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 いよいよ年度末となりました。 

 皆さまもお忙しい季節を迎えられていらっしゃることと思います。 

 私たちとむての森としても新年度の体制を整備しながら決定をしていかなけ

ればならない時期がやってきました。 

 この度、長年中核を担ってきたスタッフである野口君が退職をし、故郷の美

幌町で自ら新たな事業を行うことになりました。 

 私たちにとっても彼の退職は大きな出来事ではありますが、新たな目標に向

かってチャレンジしようとする野口君の挑戦を法人としても可能な限りサポー

トできたらと思っております。 

 野口君のお店の開設時期などが決まりましたら改めて紙面でもお知らせした

いと思いますので皆さまもどうかとむての森ともども、彼の挑戦に対して応援

をいただければと思います。 

 

 さて、当法人も彼の退職に備えて今年度から体制の再構築を進めてまいりま

したが、 取り組みはまだまだ道半ばです。 

 新しい体制に慣れながら、システムが想定以上に機能するためにはもう少し

時間が必要です。 

 その間、できる限り皆さまに安心して活動に参加したり、サービスをご利用

いただけるように私たちも努力を重ねて参ります。 

 しかし、万が一行き届かない点があったり、不安などを感じる点がありまし

たらどうぞ遠慮なくスタッフまでお伝えください。 

 できるだけ迅速な対応ができるようにスタッフと力を合わせて取り組んでま

いります。 

 どうぞこれからも私たちとむての森の活動を一緒に支えてくださいますよう、

心からお願いを申しあげます。 
 

                       代表理事 平賀貴幸 

 2月25日（水）19：00～第30回 とむての森理事会を開催しました。 

 今回もとむての森の課長の他10名のスタッフが勉強のために同席させていただきました。 

 26年度の事業および収支の中間報告では、昨年度よりも厳しい状況報告となりましたが、しっかりとした事業報

告、決算報告ができるようにいたします。 

 

 また、27年度の事業計画、収支予算の素案提出については、各担当課長およびスタッフから 

前向きな発言があり、厳しい運営状況の中でも、期待がもてる理事会となりました。 

 

 26年度もあとわずか・・・27年度に向けて、スタッフ一同気持ちも新たに取り組んでまいります！！ 



生活介護から保護者の皆様へお知らせがあります。
新年度の生活介護では、活動場所や作業内容に関するいくつかの変更を予定しております。理事会や総会で承認を得ていない為、今後見直しになる可能性はありますが、現状でお話しできることを、まずはとむて通信を借りてお伝えをし、正式に決まり次第、書面等で個別にお知らせいたします。
・送迎～とむて本部への送り迎え
事業所間の移動や農場への送迎は、生活介護スタッフが行いますので、保護者の皆様にはとむて本部まで朝晩の送り迎えをお願いする予定です。
・活動場所～2か所になります
春光ハウス1Fから、とむて本部隣にある「のびのび2号館」2Fと西三輪にある「もみじ」があったスペースの2か所を、生活介護の活動場所として利用していく予定です。
・作業内容～活動場所ごとに作業内容が異なります。　
のびのび2号館2F～とむて本部清掃・紙漉き作業・キャンドル作り
西三輪[もみじ]スペース～紙製品を中心とした商品作り等
※開店時期を含め、まだ具体的に決まってはいませんが、「オンカ」があった店舗スペースに、生活介護の利用者さんが作った紙製品や、「こんね」で育てた野菜・加工品などを扱う新店舗づくりの事業計画を生活介護で進めています。
　　
※生活介護では変更が正式に決まり次第、利用者さんが不安にならないよう事前学習の時間を設け、対応をしていきます。また上記の内容に関してご意見・ご要望があれば、お気軽に生活介護スタッフまで声をかけてください。

　

営業日数　20日　　総回数　312回　　　平均　15.6人

116回 5.9人

先月

9.9人

6.1人

就労継続支援B型

生活介護

194回 199回 9.7人

118回

延べ回数 先月 1日平均

 皆さまこんにちは！ 

 オンカが閉店し利用者さんたちの配置が変わり、それぞれ新しい持ち場に慣れようとみんな頑張っています。 

 以前からその持ち場を担当している利用者さんが作業を教えたり、全体の刺激にもなっています。 

 1月から毎週末の悪天候が続き、店舗の臨時休業や閉店時間を早めたりしましたが、みんなで一丸となって

挽回できるよう頑張ります！ 
 

 さて、今月はバレンタインという事もあり、イベントはマフィン作りでした。 

 作り慣れている利用者さんがデモンストレーションを行い、計量、生地づくり、型に流す 

ところまでそれぞれ自分で行ないました。持ち帰ったマフィンはいかがでしたか？(*^。^*) 

 利用者さん達の関心は早くも来月のイベント（焼肉バイキング）に・・・(^_^;) 
 

                                             就労支援Ｂ型 三澤ちえみ 

  

～保護者の皆様へお知らせ～ 

 

 2月13日・20日に開催された保護者説明会には、急な連絡にも関わらず、多数の方にご参加いただきありがとうござ

いました。 

 当日は説明不足な点もあったと思いますので、送迎の機会等の際に何でもご質問・ご相談していただければと思い

ます。 

 さて今月の生活介護は、2月21日・22日にイトーヨーカドーで行われた「テルべ福祉祭り」に出店をしてきましたので、

その様子をご報告いたします。 

 当日はオリジナル紙製品「STEPER'S   CRAFT」を中心とした紙雑貨を展示・販売してきました。 

 価格設定が従来の商品より1000円以上もあがってしまいましたが、お客さんの反応も良くたくさんの高評価をいただ

きました。 

 商品の売上金額も当初予定をしていた額の2倍以上も 

あり、このことはモノづくりをしている私たち事業所にとっ 

て大きな自信になりました。 

今後もモノづくりに一層力を入れていきたいと思います。 

 

                生活介護  近井 修  

就労継続支援B型・生活介護 

2月の利用状況 



担当 ： 髙橋　治仁

１日平均

0回

先　月

0.13回

0回

0.83回0.82回

0.14回

0回

0回

先　月延べ回数

居宅介護

同行援護 0回

4回4回

0回

2.84人

2.03人

移動支援 (重度障がい)

先　月

0.55人

3.11人

先　月

17回

88回

0.46人

１日平均延べ回数

移動支援（身体あり） 13回

87回

　営業日数　　　 　28日
　総人数　　　 　　4人

　全体平均　　　  0.96回

　営業日数　28日　　総人数　166人  　全体平均　5.93人　　　　　

移動支援（身体なし） 66回 63回 2.36人

行動援護

重度包括

26回

0回

23回

0回

2月の利用状況 

                            

                            皆さん、こんにちは♪ 

 

 気温が少しずつ高くなり暖かくなってきましたね♪ 

 雪が解け始め、道路がびちゃびちゃになって、夕方にはガチガチに…。 

 皆さん車の運転等事故に気を付けて行動しましょう！！ 路面状況やその日の利用者さんの調子に応じて送迎する

時間が前後する可能性もございます。その時は随時電話で連絡させて頂きますのでご協力お願いします。 

 

 また、ウォーキング等の外活動でのお願いが… 

 雪解けで歩く場所に水たまりが多く支援終了後にはズボンや靴がびしょびしょに… なので着替え等を鞄の中に入れ

て頂くか、スタッフに預けて頂けると助かります。 預からせて頂く着替え等は行動援護で使用する春光ハウスに保管

することも可能ですので気軽にスタッフに伝えてくださいね♪  

                                               担当  向井 章人 

2月の利用状況 

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」 
（居宅介護・行動援護・同行援護） 

 皆さんこんにちは☆ 
 3月に入り卒業や新年度にむけての準備など忙しくなる思う今日この頃ですが、みなさんはいかがお過ごしで
しょうか？ 
 暖かくなってはきましたが、まだまだインフルや風邪が流行ってますので体調管理にはお気を付け下さい。 
 
 さて月一のイベントでは2月21日に、網走のあったか網走で乗り物体験と網走観光ホテルで日帰り入浴を行って
きました。当日は快晴で暖かく屋外イベントには最適でした☆ あったか網走では子供たちはスタッフと一緒にス
ノーモビル・スノーダッキー・バナナボートなどに乗りとても楽しんで過ごしていました。初めてスノーモビルを
運転する子もいて、怖がりながらもスタッフと一緒に乗ることで上手に運転することが出来ていました!残念だっ
たのは、スノーチューブの滑り台が例年に比べ傾斜がなく、まったく滑らなかったことです。それでも最後には間
近で気球を見ることもできたので、皆楽しんでくれました★ 温泉では今回もみんなのんびり浸かりながら、網走
湖の景色を眺めています。 
 
◇◆皆さんにお願い◆◇ 
 新年度を迎えるに当たり契約更新の時期となりました。更新の際は事前に 
連絡をして頂きますようお願い申し上げます。急遽来所された場合、対応で 
きないことがありますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
          
             移動支援 山川 圭一 



担当 ： 青山 尚実

担当 ： 寺澤　絵奈

38

月 火 水

利用のべ人数 36 42 42 44

9.5
(先月) 25 36 49 43 35

平均利用人数 9 10.5 10.5 11

49 43 56

利用のべ人数 34 46 48 46

12

月 火 水 木 金

平均利用人数 8.5 11.5 12 11.5

48

(先月) 35 43

　営業日数　20日　総人数　202人  全体平均　10.1人　　　　　

11.2

　営業日数 20日　総人数　222人  全体平均　11.68人　　　　　

(先月) 10 10.8 11.8 10.8

木 金

(先月) 6.3 9 12.3 8.6 7

   
  

 (*^_^*) 
  
 (#^.^#) 

  
 

  
 

 

  
  

(*^_^*) 

2月の 
利用状況 
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 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます(*^_^*) 
 こうえんハウスに来ていた卒業生のお友達も何名かいらっしゃいます。 
 「もう少しで会う機会もへってしまうね」とハウス内でも卒業の話が出ていました。 
 大きいお兄さんたちに遊んでもらっていた子たちは本当に寂しそうです(>_<) 
 スタッフは、卒業生と初めて会った頃と今の成長ぶりに感動(;O;)そして、会う機会が減ってしま
うので、さみしいけれどこうえんハウスに来た事で、得られた経験が少しでも働く場所で役立て
られると嬉しいなと思っています。 
 出会いがあれば別れがある・・・当然のことですが毎年嬉しい気持ちとさみしい気持ち半分の
複雑な気持ちです(._.)ですが、中学生活や高校生活に、社会人生活を楽しみにしている子供たちを
見ると、頑張ってほしいな!!と心から応援しています。  
 
 さて卒業があれば入学もあります！！ぴかぴかの新１年生の 
見学がいっぱい来ています。 
 「新しいお友達？」「いつからくるの？」「一緒に遊べるの」 
と質問攻めにしている姿も(^^♪ 
 またにぎやかになるなぁ(*^_^*)と新一年生に会うのが、今から 
楽しみな子供たちとスタッフです。 
 
 



担当 ： 菅波　大輔

営業日数　28日　　総人数　147人　 　全体平均　5.3人 営業日数　28日　　総人数　0人  　全体平均　0人

   利 用 料 金
       （金ちゃん）

（ １ 金ちゃん　１ 円 ）

8 6

4.3 4.3 1.5 4.8 5.8

4.25 3.3 0 3.6

0 0 0

0 0

0

46 19

39

11.5

00
0

0
0

宿  泊  支  援
入  浴  支  援

移　送  支  援 3 7

ホームヘルプ支援
買 い 物 支 援

人数 利 用 回 数

0 0 0

17 17 19 23

17 13 0 18 24

6

0 0 0

0 0 0

4.8

4.8

12,500
0

0

合         計 5 10
0預　か　り　支援 0

0
0 0

0たすけあい支援
お　掃　除　支　援

0
0

0

0

9,000
0

3

22

2

0 0

0

0

3,500

0 0 0 0

0 0 0 0 0

  
 今年度最後の開催となりましたしゅんこうハウスでのリフレクソロジーサロン講座！ 

 今回をもちましてサロン活動は休止とさせていただく事になりました。 

 サロン活動を通じ、少しでも地域コミュニティの構築という役割を果たせたのであれば、最低限の目標は達

成できたのではないかと思います。 

 これまで講師としてお越し下さった方、サロンに参加して下さった方、本当にありがとうございました！こ

の場を借り改めてお礼を申し上げます。 

 

 来年度からは新たなプロジェクトを立ち上げ、さらなる飛躍を目指していきます。 

 今後も会報などを通しプロジェクトも情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                 担当  菅波 大輔 

2月の利用
状況 

 

 先月もお伝えしましたが・・・ 

 今年度はとにかく雪が多い！と雪が降るたびに思います。 

 （降雪の度「明日は除雪か」と毎回ハラハラするようになってしまいました） 

 前回、子ども達のように雪を楽しむ事が出来れば…と書きましたが、 

なかなか思うように楽しめないのが現状です。 

 

 しかしながら度重なる除雪により、見事減量を果たす事が出来ました！ 

 身体を鍛えられる、ダイエットができると思い、なんとかモチベーションを保った次第です。 

 この会報が皆様のお手元に届くころには、さすがに雪も溶けていると思いたいのですが・・・ 

 

 （今回は子ども達の様子についてご報告せず、 

愚痴っぽくなってしまいすみません（汗 ） 

 

2月の利用状況 



　　

相談支援事業所「りーふ」
担当　　吉野　友美

携帯　０８０－１９７４－５０１４
TEL　0157-57-4684/FAX　0157-57-4685

TEL＆FAX 0157-22-8772 

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/bakerycafeloaf   

 ２月があっという間に終わろうとしています。 

 暴風雪のためお休みになることが例年に比べると多いようですが、少しずつ暖かくなり、 

雪も減ってきました。春はそこまできてますね♪ 

 でも、油断して風邪などひかないよう、うがい手洗いで予防しましょう。 

 ただ今春メニューの試作中です。お楽しみに（*^_^*） 
 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
 ローフのパン    桃のカスタードパン 200円 

             チョコチーズタルト  220円  
 

 ローフの飲食   エゾ鹿肉のロゼ色カツレツローフ風   ランチ1100円 

            エゾ鹿肉のラグ―ソースとマッシュポテトグラタン ランチ1100円 

            エゾ鹿肉のシチュー  ランチ1100円 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

                                           

           みなさまこんにちは！約2年ぶりの登場となりました相談支援事業所「りーふ」です。 

        今後不定期で様々な福祉の情報や日々感じている事をできるだけわかりやすく、お伝えしていきたいと思っていま

すので、どうぞよろしくお願い致します。 

      今回は計画相談支援についてお話しさせていただきます。 

      現在の福祉サービス利用に関しては、大体のみなさんには担当の相談員がついてサービス等利用計画書を作成

し、それを基に各市町村から支給決定を受けているのではないのでしょうか。 

      ＊例外もあり北見市は就労系のサービス利用の方（就労B等）は「セルフプラン」という、自分でプランを立てての

サービス利用の申請を行っています。 

     この制度は平成24年度から始まり、来月末（平成27年3月）までに原則としてすべての福祉サービスを利用する方を

対象としました。簡潔にいうと、4月以降のサービス申請に関しては「サービス利用計画書がないとサービス支給決定

が受けられない＝サービス利用ができない。」事となります。 

     しかし、相談員の不足や経営面での厳しさで担い手がいない等、全国的に見ると実施にはかなりばらつきがありま

す。特に町村規模のサービス事業所がない地域では、役場が直営で行わなければならず、なかなかできていないの

が現状です。 

     幸い北見市はセルフプランを含めると、現在福祉サービスを利用されている方ほとんどに相談員がつく事ができ

ています（日中一時支援や移動支援のみの利用の方は除く） 

     相談員の役割としては、みなさんが自分のしたい事を自ら選べる様に、一緒に将来のプランを考えお手伝いさせ

ていただく事です。 

     今はまだ始まったばかりで訳がわからない事と思いますが、 

今後少しずつ相談員と信頼関係を築いていき、思いを伝えて 

いってもらえたらと思っています。 

 
さて、支援の状況ですが 

  

 「今日は何をしますか？」「○○が何

個です」「次は何かありますか？」など、

作業への積極的なところが増えてま

す。 

 良いものを作りたいという向上心あ

るメンバーもいます。 

 忙しい時に指示すると、活気ある返

事で行動、時間が早く経つ時もありま

す。 

 洗い物等利用者さん同士協力して

作業してます。 

 何事もうまくできると「次もがんばろ

う！」と思い、取り組めるよう支援して

いきたいと思います。  

                                              

     担当  徳光 美保                                                    



（2月28日現在） （順不同）

若原　敏恵　様・柴田　育子　様 食器・トイレットペーパー・ティッシュペーパー
GHかがやきの里　様 牛乳パック・色紙片
西島　咲織　様 ボトルキャップ 伊藤　小枝　様 スノーウエアー
大橋　馨　様 アルミ缶・せんべい 浜元　一也　様 リングプル
蛯子　克代　様 トイレットペーパー 田中　真由　様 アルミ缶
馬渕　由美　様 トイレットペーパー 石原　麻由美　様 アルミ缶
柴山　ひみ子　様 アルミ缶・お皿 小林　優子　　様 アルミ缶
西川　美夕紀　様 アルミ缶・ティッシュペーパー
柴田　真由美　様 キッチンペーパー・ラップ
瀬口　春華　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー
宮林　幸子　様 お米券・トイレットペーパー・ティッシュペーパー
牧野　温子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー

   今月も皆様から寄贈をしていただきました。      ご協力に感謝し厚くお礼申し上げます。 

寄贈 

  

 

  

/

 

 

  

 

                         

  平成26年度も多くの皆様のご協力をいただいております。 ありがとうございます。！！ 

  今年度ももどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

いつもありがとうございます！！ 

       引き続き寄贈のお願いをしています。よろしくお願いいたします。 

    （とむての森  ℡  32-8715） 

 

 ・洗濯機（容量4～5K前後）・掃除機・その他生活必需品  

お願い！！ 



住所　〒090-0015　北見市公園町１６６番２９ 日中一時支援事業所「つくしんぼ」
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７２ 住所　〒090-0801　北見市春光町１丁目２４－９

TEL   ０１５７－３３－５１８２
放課後等デイサービス事業所「にんぐる」　  　　　　　　    　　
住所　〒090-0015 北見市公園町１３７番地４８　　　     　　 　放課後等デイサービス事業所「のーむ」
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７１                             　     住所   〒090-0822　北見市北央町９０番地の８
相談支援事業所「りーふ」　　（こうえんハウス内）  TEL/FAX   ０１５７－２４－８００３
　TEL　０１５７ー５７－４６８４　/　FAX   ０１５７－５７－４６８５　
携帯　０８０－１９７４－５０１４ 日中一時支援事業所「もみじ」

住所　〒090-0836　北見市西三輪３丁目７４６番地の２７

★ほくおうハウス★

★みわハウス★

★こうえんハウス★

営業時間外は携帯に転送されます。スタッフの都合によりスグには出られない場合がありますがご了承下さい。

特定非営利活動法人　とむての森

携帯　０８０－１８９２－４９１８　　　　　　　　　Eメール　tomute-m.agate@docomo.ne.jp

★ふれあい＠あったかホーム★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★しゅんこうハウス★

　夢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。
「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。（日本財団　パンフレットより）

　みなさん、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㈱　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」に登録をさせていただいています。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。

●　とむての森は日本財団様が運営しています「夢の貯金箱」を通じて、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。

就労支援事業所「すてっぷ」（就労継続支援B型）　　　　　　　　　　就労支援事業所「すてっぷ」（生活介護）

 ★ふれあい＠とむてホーム★
　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」

ふれあいホーム「のびのび」　・　地域たすけあい＆とむてサロン「きっじゅ」
   住所　〒090-0015北見市公園町１６６番２５     TEL   ０１５７－３２－８７１５    　　　   FAX   ０１５７－３２－８７１６  

Eメール　tomutenomori@iaa.itkeeper.ne.jp　　　ホームページ　　　http://tomute.net/home/

新聞紙遊び

27 28 29 30

25

べっこう飴
（100円）

公園

12 13 17

26

20 21

大福
（100円）

19 22 23 24

ダイソーへ行こう
（２５０円程度ご
用意ください）

手遊び

工作
（50円）

公園
お料理体験

（豆腐ステーキ）
１００円

プール

18

新入生を
迎える会
（100円）

工作

14 15 16

ジャガイモの
モチモチ焼き
（100円）

お料理体験
（納豆餃子）
（１０0円）

４月生まれ
お誕生日会
（100円）

公園

1 2 3

風船バレー 実験 体操

8 9 10 11

牛丼を買いに行こ
う（５００円程度
ご用意ください）

5 6 7

プール読み聞かせ

4

お掃除体験 
15:00～15:30 


