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「つむぎの市」を改め「ふれあい広場 つむぎの里」として再開したお祭りも

今年で4 回目となります。 

昨年はあいにくの雨の中での開催となりましたが、テントを張り合わせ、小さな商店街のア

ーケードをくぐるような感じで、参加して下さった方々と顔の見える距離でやり取りができ、

雨のお祭りもこじんまりとして良い雰囲気で終えることができました。 

 今年は晴天の中での開催を期待しながら、つむぎの里の利用者、保護者、後援会、職員一

同はりきって準備をしています。 

 みなさんのお越しを楽しみにお待ちしています。ぜひおいでください‼ 

 

 以下各部のPR 企画です。                          

                                          

  

サンフラワー企画 

 

今年は「仲間のうたカレンダー」の販売に力を入れています。全国の仲間のみなさんが心を

込めて描いた力作のカレンダーです。 

どうぞ皆様この機会にお求めください。 

 

夢ポケット企画 

定番のクッキーに人気商品のロールケーキにラスク、他販売。今年はパンプキンマフィンを

販売します。メロンパン、あんぱんは随時焼き立てを販売しますので、どうぞお召し上がり

ください。ラスク、各種クッキーの試食があります。 

QSK（つむぎの里NO.１０１）1997 年9 月18 日第三種郵便物承認 通巻４４５２号 2012 年 12 月18 日発行（日刊） 

201２・１１ ＮＯ.１０１

はじめての方も なつかしい方も ゆっくり流れる時間の中で出会いたい 

今年もみんなで企画・みんなで準備してお待ちしています 

どうぞ おいでください 

当日は送迎バスがでます‼（つむぎの里送迎車） 

送迎車…どなたでもご利用ください。無料 

10：00 発   直方駅前→つむぎの里（1 本） 

14：00 発  つむぎの里→直方駅前 （1 本） 

※西鉄バス⑦11：40 発 直方バスセンター （有料） 
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児童デイ企画 

『おもちゃ図書館のおがた』のスタッフのみなさんのご協力のもと今年もプレイルームを

開放します。沢山のおもちゃと折り紙や絵本もあるので、遊びに来てください。 

保護者企画 

 きなこ・おろし・あん・しろもちの4 種類のおもちをつきます。今年は量を増やしてつき

ます。出来上がり状況をお知らせする看板や「できあがり」のプラカードで会場内をまわり

ますので、つきたておもちをどうぞ召し上がってください。 

後援会企画 

 みんな大好き‼「やきとり」を販売します。豚バラ、かしわの2 種類を焼きます。お楽し

みに。 

お楽しみ抽選会 

ご来場のみなさんに、受付で抽選券をお渡ししますので、その時1 回目のくじを引いてく

ださい。掘り出し物があたります。2 回目は午後1 時30 分から出店や関係企業のみなさん

より提供していただいた商品や買い物券があたります。豪華景品があたりますので、お楽し

みに☆☆☆ 

出演協力 

泉翔太鼓：地元、中泉地区のみなさんによる和太鼓の演奏です。今年初めての出演となりま

す。ダイナミックな和太鼓のひびきをお楽しみください。 

 

手作り人形劇  ：今年もおもちゃ図書館のおがたの「とんとんトリオ」のみなさんによる

愉快な楽しい人形劇。息のあった軽妙なやりとりをどうぞお楽しみに‼ 

GG137＋（カルテット）：地元、中泉地区で幅広く活動されている音楽をこよなく愛する

メンバーさん達で構成されているサックスのカルテットです。 

木かん管楽器の奏でる素敵な音色をどうぞお楽しみください。 

Fantastic
ファンタスティック

  2
２

 ：コンサートのテーマは、 心
こころ

とからだを解き放て
と き は な て

 

        ～うたは人権
じんけん

・平和
へ い わ

のメッセージ～           

        感田小、北小に勤務する芦谷先生、田中先生のお二人によるコンサートで

す。「へたでも平気、元気に歌え‼」をモットーに歌う事を楽しんでいる

お二人です。人と人とのつながりをテーマにした心温まる歌です。会場の

みなさんと一緒に歌えたらいいなと思っています。お楽しみに☆☆☆ 

出店協力 

◆Ai ビーズ ・・皮ひも、天然石、スワロフスキーを使ったおしゃれなアクセサリーです。

夢ポケット常設で販売しています。 

◆弁天・・  うどん、かしわごはん、からあげ、コロッケとってもおいしいです。 

昼食にどうぞ‼ 

◆ガーデナーみな・・色とりどりの季節の花苗、花鉢などたくさんあります。 

◆虫の家・・こだわりのコーヒー・紅茶を販売します。一度お試しください。 

◆なおみの会・・コーヒーで一息。入れたてコーヒーをお召し上がりください。 
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サンフラワー 

夢ポケット 

 

～生活介護事業～ 

 

澄みきった青空が心地よい日、待ちに待った芋掘りをしました。 
きららの畑に植えてもらった苗を、毎日のように観察して、収穫を楽しみにしてきました。

なかでも、健さんと晶子さんは、お互いを「いも」と呼び合うほど芋が大好きな芋仲間です。 

大きな芋を光さんが掘ると、健さんは「おお～～」っと歓声をあげ、晶子さんは笑いが止ま

りません。顔の大きさくらいある芋を分けてもらい、‘簡単スィートポテト’を作ってみまし

た。きららのメンバーさんが、大事に育ててくれたお芋の味は格別！おいしかった～～～！！         

（宇都宮） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            ～生活介護事業～ 

 
クッキー販売が苦戦する中、９月より飯塚市本町商店街沿いの「ｈｉｂａｒｉ ｃａｆｅ 

点」様（飯塚市本町13-8）にて、クッキーを販売して頂けるようになりました。 

「ｈｉｂａｒｉ ｃａｆｅ 点」では、毎日美味しいお弁当を手作りされ、本町を行き交

うお客様に大人気との事です。「お弁当に負けずに夢ポケットのクッキーもたくさん売れれば

良いね」と、メンバーみんな張り切ってクッキー作りを頑張っていますので、飯塚に行かれ

た際は、是非お立ち寄り下さい。 

いよいよ来月、ふれあい広場が開催されます。夢ポケットでも焼き立てパンやクッキーを

販売します。試食コーナーも用意しますので、皆さんのご来場をお待ちしています。（岡松） 

 

 

 

 

9 月に移動介護を利用し、福岡の

２階建てオープントップバス（屋根

のない）に乗ってきました。車椅子

でも乗車できることを確認し、福岡

の自然や風を感じながら、ドーム・

タワー・大濠公園を回る１時間のコ

ースを事前に予約しました。利用者さんは、てるてる坊主を作って楽しみにしていました。 

居宅介護事業・移動介護事業 
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そのおかげで当日お天気も良く、太陽の光を浴びながら気持ちよく乗車できました。感想

を聞くと、都市高速にあがるときは、ゼットコースターみたいだったので緊張した(~_~;)都市

高速の上は風が強くて目があけられなかったけれど楽しかった (ヽ^o^)丿と言われていまし

た。 

いつもとは違う福岡の街並みを味わって楽しい1 日となったようです。（前田） 

            

 

 

 10 月20 日～21 日にかけて大分旅行に行ってきました。 

20 日（土）は、ハーモニーランドに行き、あきさんはストロベリーカフェ（コーヒーカッ

プ）に乗ってとても楽しそうでした。「私、初めて乗った」と笑顔・・・。 

午後1 時からのパレードでは、華やかな衣装で踊るお姉さんやみんなが大好きなキティち

ゃんに手を振ったりしながら大いに楽しむことが出来ました。 

 ホテルさわやかハートピアみょうばん温泉に宿泊して美味しい料理をいただきました。楽

しい旅行となりました。                           （浅野） 

 

 

 

 

 

～ケアホーム・グループホーム事業～ なのはな荘  
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あそびむし学童クラス 

 

児 童デイサービス事業 

 

１１月３．４日は市民文化祭です！ 

気持ちの良い季節になりました。子ども達はまだまだ元気に外で遊んで

います。 

 さて、今年も市民文化祭の季節になりました。

子ども達は夏休みに制作活動として、作品作り

に取り組みました。今年は「おもちゃ図書館のおがた」のスタッフ

の皆さんと一緒に、手作り剣玉やカップタワーなどを作りました。

子ども達はシールやマジックを使って自分好みに作っていました。

中には隣のお友達の作品をのぞき込む子どもの姿などもみられまし

た。作品が完成してからは、それぞれ楽しんで剣玉やカップタワー

をしていました。剣玉においては、ただ入れるだけではなく、子ども達それぞれの「スゴ技!!!!!」

をあみ出し後ろ向き技や一回転技で玉をカップにいれていました。子ども達も自慢げにお友

達や先生達に披露して皆で楽しんでできました。カップタワーは一人ずつ順番に置いていき、

倒れないようにして次のお友達にタッチ交代！スリル感満点で子ども達もドキドキ、ワクワ

クしながら楽しんでいました。 

 その楽しんでしていた手作りおもちゃを展示します。子ども達が自由に楽しみながら作っ

たおもちゃをぜひ見に来てください。シールやマジックを使って自由に描いているので見て

いてとても楽しくなると思います。 

 

ユメニティーのおがた大ホールで１１月３日（土）４日（日）展示されます。 

どうぞご覧になってください。              （清水） 
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直方リハビリセンター見学報告 

 9 月１１日（火）に 8 名の参加で訪問しました。直方市上頓野にあり、「自立と社会参加

を支援する社会復帰施設で５０名の方が就労されています。事業はこんにゃく、おから茶  

つけ物加工 しいたけ栽培 お菓子つくり 検品作業 段ボール組み立て作業です。 

見学の感想 

・ 職員の方が意欲的であり利用者の方の作業がすごくよく出来ていた。 

・ いろいろなところがオープンだったのでとても気持ちよかった。 

・ わが子に行かせたいと思った。 

等、見学に行ってよかった。とのことでした。 

一般の方も利用できるレストランではいつでも商品を購入することができます。 

「直方市の福祉まつり」バザー参加報告 

10 月２８日（日）に直方市体育館で開催されました。後援会は昨年と同じ「うどん」バザ

ーで参加しました。たかが「うどん」ですが、打ち合わせや前準備は大変でしたが、当日は

保護者 7 名 ボランティア 1 名のみなさんの協力のもと１１３食を完売しました。とても

好評でその場でおかわりされた男性や、再度食べに来られた方が居られました。呼び込み係

りやそれぞれの分担など手際よくでき、うどん販売に関わりながらも体育館での舞台を見た

り他のバザーも楽しんだ１日でした。            （後援会会長津田ヒロ子） 

 

講演会（学習会のお知らせ） 

場 所   つむぎの里 

日 時   １２月11 日（火）１０：００～１２：００  

テ ー マ  親 業
おやぎょう

 ～伝えたり、受け止めることができるコミュニケーション～ 

講 師  土岐
と き

 圭子
け い こ

先生 

プロフィール  1935 年 福岡市生まれ 福岡市在住 

        九大薬学部卒 同大学院博士課程修了 薬学博士  

現在、親業訓練シニア、教師学上級講座、自己実現のための人間関係講座、 

看護ふれあい学講座等のインストラクターとして全国各地で講座、講演等活動 

著書：「教師学入門」～教師のためのコミュニケーション論～ 

執筆： 「親の教育力を育てるには」「悩める高校生像」 

    「コミュニケーション学入門」他多数 

全国各地で講座、講演活動を精力的に行われている先生です。ご多忙中にも関わらず講演会を快諾し

ていただきました。是非この機会に一緒に学びませんか‼ 素敵な1 日を過ごしましょう。 

 皆様の多数のご参加お待ちしています。 

連絡先℡ ０９４９－２８－２３６７ つむぎの里（後援会事務局 山下めぐみ） 

後援会だより 
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ご寄付、ご寄贈いただきありがとうございました。 

橋本啓子様  秦イチエ様  井エイ子様 

丸山様 ポータブルトイレ、小型耕運機、その他 

 

 

 

 

 

正会員 

エスエスエンジニア（株） 川原俊之 水上和子 大島九州男 

賛助会員   

 清水秀子 小國隆 覚知康博 大久保裕子 永冨理恵子 やすなが企画（有）西口富士子 

                      

（順不同 敬称略） (2４年８月～１０月) 

※前号で賛助会員の山田様の氏名に誤りがありました。山田之（誤）→山田喜之（正） 

訂正してお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

どうぞみなさま引き続き24 年度もご支援ください。会費というかたちのつむぎの里支援と 

して新規会員をお誘いください。 

 

                                           

編集 社会福祉法人 鶴林福祉会 つむぎの里 

 〒８２２－０００６ 福岡県直方市上境１４６７《TEL ０９４９－２８－２３６７  FAX ０９４９－２８－２３０１》  

年正会員費 6000円 年賛助会員費 3000円 （いずれも年間購読料を含む）定価１００円 

発行 九州障害者定期刊行物協会 

      〒８１２－００５４ 福岡市東区馬出2丁目２－１８  《TEL ０９２－２９２－４３１１・FAX 092―292-4312》 

 

事務局だより 

つむぎ通信の編集を引き継いで、今回でちょうど10 号になります。 

後援会会員や関係機関の皆様に日頃の活動をみていただく大切な通信だと思い、読みやすい

紙面つくりを心がけて編集しています 

これからもご支援くださいますようお願い致します。      （山下め・清水） 

編集後記 
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