新年あけましておめでとうございます
お陰様で昨年は全体として順調に運営がなされました。

今年は、介護報酬の切り下げ等厳しい状況が予想されますが、全員の力を合わせ、
乗り切る覚悟です。

また、グループホームと児童用新棟の建設についても具体的な段階に入っていきます。

つむぎの里

皆様の一層のご支援をお願いするとともに、ご多幸を祈念いたします。

社会福祉法人鶴林福祉会

会長 山下敏夫
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～生活介護事業～
ことしも
サンタがやってきた

～かわいいクリスマスケーキのプレゼント～
12 月 12 日(金)、訪問歯科診療でお世話になっているみずほ内科・歯科クリニックの川端理
事長が、かわいいクリスマスケーキを届けてくれました。いつも優しく丁寧に歯を診てくれ
る先生が、この日だけはサンタさんに変身！みんな大喜びでした。ケーキは、昼食後にみん
なでおいしく頂きました。
みずほ内科・歯科クリニック川端理事長、毎年おいしいケーキをありがとうございます(川邊)

夢ポケット

～生活介護事業～

新年明けましておめでとうございます。
昨年のイオンモール直方での販売会で
は、夢ポケットを知っているお客さん、知
らないお客さん、たくさんのお客さんに来
ていただき、
たくさん売る事が出来ました。
また、１１月２３日に行われました「つむ
ぎの里 ふれあい広場」でも、たくさんの
来場者があり、焼き立てのメロンパン・あ
んパンは即完売の大盛況でした。ありがと
うございました。
そして、１２月には１年の疲れを癒す、
みんなお待ちかねの「バイキング忘年会」に行ってきました。焼肉に寿司に揚げ物、最後は
ソフトクリーム・ケーキまで、笑顔が溢れっぱなしの忘年会でした。今年もみんなで頑張っ
て、おいしい商品を作っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。
（岡松）
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居宅介護事業・移動介護事業
☆ヘルパー日誌☆
Ｓさんに移動介護をご利用いただき、路線バスとＪＲを利用して、門司港レトロに行きまし
た。午後から出掛け、門司港レトロの夜景と町並みを眺める予定でしたが、風邪が強く、夜
景は無理ということで、明るいうちに乗船しました。船で飲もうとビールをお買いになった
のですが、波にゆられてビールは転がってこぼれてしまいました。こぼれたあとで、「船内
では飲み物をしっかりお持ちください」・・・・と張り紙がある事に気づきました。。。。
せっかくのビールが飲めず、申し訳ないガイドでした。
門司港名物の焼きカレーセットの夕食を召し上がり、展望台から 17：30 点灯のイルミ
ネーションがとてもきれいでした。
昨年中はお世話になりました。今年も利用者の皆様にあわせた支援をヘルパー一同頑張っ
ていきたいと思います。本年もよろしくお願い致します。
（前田）
～生活介護事業～
きらら
あけましておめでとうございます。旧年中
は皆々様に大変お世話になりました。メン
バー、スタッフ心よりお礼申し上げます。お陰様で、つむぎの里
の環境保全や営繕活動、菜園づくりを通し充実した楽しい一年を
過ごすことが出来ました。
年頭に際しての目標はありませんが“継続は力なり ”をモットーに健康に気を付け一日一
日を大切に過ごしたいと念じています。今後ともご声援よろしくお願い致します。
（ 大村 )

～グループホーム事業～

なのはな荘

♬一般企業に就職しました♬

Ｕさんは 12 月 1 日より一般企業に就職し、毎日平成筑豊鉄道で職場のある田川伊田駅ま
で通勤しています。
12 月の勤務に向けて一人で乗車できるように就労支援員
さんと一緒に通勤の練習をしました。この間不安で落ち着
かない日々を過ごしましたが、今では朝 7 時過ぎになのは
な荘を出て、毎日荷物の積み上げ、下ろしの仕事を頑張っ
ています。
休日はピープルファーストの会議や行事に積極的に参加
しています。
今年も利用者様がより良い生活が出来る様にスタッフ一同頑張りたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
（浅野）
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児 童デイサービス事業
昨年は大変お世話になりました。
今年もよろしくお願い致します。
昨年も子供たちと楽しく過
ごす事ができ、とても充実した
一年になりました。今年も昨年
以上に良い年になるように全力
で子供たちと楽しく過ごしてい
きたいと思っています。
11 月 23 日のふれあい広場ではお
天気にも恵まれ大盛況の中、無事終
えることができました。児童デイの

出し物のヨーヨーつり、的当てゲームにくじ引きとどれも大人
気で多くの子供たちの笑顔とふれあい、とても楽しい一日とな
りました。
冬休み前半もクリスマス会や子供達が大好きなバイキングを
して盛り上がりました。バイキングでは子供たちの好きなもの
がテーブルに並び、「美味しいね～！楽しいね～！」と嬉しそ
うにお友達との食事を楽しんでいました。私にとっては最後の冬休みとなりましたが、
元気いっぱいの子供たちとたくさん遊んで、鍛えられました。（笑）（清水）

児童デイサービスに勤務していました清水です。
昨年の 11 月に結婚し、山口県へ行くことになり 12 月３１日をもちましてつむぎの里を
退職いたしました。
つむぎの里で働かせて頂いた４年間は、私の今までの人生の中で一番濃く、楽しい時間で
した。利用者さんをはじめ保護者の皆さんや職員の方々、つむぎの里に関わる皆さんがとて
も優しく暖かく幸せな職場でした。特に長い時間子どもたちと関わっただけに子供達との思
い出が多く、本当にあっという間の４年間でした。これから大好きな子供たちの成長を近く
で見守ることができなくなることは残念ですが、子供達が毎日元気で楽しく過ごしてくれる
ことを願っています。
最後になりましたが、大好きなつむぎの里を離れるのは正直とても寂しいですが、また新
たなスタートとして山口で頑張っていきます。今まで本当にありがとうございました。
時々、ボランティアで帰ってきたいと思います‼
高野志保 （旧姓清水）
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第 38 次国会請願署名・募金運動（1 月～4 月初旬まで）
～障害者権利条約を地域のすみずみに～
請願項目１．
この春、事業所報酬の改定が検討されており、すでに介護保険は報酬引き下げの方向が示
されました。事業所報酬の引き下げは、職員の雇用を不安定にし、利用者支援と事業所の安
定した運営をさまたげ、地域で暮らす基盤をひろげることができません。
他の障害者施策から大きく遅れている精神障害を抱える人の支援は拡充されなければなり
ません。
請願項目２．
国のしくみは、65 歳の誕生日の月から、「障害者」の福祉サービスから「高齢者」の介
護保険サービスにかわるしくみになっています。
介護保険サービスは、
サービス０の方が、
プラス方向に生活を組み立てるためのしくみです。
障害を抱えた人が、福祉サービスを組み立ててやっと慣れた生活を、65 歳になって、マ
イナス方向へ組み替えなければならないしくみは、
みなおしていただきたいと願っています。
請願項目３．
なおみの会や虫の家など、地域活動支援センターは、地域福祉の中で重要な役割を果たし
ています！

グループホーム検討委員会
直方市上境に建設予定のグループホームの平面図、建設資金について検討します。障害を
抱える方の住みやすい住居について考えます。
関心のある方は、どなたでもご参加ください。（図はイメージで実際とは異なります。）
日時：平成 27 年 1 月 15 日午後 1 時～
会場：つむぎの里プレイルーム
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新年あけましておめでとうございます。今年から、定期的に給食だよりを発行することになりまし
の
おも
た。食事風景や、イベント風景の写真をたくさん載せていきたいと思います。
つむぎの里の給食では、10 月から週２，３回の頻度で給食に汁物を添えています。汁物の具材には、きら
らで育った野菜や季節の野菜を使っています。みなさん、残さず食べてくれています。

ある日の給食・・・

１０月３１日(金)
唐揚げアメリカン、肉じゃが煮、
菜の花としめじの和え物
ハロウィンパンプキンマフィン

１２月１０日(水)
白身の酒粕焼き、豚肉の柳川煮、
もずくとなめこの三杯酢、
スープ

１２月１２日(金)ムース食
鶏とれんこんの西京焼、ブロッコリー
ひじきと高野豆腐の煮物
ごぼうのピリ辛サラダ、ケーキ

～みんなで楽しくランチタイム～

昼食前にお誕生日会をしています。みんなで歌のプレゼントと、
写真のプレゼントをしています。
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後援会だより
●場
所
●日
時
●食 事 会
●講
師

つむぎの里 プレイルーム
１月１５日（木） 10：00～12：00
12：00～13：00
特定非営利活動法人 Ｎｅｓｔ（ネスト）

食事をされる方は お弁当代実費負担 700 円程度が必要です。当日徴収します。
準備等ありますので、１月１４日（水）まで下記にご連絡ください。
連絡先℡ ０９４９－２８－２３６７ つむぎの里（後援会事務局 山下めぐみ）
ご寄付、ご寄贈いただきありがとうございま
した。
事務局だより
医療法人福泉会理事長 川端貴美子 鐘江徳光
瀬尾久美子 （有）飯野保険センター
金沢石油（株）
麺処 弁天
シン建築
Ai ビーズ
ネッツトヨタ北九州（株）直方店
（株）サニクリーン九州直方営業所 ガーデナーみな 興栄建設（株）小川商店（株）
エフコープ生活協同組合
グリーンコープ生活協同組合
福岡銀行 福岡商事
ミロク情報サービス北九州
インターアクトクラブ みすほ内科・歯科クリニック
スズキ販売福岡福祉車両部 （株）林米穀 つむぎの里後援会
その他
「ふれあい広場つむぎの里２０１４」
のボランティアとして参加して下さった皆様、
ありがとうございました。
（平成 2６年 11 月～12 月）（順不同 敬称略）

正会員

市川美紀 尾上明子 河崎佳恵 豊冨督典 香月孝治
医療法人福泉会理事長 川端貴美子
賛助会員 松本律子 波止京子 石田一人
カンパ
直方診療所
（順不同 敬称略） (2６年１１月～１２月)

編集 社会福祉法人 鶴林福祉会 つむぎの里
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