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送迎車…どなたでもご利用ください。 

直方駅発   １０：００ つむぎの里行 

つむぎの里発 １４：１５発 直方駅行 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つむぎの市」をあらため、「ふれあい広場 つむぎの里」を開催して

お陰様で今年で6 年目になります。地域の方々、そして関係者の皆様

に支えられ、毎年このお祭りを開催できることを感謝しつつ盛り上

げようと利用者の皆さん、保護者の皆さんと力を合わせてステージ

企画や販売の準備を頑張っています。 

また祭りのお楽しみ大抽選会ではたくさんの関係業社の方に豪華

景品をご協力いただいています。 

     

① 野外企画（ステージ出演者） 

☆ 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‼ 

☆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。  

☆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 

 今、大ブームの妖怪ウォッチのダンスを会場の皆さんと一緒に盛り上げていきます 

☆もちつきショー 

  大人も子供もみんなでもちつき。力自慢の人もかけ声だけの人もどなたでも参加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。今年はアンパン体操を一緒にしましょう♬ 

 

201４・１１ ＮＯ.１１０ 
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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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今年も関係業者の皆さんにご協力いただき豪華協賛景品

をたくさんご用意しています。今年は中抽選会、大抽選

会の2 回に分けて抽選会を行います。 

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）、シフォンケーキに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 ・  今年はメンバーさんが描いた絵をタオルにし販売します。 

メンバーさんの思いがこもったタオルです。是非お買い求め下さい。

毎年恒例の『はたらく仲間のカレンダー』も販売しています。 

♣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 

ペットボトルのお茶も販売します。 

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  ☆ 虫の家  ：コーヒー、紅茶 

 

☆ 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） 

 

☆ 小さなカレー屋さん（移動販売車）：カレー・フランクフルトなど 

 

☆ ダイレクト：新鮮野菜＆果物 

 

豪華協賛景品があたる‼ 
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今回は、※1重度訪問介護サービスをご利用いただいてるＫさんを、Ｋさんの担当ヘルパー

からご紹介いたします。 

Ｋさんは、火・金曜日は、地域活動センターを利用されており、その他の曜日に入浴や食

事、通院などの日常生活支援のため、重度訪問介護サービスを在宅でご利用されています。                 

（前田） 

※１（対象者）重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時

介護を要する障害者。（サービス内容）居宅における入浴、排せつ、食事の介護、その他生活全般にわたる援助、外出時にお

ける移動中の介護など 

 

★ヘルパー日誌★ 

週に１回外出を一緒にさせていただいています。Ｋさんの要望により、戸畑イオンや直方

イオンに出かけています。直方イオンでは 散髪をしてもらいスッキリされ 大好きなとん

こつラーメンを食べ、デザートにソフトクリームを嬉しそうに食べられていました。ペット

ショップへ行くのを楽しみにされていて、子犬を見て「かわいい～」といつも

と違う表情をされ Ｋさんを見ている私も笑顔になります。 

週１回の外出をとても楽しみにされていて、私もうれしく思います。 

これからも、利用者さんに合わせたサービスを提供できるようがんばります。 

  

                   （渡邉） 

 

～ 児童デイサービス事業～ 

 

日増しに寒さが身にしみるようになりましたが、子供たちは天気の良い日は外で元

気に鬼ごっこをしたり、かくれんぼをしたりと楽しく過ごしています。 

今年も夏休みに子供たちが意見を出し合い、「自分たちだけの人生ゲーム」を作

りました。そんな人生ゲーム作りでは、内容作成でありえない賞金金額を書く子や、

折り紙や空箱を使って幻のゾウ作りに励んだ子、ペットボトルのフタをつなぎ合わせて

コマにする車を作った子など、子供達の個性がそれぞれ出ている作品になっています。 

 そして、年に１回のつむぎの里の大イベント、「ふれあい

広場 つむぎの里 ２０１４」が今年も11 月23 日（祝）

に開催されます！！児童では去年大好評だった、１回５０円

の的あてやヨーヨー釣り、スーパーボールクジをします。児

童スタッフも気合を入れて接客します（笑） ぜひ、遊びに

来てくださいね。（清水） 

 

居宅介護事業・移動介護事業 

あそびむし 
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ケアホーム・グループホーム事業 

                                     

10 月6，7 日なのはな荘の旅行に行

きました。 

ハーモニーランドでは、午前中はパレ

ードを見て午後からハッピーバースデ

ーショーに参加しました。誕生月の人

には特別ステージでお祝いをしてもら

えるイベントがあり、お誕生月の水上さん、植松さんも参加しステージでお祝いをしていた

だきお二人とも大変喜んでいました。 

当日曇り空で雨が降らないか心配していましたが、何とか1 日お天気も

もち、楽しく過ごすことができました。別府港ロイヤル

ホテルに宿泊し、夕食は会席料理を美味しくいただきま

した。別の日程で行った日帰り熊本旅行では、新幹線で

熊本まで行き『レンガバス』で城めぐりを楽しみました。 

昼食は熊本グルメのタイピーエンを頂きましたが、 

麺が春雨でなのでとてもヘルシーですが、味はチャンポ

ン風なので、食べごたえがあり初めての食感でしたがおいしかったそうです。 

大分ハーモニーランド、熊本城めぐりのプチ旅行とも秋の気配を感じながらの素敵な旅でし

た。                                   （浅野） 

～生活介護事業～ 

布遊び～巨大な布で大波、小波～ 

 

寒くなってきたら室内遊びが大好きなサンフラワーグループ。今回、初

めて布遊びにチャレンジしました。部屋いっぱいの大きさの布を、みんな

で持って「いち・に・さ～ん！」 

ふわぁっと浮かせてすぐ縮めて、みんな

で大きな布のお部屋にすっぽり。 

次は、細かく布を揺らして小波。本物の

波のようで綺麗でした。 

そして最後は、大波！大きくて綺麗な波がみんなの上に、バッシャ～ン！！ 

ふわぁっとした風や、さらっとした布

の感触を味わいました。みんなのニッ

コニコの笑顔が見られました。                            

（川邊）    

 

 

 

サンフラワー 

ケアホーム・グループホーム事業 
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 ～生活介護事業～ 

 

 いよいよ「直方市障がい者施設 合同販売会」が行

われます！！ 

イオンモール直方 専門店街１階チューリップコート

（ユニクロ前）にて、１１月１５日（土）～１１月１

６日（日）１０時から１９時までです。１５日（土）

は、夢ポケットメンバーも販売に参加する予定です。 

そして、１１月２３日（日）には、皆さんお待ちかねの「ふれあい広場２０１４ つむぎ

の里」が行われます。夢ポケットからは、毎年即完売の焼き立てメロンパンとあんパン。各

所のおまつりでの出店や、バザー等ではすぐに完売してしまうロールケーキも、プレーン・

抹茶・ココアの三種をたくさん用意。いつもはプレーンしか食べた事がないという方も、是

非この機会に色々な味を食べてみて下さい。つむぎの里盛り上げ隊では、パンやクッキーを

食べながらステージを楽しんでもらえるように、みんなが一生懸命ダンスを練習しています。 

 イオン販売会、ふれあい広場。皆様のご来場を、心よりお待ちしています！！（岡松） 

 

～生活介護事業～ 

 

 

いよいよ秋も深まりました。10 月末に生活介護の

利用者の皆さんと秋の味覚さつまいも掘りを楽しみ、

ふかし芋にして食べました。「おいしい‼」と喜んで

食べてくれるみなさんを見て丹精込めてさつまいもを

作って良かったなぁときらら一同喜んでいます。 

今年の夏は雨の日が多く夏野菜の収穫も今一でした

が、ピーマンだけは異常に豊作でした。 

日頃からつむぎの里内外の営繕作業や環境保全に向けての除草、清掃作業又、きらら農園

での野菜づくりを続ける、きららの万年青年3 人ですが、先日久しぶりに温泉（方城ふじの

湯の里）に休養を兼ね、外出しました。ゆったりとお湯につかりのんびりした時間を過ごし、

至福のひと時でした。 

 

もうすぐふれあい広場も開催されます。畑には玉ねぎや高菜など

も植えたいと思っています。 

（大村） 

 

 

夢ポケット 

総務課きらら 
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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               

筑豊高校インターアクトクラブ様 

福祉まつりに出店しました    

  

 

10 月2６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。去年ボランティ

アで参加してくれた真弥さん、鈴珠さんが今年もお手伝いしてくれ１２０杯のうどんが完売

しました。 

 

 

今年から広報活動の一環として「ふれあい広場 つむぎの里２０１４」でつむぎの里後援

会のしおりを来場者の皆さんにお配りし、入会コーナーを設置します。是非この機会に後援

会活動を知ってもらい、つむぎの里をこれからも支援していただく為に後援会へ入会をご案

内します。 

平成26年度後援会・継続・入会ありがとうございました 

      澤向庸夫 添田耀子 浅野ゆかり 和田明美 大島九州男後援会 

      山下敏夫  

 

      山口幸子 梶栗由利香 西口富士子 香田真澄 篠原恭子 添田恭弘 

      小野政江 

      小國ヒロ子 添田耀子 

                 （順不同 敬称略 平成26 年9 月～10 月） 

 

 

 

いつも会員の皆様には、ご支援、ご賛同いただき感謝申し上げます。 

どうぞ平成26 年度も引き続きつむぎの里支援として、会員のご継続お願い

申し上げます。 

正会員 6000 円    賛助会員 3000 円 

 

 

 

後援会だより 

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２６年度後援会の継続、入会をお願いします。 

事務局たより  

正会員 

賛助会員 

カンパ 

お知らせ 
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