん、ウエットティッシュ、その他

・ ティッシュペーパー

●八巻ひとみ 様

※ 詳細は、2022年 5月発行の会報 206 号に掲載されています。

●加川晶子 様

・ ワンダーコア

●北見中央ライオンズクラブ 様

・ アイス

・ 寄付金

2022年度（令和4 年度）
会員ご登録者様
順不同・敬称略：令和４年５月１５日時点

正会員（議決権あり）
吉野 友美
平野 恵三
田中 豪樹
豊嶋 泰輔

伊藤 栄一
佐藤 美保
田中 ちえみ
喜多村 恒夫

会
長屋 健
茗荷 秀昭
枝廣 慎吾
須藤 敏嗣
五十嵐 健一

石塚 広大
荒木 秀夫
多田 和弘
八巻 英樹
瀬口 春華

会

青山 尚実
浅野 正樹
佐藤 千鶴子
鹿野 杏介

荒谷 晴日
山川 圭一
佐々木 恵
矢作 裕子

向井 章人
佐藤 麻理恵
小栗 直基
小貫 美洋

髙橋 治仁
室松 阿弥
戸井田 修一
蛯子 哲朗

員（議決権なし / 寄付金あり）
山中 大地
高田 良一
岡部 信一
伊藤 憲一

黒川 庸平
蛯子 陽太
岸本 和代
新田 務

熊谷 航汰
阿部 祐一
岡田 大輔
佐久間 清

久保田 万琴
小田島 麗子
中村 善教
石井 和一

員（議決権なし / 寄付金なし）

山内 美紀

遠藤 雛

千葉 真弘

賛助会員
児玉 典子
佐藤 和恵

髙橋 正和

北洋建設（株） 平泉 金蔵

平泉 和子

平泉 美智子

