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送迎車…どなたでもご利用ください。 

直方駅発   １０：１５ つむぎの里行 

つむぎの里発 １４：１５発 直方駅行 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新館が完成し、会場を移しての初めてのおまつりとなります。テント

の配置から全部作り上げ、みんなでメジャー片手に現地確認を重ねてき

ました。まつりのコンセプト「みんなで企画・みんなで準備・みんなで

参加」を今年も掲げ、実行委員会を開き大いに盛り上げようとステージ

企画や販売の準備を頑張っています。 

     

 

① 野外企画（ステージ出演者） 

☆泉翔太鼓  中泉地区を拠点に活動中。迫力ある和太鼓の演奏をお楽しみ下さい。  

☆キッズダンスショー Tappy  

 直方市にあるジャズダンス、・タップダンス・ヨガ・ボイス・ヴォーカルト

レーニングの教室の皆さんによるステージです。エネルギッシュなステージに

乞うご期待‼ 

☆エプロンシアター  

おもちゃ図書館のおがたのスタッフ3 人組です。何が出てくるかお楽しみに‼ 

☆つむぎの里盛り上げ隊 

メンバーさんと職員がおかしを配りながら会場内をねり歩きお祭りを盛り上げます 

201３・１１ ＮＯ.１０６ 
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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 

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 
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☆もちつきショー 

  力自慢の人もかけ声だけの人もみんなでもちつき。どなたでも参加OK♡♡ 

☆ふれあいコンサート 

会場内の皆様とつむぎの里全員によるコンサート。♬いっしょに歌いましょう♬ 

 

② バザー企画 

♣夢ポケット ・・・ 定番クッキーを始め、人気の各種ロールケーキ

（抹茶、ココア、プレーン）できたてほやほやの

メロンパン、あんぱんを販売します‼ 

どうぞこの機会をお見逃しなく‼ 

♣サンフラワー ・・  今年もみんなで取り組んでいます。『はたらく仲間のカレンダー』 

アロマキャンドルの販売に是非ご協力下さい‼ 

♣きらら   ・・・  つむぎ農園で丹精こめて作った野菜です♡ サツマイモ 大根  

ぎんなんを販売します。 

♣児童デイ ・・・・  ヨーヨー釣り、的当てゲーム、くじ引きを用意しています。 

ハズレなしでお菓子やおもちゃが当たるので、是非来てね♡♡ 

 

♣保護者・後援会 ・・ みんな大好き焼きとり（豚バラ、かしわ）を販売します‼ 

つきたてきなこもち、おろしもち、あんこもちを無料で配布 

 

 

③出店協力  

 ☆Ai ビーズ：皮ひも、天然石、スワロフスキーを使用したおしゃれなアクセサリーを 

新館で常設販売しています。（ネックレス・イヤリング・ピアス・指輪・ストラップ） 

 

☆弁天： うどん・かしわごはん・からあげ・コロッケ・ソーセージ・ポテト    

飲み物他 

 ☆ガーデナーみな： 花苗・花鉢植えなど 

 

 ☆なおみの会 ：焼きそば、チヂミ 

☆ 誠愛学園 ：ホットコーヒー、スイーツデコ      

（デコレーションされた雑貨） 

☆ 虫の家  ：コーヒー、紅茶 

☆ 飯塚伝説ホルモン（移動販売車）：ホルモン丼など 

☆ つむぎの里 ：福島応援グッズマグネット  

缶バッチを販売します。 

QＳＫ（つむぎ通信 ＮＯ．１０６ ）１９９７年９月１８日第三種郵便物承認 通巻 ４８１０ 号 ２０１３ 年 １２ 月１１日発行（日刊） 

http://1.bp.blogspot.com/-s5sqbuyTLkA/UWgWbDG7WiI/AAAAAAAAQC0/GRdjpGfs6YU/s1600/food_melonpan.png
http://3.bp.blogspot.com/-xjgXW2H9j8w/Ufj1H3NmPAI/AAAAAAAAWms/x4pzViOhArU/s800/roll_cake.png
http://4.bp.blogspot.com/-3mFKdAxbTJw/UYns_SrYySI/AAAAAAAARcA/njasls5b33Y/s800/omatsuri_chouchin.png
http://2.bp.blogspot.com/-6y62qBY15ps/UO-b6KzobVI/AAAAAAAAKsQ/zIzXU7yRtwc/s1600/plant_monstera.png
http://4.bp.blogspot.com/-L2GCg45hSWs/Uab3lY_PAwI/AAAAAAAAUPY/zfVMfahjMJY/s800/flower_cyclamen.png
http://4.bp.blogspot.com/-TwBofqnWE2Y/UPzH8DYHIzI/AAAAAAAAK0A/vkmD-RB8qlM/s1600/gardening.png


3 

 

 

 

 

 

 10 月に県内最大規模のスイーツイベント『福智スイート大茶会』へ行ってきました。お

いしそうなスイーツがたくさんあって、どれにしようか迷ってしまいました。 

 その日に参加した添田耀子さんの感想文です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あそびむしクラス 

 

11 月 2～3 日、直方市市民文化祭に作品を出展しました。夏休

みから取り組んできた恐竜の作品です。針金やラップの芯を使い、恐

竜の手、足が動くように工夫しました。今にも動き出しそうな恐竜た

ちにワイワイがやがやしながら、楽しくできました。 

 11 月23 日（祝）は、年に１度の大イベント！「ふれあい広場 つ

むぎの里2013」が開催されます。今年から、新館側に会場を移して

行いますので、プレイルームは閉めますが、毎年好評だったおもちゃ

図書館のおがたの出前おもちゃルームはテントに場所をかえてします。

また児童デイのスタッフによるヨーヨー釣りや的当てゲーム、くじ引き等（1 回50 円、ハ

ズレなし、おもちゃやおかしなどがもらえます）をします。とても楽しい企画となっていま

すので、ぜひお越しください！ 

 

（清水・山下） 

 

 

 

 

 

居宅介護事業・移動介護事業 
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ケアホーム・グループホーム事業 

きょうされん全国大会（福島県）に参加して   

はじめてふくしまへいきました。 

つなみやじしんで、家がこわれることは、いままで、けいけんしたことがありませんでした。 

家やふねが流されていて、びっくりしました。 

テレビでみていたがれきを、じっさいにみました。くるま、もくざい、コンクリートの家

もながされて、ひっくりかえっていました。 

なみえまちは、だれもいない町になっていて、びっくりしました。ひなんした人は、どう

しているだろうかと思いました。かせつにすんでいるひとは、きのどくだなぁと思いました。 

 これからもいろいろあるとおもいますが、とうほくのみなさんが、たのしくすごせたらい

いなぁと思います。                          照岡定信          

 

～生活介護事業～ 

～ブランコに乗って、ゆ～らゆら～ 

  あっという間に、今年も残り 2 か月。日中も過ごしやすい気候になり、サンフラワーメ

ンバーも運動モードに突入です。今回は、児童デイのプレイルームをお借りして、みんなで

ブランコに挑戦しました。 

最初は緊張していたメンバーさんも、ゆらゆらした感覚に徐々に慣れてきてリラックス。気

持ちよさそうに背伸びをしたり、ニコニコ笑顔になったり、とっても楽しまれていました。                       

（川邊） 

 

～生活介護事業～ 

 

 

年に一度のメーンイベント、「ふれあい広場２０１３」がいよいよ近付いてまいりました。

夢ポケットからは、毎年即完売御礼の「焼き立てパン」や、「ロールケーキ」「クッキー」

「マフィン」等の焼き菓子を販売致します。メンバーのみんなも、ふれあい広場で少しでも

多くのお客様に食べてもらえるようにと、クッキー製造に励んでいます。また、「つむぎの

里もりあげ隊」として、来場して頂いた皆さんに感謝の気持ちを送ります。（岡松） 

サンフラワー 

夢ポケット 

ケアホーム・グループホーム事業 
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事務局たより  
 

            ご寄付いただきありがとうございました 

                        小國ヒロ子様 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉まつりに出店しました  

 10 月27 日（日）直方社協主催で恒例の福祉まつりが直方市民体育館で開催されました。

当日は好天に恵まれ、今年も後援会こだわりの「うどん」を出店しました。

今年、初めてボランティアで参加してくれた真弥さん、鈴珠さんも笑顔で

接客してくれおかげさまで１２０杯のうどんが12 時半には完売しました。

「おいしかった」と２杯目を食べて下さる方もおられたほど好評でした。 

 

後援会だより 

 社会福祉法人 嘉穂の里 さくら学園・第２さくら学園施設見学を終えて 

 緑が多い小高いところでゆったりとした敷地の中にさくら学園と第２さくら学園がありまし

た。 

大きな施設で定員が50 名と30 名の入所施設です。ケアホームも３つ運営されておりバーベ

キューや、運動会、お祭り、外出など行事も多くて、旅行は3 グループに分けて行先も違うそ

うですが、可能なグループは韓国まで行かれたこともあるそうです。費用は施設もちだとか…

驚きました。 

 食事中の食堂にもお邪魔してきましたが、あちらこちらで利用者の方々のたくさんの笑顔を

見ることが出来て楽しそうでしたよ。 

 また、施設内の掲示物は職員さんの手作りでユニークなものがたくさんあり、職員さん達の

挨拶や対応も丁寧で気持ちの良いものでした。 

 ちなみに男性の方の入所はいっぱいですが、女性の方は少し空きがあるそうです。 

 今後、グループホームや第３さくら学園もお考えだとか・・・素晴らしいですね。 

数年後にもう一度お邪魔してみたい・・・そんな風に感じた施設でした。 

 

後援会副会長  尾上明子 
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学習会のお知らせ 

 
第１回学習会を下記の日程で行います。 

 障害者支援センターすきっぷ センター長の丹下優子さんを講師として

お招きしています。 

「成年後見制度」について基礎的な知識を始め事例をあげながら、具体的

にお話していただきます。是非この機会に一緒に勉強しませんか。 

 

                   記 

●演題：『成年後見制度』について 

●日時：１１月２１日 （木） １部 １０：３０～１２：００ （講演） 

               ２部 １２：００～１３：３０ （食事会） 

●場所：つむぎの里  プレイルーム 

 

※ 申し込み方法：つむぎの里（山下）までご連絡ください。締め切り １５日（金）まで 

            ℡ ０９４９－２８－２３６７（つむぎの里） 

以上 

 

 

正会員  和田明美様  水上和子様 

 

賛助会員 藤田正法様  野口宗起様（2５年１１月５日現在 ） 

 

 

 

 

 

正会員 6000 円    賛助会員 3000 円 

 

 

 

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  《TEL０９２－２９２－４３１１／FAX ０９２－２９２－４３１２》 

引き続き 2５年度後援会の継続、入会をお願いします。 
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