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  新年度がスタートして1か月が過ぎました。 

 今年度も多くの皆様に会員登録をしていただいています。 

                   （別紙 新会員名簿参照） 

 スタッフ一同、心より感謝申し上げます。 

 

 27年度も、とむての森は設立当初からの変わらない理念「誰もが地域であた

りまえに暮らせるために・・・」を忘れずに、一生懸命邁進してまいります。 

 

 介護保険はもとより、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスも厳し

い状況に変わりはありませんが、「できない！」のではなく、「どうすればで

きるか？」を常に考えながら、話し合いながら、相談しながら、サービスの提

供に努めてまいります。 

 今年度も皆様の変わらぬご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。  

  

                        事務局長  弓山 祐子 
 

～らぐぅ～ 

 障がい者が働く洋食屋さんをオープンし、自分の弟を含めた、就労の機会が少なかった障がい者の雇用を進めて

いきます。また、野菜は美幌の農家さんに協力をしていただき、地元の野菜をボリュームたっぷりに使用した一皿で

お楽しみいただける、内容を考えています。 
 

・・・お店詳細・・・  

店 名     らぐぅ 

会社名    ㈱フォンブラン 

所在地    〒092-0011網走郡美幌町字東町2丁目9番地16 

料 理     洋食料理 シチュー、ハンバーグ、オムライスなど 

席 数     １階 ４人テーブル×５  20席 

         ２階 ２人テーブル×２  ４人テーブル×２ １２席  

営業時間   １１：３０～２０：００（アイドルタイム１５：００～１７：００） 

定休日     毎週木曜日（予定） 

           3月までとむての森に在籍し、独立後の飲食店オープン準備をしていた野口富弘さんの 

お店「らぐぅ」が、5月11日（月）オープンしました！ 

 

  皆様に愛されるお店になることを、障がい者の方たちが生き生きと笑顔で働くお店になることを 

確信しています。 今後とも皆様の応援をよろしくお願いいたします。 

5月11日オープン 



　

営業日数　22日　　総回数　422回　　　平均　19.18人

127回 6.45人

先月

10.6人

6.04人

就労継続支援B型

生活介護

280回 224回 12.72人

142回

延べ回数 先月 1日平均

 少しずつ暖かくなっていく中、先日、就労支援事業所「すてっぷ」では入社式を行いました。ご参加して頂いた

保護者の皆様や各関係者の皆様には、この場を借りてお礼を申し上げます。 
 

 さて、新社会人の皆さんは新しい生活や環境には慣れてきたでしょうか？まだまだ不安なことや分からない

ことなど、たくさんのことが入り混じっていて大変だと思います。様々なことにチャレンジして、多くの経験を得て

ください。 

 一生懸命に頑張っても、時には失敗してしまうことだってあります。でも、それで大丈夫です。たとえ失敗して

しまったり、間違ってしまったりしても、努力した結果として、そうなってしまったのなら、そのことを怒る人はと

むてにはいません。その失敗はとても良い「経験」になると思います。おそらく、先輩たちもみんな同じような

「経験」をしてきているはずです。だから、様々なことにチャレンジしてください。 

 やってみなくちゃわかりません。 

 そのチャレンジをスタッフは全力でサポートさせていただきます。 

 明るく、楽しく、気楽に頑張りましょう。 
 

               就労支援Ｂ型  井上 涼太 

 

 新年度がはじまって一か月が過ぎました。4月から活動場所が2か所に分かれるなど、利用者さんにとって大きな環

境の変化があったものの、今のところ調子を崩す利用者さんもいなく日々順調に進んでいます。 

 支援方針としては、全員の個別支援計画の目標欄に「新しい環境に慣れる」という項目を上げており、利用者さんの

ペースで活動してもらえるようスタッフ一同、日々心がけています。 

 

 また4月からは、個別支援計画の目標に沿った支援ができるよう活動日誌の見直しをしました。一日の様子を伝える

記入欄が減ったことで保護者の皆様には、「日々の様子が伝わりづらい」などのご意見があるかもしれません。その際

はすぐに改善をいたしますので、送迎時にスタッフまで声を掛けていただければと思います。 

 なお、新年度からは「みわハウスは作業中心」・「ローフ2Fは余暇や日常生活訓練中心」というように、活動場所で作

業内容を分けています。この取り組みは、生活介護を利用してる利用者さん達の作業能力に幅がある為、昨年度のよ

うに単一の作業メニューでは対応しきれないという反省に基づくものです。ローフ2Fでは、学習支援ソフトを使ったパソ

コン学習、身支度や歯磨きの訓練、各種施設外活動など新たな取り組みを開始しています。 

 

 最後に施設外活動としてイオンで行われた「黄色いレシートキャンペーン」の街頭声掛けと授与式に出かけてきた様

子の写真を・・・ 

        生活介護  近井 修  

 

就労継続支援B型・生活介護 

4月の利用状況 

～お知らせ～ 
 

4月より生活介護の利用時間が9：00～16：00に

変更になりました！！ 



担当 ：山川　圭一

１日平均

0回

先　月

0.13回

0回

0.58回0.6回

0.23回

0回

0回

先　月延べ回数

居宅介護

同行援護 0回

4回7回

0回

3.32人

2.03人

移動支援 (重度障がい)

先　月

0.68人

3.37人

先　月

21回

103回

0.47人

１日平均延べ回数

移動支援（身体あり） 14回

101回

　営業日数　　　 　30日
　総人数　　　 　　4人

　全体平均　　　  0.80回

　営業日数　30日　　総人数　181人  　全体平均　6.03人　　　　　

移動支援（身体なし） 66回 63回 2.2人

行動援護

重度包括

18回

0回

17回

0回

4月の利用状況 

                            

                            皆さん、こんにちは♪ 

 

 4月より行動援護の活動場所が「しゅんこうハウス２階」から「しゅんこうハウス１階」に変更となりました。 

 

 ※活動場所は変わりましたが、支援内容・支援時間等の変更はございません。 

 

 利用者さんの様子ですが、季節の変わり目と環境の変化のせいなのか落ち着かない様子です。 

 作業も出来る限り休憩を挟み、本人のペースで支援を行っていますが、調子は不安定な状態です。 

  作業の合間にドライブや散歩に行くなど気分転換を図りながら、調子の回復に努めたいと思います。   

  

                                               担当  向井 章人 

4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。５月に入り、ようやく気温の方も上がり、やっと春らしくなってきました。 
 この会報が、お手元に届く頃には、桜が満開に咲き、気持ちも高揚し、何かわくわくしてしまいますね。 
 
 移動支援では、新年度から、より一人一人の利用者さんに対して、どのスタッフが入っても一貫性を持った支援
をできる様に毎月会議を行っております。 
 例えば流れを統一することで利用者さんが見通しを立てられる様になり、落ち着いて活動出来る方法や、何か他
で頑張ってほしいときのご褒美的な位置づけで、本人が好きな活動を移動支援で利用する場合など、一人一人につ
いて話し合っています。 
 今後より良い支援ができる様に、保護者さんのご意見やご相談をお待ちしておりまので、保護者さんのご理解と
ご協力をよろしくお願いします。 
  
◇◆皆さんにお願い◆◇ 
 新年度を迎え契約更新がまだお済みでない方は、お早めにご契約のお手続きをお願い申し上げます。 
 またご契約の際には、事前にご連絡をして頂き、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。 
 
                                              
                       



担当 ： 青山 尚実

担当 ： 寺澤　絵奈

49

月 火 水

利用のべ人数 44 47 52 53

12.3
(先月) 39 46 51 46 42

平均利用人数 11 11.8 10.4 10.6

48 42 49

利用のべ人数 49 43 63 43

11.2

月 火 水 木 金

平均利用人数 10 10.8 11.8 10.8

56

(先月) 46 56

　営業日数　22日　総人数　245人  全体平均　11.1人　　　　　

12.25

　営業日数 22日　総人数　254人  全体平均　11.5人　　　　　

(先月) 9.2 11.2 12 10.5

木 金

(先月) 9.8 11.5 12.8 11.5 10.5
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4月の 
利用状況 

4  
 

  
 ５月に入りやっと暖かくなり花も咲き始めてきましたね!(^^)! 
 
 暖かくなったので公園やお散歩の活動も始まりました(#^.^#) 
 今年初の公園活動は、美芳町にある公園に行ってきました。公園に行くのを楽しみにしていた
子供たち。行く前から「どこの公園？」「公園に行くときの注意点は・・・」とウキウキとして
いました。 
  
 公園に行ってみると「あれ？見たことある子がいるよ～」と・・・。 
 ちょうど「のーむ」のお友達も同じ公園に来ていました(*^_^*) 
 にんぐる+のーむ３０人ほどの子供たちとスタッフ。 
 公園なのに貸切みたいになっていました(^_^.) 
 
 とっても大人数なので、ケンカになったりしないか心配していたのですが 
・・・順番をちゃんと待ったり、お友達に譲ってあげたり、仲よく一緒に遊 
んだりと、楽しく過ごせたようでした(*^。^*) 
  
 これから外活動が増えるので事故、怪我の無いよう注意して、楽しい活動 
をしていきたいと思います。 
 



   利 用 料 金
       （金ちゃん）

（ １ 金ちゃん　１ 円 ）

入  浴  支  援

移　送  支  援 6

ホームヘルプ支援
買 い 物 支 援

35

29

8.8

7.3

4 5.5 6.6

4.2 4.8 3 0

宿  泊  支  援

16 22 7 33

21 24 15 0 21

28

営業日数　30日　　総人数　197人　 全体平均　6.6人

2

14,300
0

0

合         計 9 17
0預　か　り　支援 0

1,800
0 0

2たすけあい支援
お　掃　除　支　援

人数 利 用 回 数

14

5.3

7 1.4

1

6,000
0

2

59

13

56

14.8

0
0

0

00
0

0
0

6,500

  
 5月に入り、暖かい日が続いてきましたね(^O^)／ 

 連休もあり、楽しい事もある中、体調の方は崩されていないでしょうか(｀´） 

 

 とむての森たすけあいサービスでは・・・ 

 送迎や宿泊等 様々な生活支援、サービス提供をいたしますので、日常生活を送る上で何かお悩みや問題等

を抱えている方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい!(^^)!   

                                       担当  中島 計樹 

4月の利用
状況 

 

 新しく利用を始めたお子さん達も1カ月が過ぎ、ハウスの環境にも慣れてきた様子がうかがえます。 

 

 ハウスに慣れてきた反面、徐々に自分を出す場面も増え始め、時には子ども同士口論に発展する事もありま

すが、その際はスタッフが仲裁に入り、｢何がいけなかったのか」「自分が取った行動の結果、相手がどう思

うか」等を各々自分で考えるよう声かけを行い、自ら原因を発掘、自覚をした上でお互いに謝罪を行う場面も

見られるようになりました。 

  

 少し前まで喧嘩をしていたのにその直後仲良く一緒に遊べる 

子ども達の対応力、適応力の高さにはただただ驚かされるばか 

りです。 

 

  担当 菅波 大輔 

 

4月の利用状況 

 平成27年度 とむての森の事業計画により、日中一時支援

事業所「もみじ」を廃止することになりました。 

 今後の日中一時支援のご利用につきましては、日中一時支

援事業所「つくしんぼ」にて対応させていただきますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 



　　

TEL＆FAX 0157-22-8772 

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

 すっかり雪もなくなり、暖かい日が続いています。もう少しでローフの周りにも桜が咲きそう 

ですね！（*^_^*）スタッフや利用者さんの中でも風邪の症状や腹痛など体調が優れない人も 

おります。朝晩はまだ冷え込みますので油断せず、無理しないよう健康管理をしていきましょう！ 

 さて、ローフではご好評につき『ライスコロッケ』・『春野菜と鮭のクリームパスタ』を今月も 

ご提供しています。もちろん、利用者さんにも仕込みをしてもらい、日々頑張っております✿ 

 夏に向けてのメニューやデザートも考案中です。どうぞお楽しみに！ヽ(^o^)丿 
 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成２７年度の共同募金助成金が採択され、４月１０日に行われた贈呈式に出席させていただきました。 

 この助成金を得たことで、スタッフが熱望していたリバースシートを購入することができます！！ 

 中古で購入していた以前の物は老朽化が目立ち、スタッフからも買い替えの希望が出ていただけに、本

当に嬉しい限りです。 

 新しいリバースシートの活用で製造量がUPすることで、利用者さんたちの工賃UPに繋がります！ 

 ありがとうございました！ 

 

さて、支援の状況ですが 

  

 新しい利用者さんが入り、先輩と

なった利用者さん達（*^_^*） 
 

 わからないところは聞いたり、先

輩の利用者さん達は優しく丁寧に

物のある所を教えてあげたり、作業

の指導をしたりと頑張っています！ 
 

 私たちスタッフも個々の能力を引

き出し伸ばしていきつつ、無理をさ

せないよう作業の指示をしていきた

いと思っています（*^_^*） 

                                              

     担当  徳光 美保                                                    

 



（4月末日現在） （順不同） 亀田　天　様 服
柴田　真由美　様 洗剤

佐藤　知江　様 折り紙・ふりかけ 児玉　典子　様 アルミ缶
石原　麻由美　様 トイレットペーパー 田中　真由　様 アルミ缶
中川　徳子　様 ボトルキャップ 川瀬　清美　様 アルミ缶
乾　夏樹　様 トイレットペーパー 柴山　ひみ子　様 アルミ缶
牧野　温子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー 川瀬　清美　様 アルミ缶
宮林　幸子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー 石崎　俊英　様 牛乳パック
瀬口　春華　様 アルミ缶・トイレットペーパー・ティッシュペーパー
西川　美夕紀　様 アルミ缶・ティッシュペーパー・トイレットペーパー
馬渕　由美　様 アルミ缶・トイレットペーパー・テーブル・ミキサー

   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 
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  平成26年度も多くの皆様のご協力をいただき、ありがとうございました！！ 

  27年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

       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） 

 

電子レンジ・アイロン ・洗濯機（容量4～5K前後）・掃除機・ 

その他生活必需品 （IH用鍋・キッチンばさみ・やかんなど） 

衛生用品（シャンプー・リンス・洗濯洗剤・食器用洗剤などなど） 

 

寄贈の 

 

お願い！！ 



就労支援事業所「すてっぷ」（就労継続支援B型） 日中一時支援事業所「つくしんぼ」
住所　〒090-0015　北見市公園町１６６番２９ 住所　〒090-0801　北見市春光町１丁目２４－９
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７２ TEL   ０１５７－３３－５１８２

放課後等デイサービス事業所「にんぐる」　  　　　　　　    　　 放課後等デイサービス事業所「のーむ」
住所　〒090-0015 北見市公園町１３７番地４８　　　     　　  住所   〒090-0822　北見市北央町９０番地の８
TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７１                             　     TEL/FAX   ０１５７－２４－８００３
相談支援事業所「りーふ」　　（こうえんハウス内）
TEL　０１５７ー５７－４６８４　/　FAX   ０１５７－５７－４６８５　 就労支援事業所「すてっぷ」（生活介護）
携帯　０８０－１９７４－５０１４ 住所　〒090-0836　北見市西三輪３丁目７４６番地の２７

★しゅんこうハウス★  

★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

　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。

 ★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/

新聞紙で遊ぼう プール

散歩

20

工作
（50円）

29 30

ドンタコスク
リームチーズの
せ（100円）

プール
お手伝いを
しよう

工作
（50円）

27

フレンチ
トースト
（100円）

工作
（50円）

14 15 19

28

22 23

かき氷
（100円）

21 24 25 26

6月生まれ
お誕生日会
（100円）

プール
工作

（50円）

パフェ
（100円）

枝豆ごはん
（100円）

16 17 18

3 4 5

習字
工作

（50円）
プール

10 11 12 13

★ふれあい＠あったかホーム★

6

体操

7 8 9

1

公園
粉チーズパスタ
（100円）

2

お掃除体験 
15:00～15:30 



（4月30日現在） （順不動）

宮林　聡太　様 税理士法人　みらいパートナーズ会計　北見事務所　様
蛯子　克代　様 向井　啓二　様
小椋　逸　様 瀬口　春華　様 柴田　真由美　様 伊藤　惠子　様
平賀　貴幸（理事） 千葉　真弘　様 柴川　剛　様 春日　順子　様
上村　裕子（理事） 弓山　諒　様 村田　好英　様 佐藤　惠子　様
弓山　祐子（理事） 笹原　竜太　様 田中　楓　様 佐藤　てる子　様
伊藤　栄一（理事） 乾　夏樹　様 石原　勝明　様 佐藤　ミヨ子　様
吉野　友美（スタッフ） 白石　貴喜　様 石原　侑弥　様 渡辺　カヨ子　様
青山　尚実（スタッフ） 中村　善教　様 加藤　千晶　様 江尻　明美　様
向井　章人（スタッフ） 清尾　あかり　様 川辺　智男　様 及川　久美子　様
荒谷　晴日（スタッフ） 成田　紹人　様 小崎　美由紀　様 柏原　英子　様
高橋　治仁（スタッフ） 西川　純治　様 後藤　裕貴　様 上野　真理　様
菅波　大輔（スタッフ） 上村　隆輔　様 吉野　裕司　様 石井　里美　様
徳光　美保（スタッフ） 牧野　亮介　様　 阿部　祐一　様 中村　みどり　様
近井　修（スタッフ） 小林　秀和　様 藤岡　浩司　様 岡野　耕司　様
山川　圭一（スタッフ） 久保田　寿広　様 亀谷　克己　様 金丸　多美子　様
寺澤　絵奈（スタッフ） 馬渕　祐輝　様 五十嵐　健一　様 渋谷　良子　様
山本　麻理恵（スタッフ） 佐藤　栄　様 葛木　有希子　様 佐藤　直子　様
平野　恵三（スタッフ） 松田　光雄　様 成田　透　様 藤井　陽子　様
浅野　正樹（スタッフ） 前田　誠　様 辻　裕昭　様 近藤　正　様
松久　晋憲（スタッフ） 高橋　佳子　様 川淵　美帆　様 山家　充　様
井上　涼太（スタッフ） 蛯子　陽太　様 中川　昌昭　様 細矢　光男　様
室松　阿弥（スタッフ） 西川　永　様 長屋　作夫　様
須田　雄介（スタッフ） 本田　千鶴子　様 田中　志歩　様
喜多　号（スタッフ） 佐藤　昭彦　様 湯本　勝也　様
中島　計樹（スタッフ） 溝井　広志　様 合田　直人　様
佐々木　恵（スタッフ） 越智　麗菜　様 西島　亨史　様
佐藤　千鶴子（スタッフ） 笹木　雄登　様 中山　雅之　様
三澤　ちえみ（スタッフ） 亀田　天　様 岩佐　千香　様
伊丹　勝（スタッフ） 小川　雅浩　様 山下　朋子　様 雨池　満誠　様
田中　豪樹（スタッフ） 大橋　光弘　様 林　順子　様 澁谷　友美　様
加藤　明美（スタッフ） 熊谷　雅昭　様 高橋　啓子　様
石原　明美（スタッフ） 浜元　みゆき　様 上田　みつ子　様

一兜　裕尚　様 児玉　典子　様
岸本　光生　様 森田　由美子　様
市川　政人　様 鴇田　めぐみ
熊田　明佳　様 河原　美香
黛　豊一　様 鈴木　健一

深瀬　真弓 大沼　香澄　様 佐々木　裕介
谷口　康子 石田　智哉　様 新鞍　さゆり （株）山本工務店　様
髙橋　恵子 金田一　文人　様 中村　真之介　様 島田司法書士事務所　様
村上　京子 小久保　佳奈子　様 笹木　雄登　様 開米　一有　様
青木　めぐみ 森谷　和好　様 高坂　昭夫　様 白井　宏幸　様
磯野　真美 髙橋　好光　様 黒川　逸成　様 柴田　了輔　様
矢部　真理 小久保　綾子　様 巡総合保険事務所
日並　由美 千葉　司　様
廣川　とみ子 下澤　映子　様
二田　明美 千葉　敦子　様
塚本　靖 寒河江　春美　様

西村　かおり 高橋　直美 安藤　初男　様
黛　和美 畑田　睦子 澤田　孝司　様
佐野　久美子 宇田　彩菜 伊藤　朱花 介護ショップ　そうま　様
山内　美紀 大岸　香菜 大場　信之
成田　萌夏 佐東　友子 西出　美由紀

  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。 

 

 

 

  

正会員（寄付金含） 

（議決権あり） 

会員（寄付金含） 

（議決権なし） 

賛助会員 

スタッフ会員 

（寄付金含） 

スタッフ会員 

（寄付金無） 

会員（寄付金無） 

（議決権なし） 


