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暑い夏がやってきました。

皆さんいかがおすごしでしょうか。

参議院議員選挙も微妙な結果に終わりました。

「地域主権の推進がどうなるのか。」「ナショナルミニマム（全国一律の最低基準）はど

こで、どう協議するのか」。「障害者自立支援法に変わる法律の制定はどうなるのか。」な

ど、心配な事はたくさんあります。

しかし、こうした状況だからこそ、私たちは政治に対して声をあげていかねばなりません。

だからこそ、正しい情報と冷静な判断が必要なのだと思います。

特に、テレビの情報を必要以上に信じることは慎んだ方が良いと有識者の方々は指摘し

ています。

新聞など、冷静なメディアを含めて複数の情報から判断できる力を育んで行きたいもの

です。

それはさておき、とむての森のスタッフと利用者さんは暑い中でも一生懸命活動してい

ます。

是非、会員の皆さんには有形無形の形で彼らの頑張りを支えていただきたいと改めて

思います。

今後とも、どうぞよろしくお願いします。

代表理事 平賀 貴幸



　

5.69人

81回

延べ回数 先月 1日平均

営業日数　23日　　総回数　212回　　　平均　9.21人

77回 3.52人

先月

5.9人

3.6人

就労継続支援B型

自立訓練（生活訓練）

131回 125回

7月に入り本州の方では梅雨明けし、連日猛暑が続いているようです。北見地方は、曇り空が続き夏らしい天気は数

える程しかありませんでした。しかし、たまに晴れるとそれなりに気温が上がり、利用されている方々も汗をかいて大変そうで

すが、頑張って作業を行っていただいています。水分補給、汗の始末、体調の変化に気を配り支援させて頂きます。

7月26日に女満別湖畔に潮干狩りに行ってきました。当日は晴れていましたが気温はあまり上がらなかったので、丁度良

い日和でした。参加した利用者さん達は受け付けでもらった袋を受け取り、ひざまで湖につかり砂をかいてシジミを拾ってい

ました。なかには袋に入りきらない程拾ってしまった人も・・・。受付の方の心遣いで拾った分全部いただけました。

帰りに道の駅「メルヘンの丘女満別」に寄り、皆でソフトクリームを食べました。

各自それぞれ自分で注文し美味しそうに食べていました。

スタッフもいっぱい楽しませていただきました。

ありがとうございました。

自立訓練（生活訓練） 髙橋 治仁

皆さまこんにちは！いよいよ夏も終盤に入って参りました。

ジメー～～…とする気温が続いた時もあり、すてっぷ内では「暑くてバテるよ～」なんて声もちらほらと聞

こえておりましたが、利用者さん方は暑さにもめげず、しっかりと作業に取り組んでおられました„＾＾‟

また、７月のイベントは潮干狩りが行われ、当初予定していた日程の日は雨天により他の日時に延期に

なった為、がっくしと肩を落としていた利用者さん方ですが、日を改めて７月２６日に潮干狩りが行われまし

た！

晴天と暖かい気温にも恵まれ、とても潮干狩り日和だったのではないでしょうか。

昨年は残念ながらしじみが一個も採れずにという結果でしたが…今年はなんと！！“袋いっぱいにしじ

みを詰めて！”という結果に終わり、利用者さん方が“大満足！！”と思って頂けていたら良いなと思いま

す。

ある利用者さんは「しじみパン作るぞ～笑」と冗談交じりで、またある利用者さんは「家族が喜んでくれ

た！」ととても嬉しそうに報告をしてくれました„＾＾‟

潮干狩りに行けなかった方も、北見YMCAさんのサーモンキャンプに参加など、それぞれで夏を満喫して

いたのではないでしょうか„＾＾‟

そしてお待ちかね、８月のイベントはカラオケに行きます！“どんな歌を歌おうかな～♪”と、今から選曲

の準備をしておくのも楽しくて良いかもしれませんね„＾＾‟

就労継続支援B型 荒谷 晴日

就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練）

７月の利用状況

「あった～？」

「うん！たくさんあ

るねえ～」

「楽しいねえ～」



担当 ： 近井　修

１日平均

0回

先　月

0回

0回

1.2回1.3回

先　月延べ回数

　営業日数　　　　　３１日
　総人数　　  　　　　４人
　全体平均　　　　１．３回

居宅介護

通院介助

行動援護

重度包括

1回

37回

１日平均

0回

0回0回0回

0回

41回

0回 0回

0回

83回 2.46人

2.06人

先　月

0.96人

2.67人

先　月

29回

74回

0.8人

　営業日数　31日　　総人数　181人  　全体平均　5.8人　　　　　

移動支援（身体なし） 73回 62回 2.35人

延べ回数

移動支援（身体あり） 25回

移動支援 (重度障がい)

ご無沙汰しております！

こちらでお世話になり早３ヶ月、先輩方のあたたかいご指導のおかげで、ようや

く仕事にも慣れはじめてきた所でございます。

さて、７月は北見ぼんち祭りが開催され、こちらに利用者の皆さんと参加をさせ

て頂きました。

初日の仮装盆踊りを一緒に眺め、とても楽しそうな様子で踊りの真似をしており

ました。

祭りの醍醐味と言えばやはり屋台！焼き鳥やヨーヨーすくいなど、様々な出店を

堪能していました。

…が、焼き鳥を買うのに３０分！よく根気よく待っていたなあと感心し、それで

も皆さんに喜んでいただけたのであれば何よりかな？と思うイベントでした。

担当 菅波 大輔

７月の利用状況

北海道の短い夏を満喫中の行動援護の利用者さんとスタッフ！！

週に１回のペースで常呂の常南ビーチでリゾート気分を味わったり、

丸瀬布の｢いこいの森｣、紋別の｢とっかりの湯｣、網走で護衛艦を

見たりと、とっても楽しんで来ました♪♪

もちろん、遊びに行っているばかりではありませんよ～！！

ウオーキングやプールで体力作りをしたり、就労に来ている利用

者さんに混ざって作業訓練なども頑張っております（*^_^*）

担当 寺澤 絵奈

７月の利用状況



担当 ： 青山 尚実

担当 ： 鈴木　敦子

67 18
27 12
36

7.2
3.88.5

39 28
4.59.8

6.4 6.8 12

19
11.5 8.8

46 39 35 41

　営業日数　31日　　総人数　282人  　全体平均　9人　　　　　

11.8

3647
13.48.2

9.6

　営業日数 22日　総人数　230人  全体平均　10.45人　　　　　

(先月)

平均利用人数 9.5

9

利用のべ人数 38

11.75 10

(先月) 36

47

11.25

51

5540

42 45

11

月 金火 水 木

12.2 10.2

500

61

10

10.5

さあ、夏休みに入りました！今年も朝からほくおうハウスは賑やかです！！

いつもの顔ぶれから、ほくおうハウスに初めて来る子まで、たくさんの子ども達がワイワイと楽しく活動しています。

お昼ごはんを食べるときも賑やか賑やか…「まだぁ～？おなかすいた～」

「あー！つまみ食いしてるー！」などなど₡“いただきます”を言うのも一苦労といったところでしょうか？

午前中の賑やかさから打って変わって午後はいつものほくおうハウスに…

なみきハウスにごっそり遊びに行ってしまいますし、移動支援に行く子も…

たくさんの子ども達に囲まれていたのにいっきにいなくなるのでちょっぴりさみしく感じたりします…

でも、のんびりも楽しいです（！？）

暑い日が続きますが、体調管理を忘れずに楽しく夏休みを過ごして元気に学校に行きましょう！！

夏休みに入り、毎日子どもたちがいっぱい来ていて賑やかななみきハウスです（●＾o＾●）

先日、夏！！という事で、虫取りに行ってきました（＾◇＾）

ほくおうハウスの奥に南ヶ丘公園という場所があるのをご存知ですか？？

初めて行った公園だったのですが、初めての場所ということもあり子どもたちは大喜び！！

チョウチョやバッタ、トンボを追いかけ回って捕まえていました（●＾o＾●）

捕まえた虫は、最後に放してあげたのですが、デイのスタッフはみんな虫が大嫌いなんです！！

へっぴり腰で逃がしている姿を見て、子どもたちが逃がしてくれました(^O^)

本当はクワガタを捕まえたかったのですが、なかなかいないものですね((+_+))

子どもたちはチョウチョで喜んでくれたのですが、クワガタを取らせてあげたかったなぁと思うスタッフでした(:_;)

７月の

利用状況

７月の利用状況



   利 用 料 金
       （金ちゃん）

担当　野口　富弘

（ １ 金ちゃん　１ 円 ）

0 0
1

55,500
0

0
1,800

合         計 11 36
0預　か　り　支援 0

移　送  支  援

お　掃　除　支　援
ホームヘルプ支援
買 い 物 支 援
入  浴  支  援
宿  泊  支  援

0
1
0

8,500
42,000

41 3,200
0

たすけあい昼間支援 0 0 0

利 用 回 数

4
14
17

人数

5

先月は過ごしやすい日が続いていたと思いますが、今この原稿を書いている時間は猛暑！！

本格的な真夏日が８月は続きそうな予感がします＾＾。

さて、先月の地域たすけあいサービスですが、移送支援のご相談や宿泊支援などのご利用についてな

ど様々なお困りごとの問い合わせがありました。

今後もすべてに対応できるわけではありませんが、とむての森スタッフとボランティアの皆様と協力をし

ながら解決していければと思います。

また、とむての森本部周辺の美化支援活動を行っていく予定もございますので、ご協力いただける方は

是非ご参加ください。

内容については、地域のゴミ広い活動や塀の色塗り、庭の清掃などを考えております。

詳しい日程については、メールやＨＰ、ブログなどに掲載いたします。

興味のある方は是非ご覧になってください。

＊扇風機、冷風扇をありがとうございました！！！

まだまだ扇風機は募集しています！

よろしくお願いいたします。

＊移動支援事業所「とろっこ」より・・・

★ティーボールゲームで使用するための「野球用のベース」、またはベース の代わりに

なるようなものをお持ちの方はいませんか？

＊継続して下記の寄贈をお願いしております。よろしくお願いいたします。

・トイレの芳香剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、各種洗剤、ゴミ袋（北見市指定・透明）

●ワイン樽をお持ちのご家庭はありませんか？

●使用可能なランプをお持ちの方はいらっしゃいませんか？

●送迎用の車、軽トラックなど、車両の寄贈もお願いしています！！

７月の利用状況

お願い



　　担当　　　向井　章人

皆様こんにちは！

２０１０年ワールドカップ！南アフリカ大会がとうとう終わりました。

日本代表をはじめ、各国のスーパープレイをしかっりと目に焼き

つけることができ、いい思い出となりました。

私自身は寝不足の日々が・・・。

さて、Ｓａｒａｓａでは７月１７日から北網圏文化センターで行われている

ミロの展示会にあわせてパエリアとガスパチョを提供中！！８月２２日までの期間限定ですので、この機会

に是非ご賞味いただければと思います＾＾！。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

パエリア 単品 １人 ９００円 セット（ガスパチョ付き） １人 １２００円

２人 １２００円 ２人 １４００円

ガスパチョ 単品 ４００円 スペインワイン グラス（赤・白） ４００円

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

新メニュー情報！！

No1. 今が旬のズッキーニのカレー！！
ズッキーニはイタリア特産の夏野菜。

最近では、日本でもよく緑や黄色のズッキーニを見かけますね。でも、原産地はメキシコなんです！

ヨーロッパには１６世紀ごろに植民地活動によって持ち込まれ、１９世紀後半にイタリアで改良され、今

の細長い形状の形になりました。

是非、この夏の間に低カロリーで、ダイエットにも向いている『イタリア特産のズッキーニのカレー』を

召し上がってください！！

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆

イタリア特産のズッキーニのベイクドカレー ８００円（セット１１００円）

※セットにはコーヒー・サラダが付きます

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

No2. Ｓａｒａｓａの鹿肉バーガー！！

ヨーロッパでは鹿肉は高級食材として取り扱われております。

エゾ鹿肉は害獣として取り扱われていますが、高級食材として注目を浴びており、とむての森ではたくさ

んの方々に、この地域食材を代表する鹿肉を食べていただきたいと思っております。

第１弾としまして、エゾシカファーム様から取り寄せさせていただいている鹿肉を使った、ハンバーガー

をご提供いたします。

独特の癖や臭みを上手に消し、低カロリーで高タンパク、アレルギーをお持ちの方にも食べられるナチュ

ラルフーズを、是非召し上がっていただきたいと思います＾＾！

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

Ｓａｒａｓａの鹿肉バーガー！！ 予定価格６００円（自家製ピクルス付き）

※テイクアウト対応可

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

北見市公園町１６６－２９

TEL/FAX 0157-33-1165

http://www.sarasa@ikidane.com

定休日 火曜日



（７月３１日現在）

金丸　多美子　様 石原　文子　様 片平　勝也　様
林　順子　様 山下　朋子　様
上田　みつ子　様 江尻　明美　様

（７月３１日現在）

武井　雅映　様　 トマト
石塚　一也　様 ティッシュ・洗剤

小椋　利枝　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・水切りかご・メロン・きゅうり
下澤　映子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー

宮林　幸子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー・冷風機・麦茶

上村　裕子　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー

木村　みちよ　様 アイスメーカー

黛　和美　様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー
西川　美夕紀　様 扇風機
村井　玄さんのご祖母様 トイレットペーパー・ティッシュペーパー
中村　善教　様 メロン
コクヨ北海道販売㈱　様 大判アートポスト紙　630枚

平成22年度も多くの皆様のご協力をいただいています。 ありがとうございます！！

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。

いつもあり

がとうござ

います！！

今月は、いよいよ“石窯作り”が始まります。

有志を募り、スタッフや利用者さんに声をかけたところ、数名が名乗りを上げてくれ、８月

より作業を開始することになりました。

設計や施工はパン屋さんのスタッフが中心となって活動しますが、完成品の運用は自立訓練

の利用者さんとスタッフにやってもらい、その製品をパン屋にて販売します！！

自立訓練の利用者さんから製品を卸してもらう形となるので、窯の管理は“とむての森”に

なります。

経過報告は次回より、掲載していきますので、ご覧になって下さい。

さて、７月の下旬に蛯子陽太さんの“猫”の絵を使ったバーガー包装紙が完成しました！

印刷した枚数は3000枚で2種類の色があります。

8月の営業より使用する予定ですので、ぜひご来店下さい。

次の印刷の時期には、デザインを公募して、

他の利用者さんが描いたものと併せて選考し、

決定しようかと考えています。

蛯子陽太さんに続き、第2の

作家さんがデビューするかも！？

担 当 ： 伊藤 栄一



              
             
               　
      
      

公園

お仕事体験

公園

お仕事体験

公園 プール

17 18

2523 24

プール

本屋さんに
行こう

（５００円）
公園

29

実験をしよう

風船バレー

30

工作 プール

プール

9

2

11

16

3

10

4

公園紅葉狩り

1

5 7

13

薄荷記念館に
行こう

19

6 8

15

22

捏に行こう
（３００円）

プチ鉄火丼
作り

（100円）

ホットケーキ
作り

（100円）

21

14

工作

27

公園

ピーマン
肉詰め作り

（１００円）

2826

12

20

テーブル
ゲーム

★なみきハウス★ ★ほくおうハウス★

（児童デイサービス事業所「にんぐる」） （日中一時支援事業所「つくしんぼ」）

住所 〒090-0012北見市並木町５３９番地の２６ 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

★ふれあい＠とむてホーム★ ★小さな森の焼きたてパン屋さん★

本部・ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」 就労支援事業所「すてっぷ」

移動支援事業所「とろっこ」・ふれあいホーム「のびのび」 （就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練））

地域たすけあい＆とむてサロン「きっじゅ」 TEL/FAX   ０１５７－２２－８７７２

住所 〒090-0015北見市公園町１６６番２５

Eメール tomute-m@agate.plala.or.jp ホームページ http://www12.plala.or.jp/tomute 

TEL   ０１５７－３２－８７１５ FAX   ０１５７－３２－８７１６

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

★Curry&Bar「SARASA」★ ★しゅんこうハウス★

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」（自立訓練（生活訓練））

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

おもちゃ消毒

15:00～15:30

窓ふき15:00

～15:30

● とむての森は㈱ポスフール 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。ポスフールで買い物をして、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。

特定非営利活動法人 とむての森

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。

● 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、ふれあい＠とむて

ホームに「夢の自動販売機」を設置しています。

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で

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、ふれあい＠とむてホームにお越しの際は、ぜひご協力をお願いいたします！


