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201５・１１ ＮＯ.１１４

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

今年で「ふれあい広場つむぎの里」としてお祭りを再開して早いもので 7 年となります。
お祭りを通し地域の方たちとふれあい、交流してきました。今年もみんなで企画、準備し、大い
に祭りを盛り上げようと利用者、職員一同大忙しの毎日を送っています。
皆様のお越しをお待ちしています
送迎車・ご希望の方は、つむぎの里までご連絡下さい
直方駅発
１０：１５ つむぎの里行
野外企画（ステージ出演者）
つむぎの里発 １４：１５発 直方駅行
☆ 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。

☆つむぎの里盛り上げ隊
今年は、嵐の「愛を叫べ」を歌って踊ります。メンバーさんの衣装にもぜひ注目してくださいね。

☆もちつきショー
毎年恒例の餅つきショー。大人も子供もみんなでもちつき。つきたておもちを来場者に振る舞います。

☆ バトントワーリング ＰＬ筑豊ＭＢＡ テーマ：パラリルラ
幼児さんによるバトントワーリング。とてもかわいいバトンの演技に乞うご期待

☆ ジャズダンス ＳＰＬＥＮＤＯＲ（スプレンダー）
華麗なダンスをお楽しみに‼

☆ ジャグリング
ボールやスティックを使ったパフォーマンスをお楽しみに♬
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豪華協賛景品があたる‼

２０１５ 年 １１月１３ 日発行（日刊）

今年も関係業者の皆さま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。

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 ・
メンバーさんが描いた絵のオリジナルタオルを今年も販売します。厚手
の生地で肌ざわりも良く使い心地抜群‼是非、この機会にお買い求め下
さいね♥
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
・・ 総務課きららのメンバーさんが丁寧に処理した「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。

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
☆ 虫の家
：有機栽培コーヒー粉、紅茶、自然食品
☆ 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）
☆きょうされん：きょうされんオリジナルカレー
国産牛と国産野菜の素材のうまみを引き出すためにスパイスを独自ブレンド
こだわりのカレーをどうぞお召し上がり下さい
※きょうされんとは、障害のある人の地域活動を支える作業所やグループホーム等で構成され
ており、
会員数は全国で約 1850 か所にのぼります。
☆ ダイレクト：安くておいしい新鮮野菜＆果物を販売します
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～児童デイサービス事業～

朝夕が肌寒くなってきて、もうすっかり秋を
感じられるようになりましたね♪子も親も体調
を崩しやすい時期ですが皆様お変わりありませ
んでしょうか？楽しい夏休みが終わり、子ども
達は通常の放課後活動に戻りました。時間が短
いので「もう帰るの！？」と若干遊び足りない
子もちらほら…。夏休みの活動がとっても楽し
かったのでしょうね♪ そんな皆が大満喫した
夏休みですが、プールにそうめん流しに餃子作
りにとイベント目白押しでした！餃子はなんと
皮から手作りして、最後の方では子ども達の手さばきは職人並みに！お店を出せる位の美味しさ
でしたよ♪子ども達が自分で計画を立てたイオン外出に、おもちゃ図書館からのゲスト・とんと
んトリオさんの遊び教室、又、今回初めての取り組みであった西村先生による絵画教室と（株）
タカギさんによる出張ペットボトルロケット作り教室ｅｔｃ。部屋いっぱいの大きい紙に裸足に
なってペイントして盛り上がったり、園庭の端から端までロケットが飛んで大喜びしたり、笑顔
の絶えない夏休みの日々でした♪♪ 怪我や事故もなく充実した夏休みになったので職員も皆嬉
しいです。もう既に来年の計画を話し出している子ども達（笑）
来年は皆でもっともっと楽しい夏休みにしようね～！！活動にご協力下さったゲストやボラ
ンティアの皆様、お忙しい中誠に有り難うございました★
（児童：前田祐）

児童新館創設について 経過報告
児童デイサービスつむぎの里では、児童発達支援事業（未就学児）と放課後等デイサービス事業（学童
期）の２つの事業を行っています。就学前の幼児さんの親子療育を午前の短時間行っていますが、「幼
稚園や保育所のように毎日、長時間通えることはできないか」「療育をしてほしい子供さんがいるのだ
けれど」という保護者や関係機関からの要望にお応えすることができずにいます。このような施設が圏
域になく、北九州市や飯塚市まで行かなければならない上、定員次第ではそこにも通うことも出来ない
というのが現状です。つむぎの里の児童の事業は 20 年近く、直方市の母子保健事業と連携しつつ行っ
てきました。この実績をもとに要望の強い未就学児の療育事業の児童発達支援事業の増員を図り、建物
の老朽化、耐震整備も含め旧本館跡地に児童新館を創設することとしました。この度理事会の承認を得
て 10 月に「平成 28 年度障害者（児）福祉施設整備に係る国庫補助金」の申請を県に提出しました。
全国で 26 億円という狭き門ですが、今後も実現に向けて努力していきたいと思います。
児童デイサービスつむぎの里
管理者 山下めぐみ
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ケアホーム・グループホーム事業
なのはな荘の旅
今年は、熊本阿蘇の旅でした。
阿蘇ファームランドで、ソフト

クリームを食べ、
買い物をして、
阿蘇の司ビラパークホテルの温
泉とバイキングの旅を楽しみました。
貸し切りのバリアフリー温泉は入浴用いすのまま温泉の湯がたまる風呂で、
とてもよかったです。
１０年前、なのはな荘に入居された大草竜男
10 年勤続で表彰されました
さんは、なのはな荘から５年間、クローバー
ハウスに引っ越し後さらに５年間、グループ
ホームから勤務先の鞍手ゆたか福祉会に、支援員として１０年間勤務され、今年、鞍手ゆたか福
祉会から「１０年勤続表彰」を受けました。
第１住居のなのはな荘では、田川市の会社に勤めて１
年の方がおひとりいらっしゃいます。第２住居のクロ
ーバーハウスは、大草さんが一般就労１０年と、同居
の方も、現在鞍手の会社で体験就労中です。第３住居
のシャンリバー知古でもおひとりが、Ａ型事業所で就
労３か月目です。４人の方はそれぞれ、勇気を出して
試験や面接を受け、採用され（または採用をめざし）
、
公共交通機関等を使って通勤しています。大草さん以
外の３人は、就労Ｂ型事業所または、就労移行事業所でトレーニングされ、ハローワークを通じ
て求職、現在に至ります。
最低賃金が１０月４日から７４３円になります。
１日５時間～６時間勤務で、８万円～９万円台の基
本収入を得ることになります。就職活動は、県央支
援センターや就労移行事業所の支援を受けて踏み出されました。ホームは就職活動には、直接は
かかわりません。ホームの職員は、不安やなやみを感じつつ、社会の荒波へ踏み出す入居者さん
の就労の意欲と生活を、陰ながら支援していきます。

はたらきたい、はたらける
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生活介護事業～ いのちのたび博物館＆イオンモール八幡東～

サンフラワー
朝晩は冷え込みますが、日中はぽかぽか陽気でついつい外に出掛け
たくなる季節になりました。コスモスを見に行ったり、芋ほりをしたり、お花を植えたり、活動
的な日々を過ごしています。
今回、少し足を伸ばして、北九州市八幡東区にある『いのち
のたび博物館』に行ってきました。入館してすぐに巨大な恐竜
の迫力に圧倒されるサンフラワーグループ。館内をゆっくり見
学して、たくさんの刺激を受けました。博物館を出た後は、す
ぐ隣にあるイオンモール八幡東で食事しました。
お天気も良く、いろんな人に出会い、心も体もリフレッシュ
した一日でした。
（川邊）

秋晴れのさわやかな日に「総務課きらら」
が丹精込めて作っている畑の恵みを収穫
しました‼
会長も飛び入り参加しました♬

収穫したばかりの「さつまいも」と「らっかせい」
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９月末から２週間、特別支援学校高等部の生徒さんが実習に来ていま
した。何度か実習に来ている生徒
さんなので、夢ポケットの皆との
関係も良く、
また夢ポケットの皆も嬉しそうにしていました。
１０月は毎年恒例になってきている、パンプキンマフィン
のフェアを行いました。毎年多くのご注文ありがとうござい
ます。多くの人が美味しいと思ってくれているのだと感じま
した。
先日の直方市体育館で行われた福祉まつりでも、多くのお
客様に商品を買っていただけました。どうもありがとうござ
います。
１１月はふれあい広場が行われます。焼き菓子やケーキ、焼きたてのパンを用意してお待ちし
ております。
（ 柴田）

夢ポケット

秋の味覚‼芋ほり～上境趣味の会の皆様と～

１０月２６日に「上境趣味の会」の方々が丹精込めて作っているさつまいもをご厚意で掘らせ
て頂ける事になり、つむぎの里の利用者の皆さん、職員が芋ほりに参加しました。
当日は秋晴れの絶好の日和で、皆さん、夢中になってどんどん掘り出し、採れた芋を見せ合っ
たりと大喜びでした。お陰様で、「上境趣味の会」の皆様とふれあいながら笑顔あふれる楽しい
ひと時を過ごすことができました。持ち帰った芋は天日干し、後日利用者の皆さんにお配りし、
給食でもいただきました。当日はもとより事前にいろいろ準備して下さった「上境趣味の会」の
皆様ありがとうございました。
（野澤）
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居宅介護事業・移動介護事業
ヘルパー日誌
7 月に博多山笠が見たいとの要望があり、ＪＲを利用して行ってきました。博多駅について
すぐ広場へ行くと、大きな飾り山があり、「サザエさん一家」が飾られていたので写真を撮ろう
としていると、イベントで「サザエさん」が来ていてビックリしました。一緒に写真を撮ってく
れました。キャナルシティーへ移動しウインドウショッピングしたり、噴水ショーを観覧しまし
た。帰りは少し雨が降っていましたが、駅まで行くにも濡れることなく川端商店街を通ってドラ
えもんの飾り山も見ることができました。走っている山笠が見れなったのが残念でした。
「サザエさん」との写真は記念になったと思います。来年も見に行きたいと言われていました。
（前田）

きらら

～生活介護事業～

総務課

秋も深まりました。いつもご支援いただいている皆様方にはお変わりなくお過ごしの事と拝察
いたします。寒くなると又、インフルエンザなどが流行り出します。ご注意ください。夏場の農
園ではキュウリ、ナス、オクラ等畑からの恵みをたくさん戴きました。
福祉まつりが終わり、つむぎのお祭りが近づく今はさつまいもを収穫したり、白菜や大根の成
長を見守りながら、玉ネギを植えるべく準備をしています。今後も皆様のご声援よろしくお願い
申し上げます。
（大村）

お知らせ

第 38 次国会請願結果
衆議院・参議院で審議未了 不採択
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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
瀬尾久美子様 常友ちどり様 鐘江徳光様
上境趣味の会様 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 2５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。今年は揚げ玉の具材
も増え、値段は据え置きの 200 円。「安いね、おいしいね」と言われるたびに笑顔があふれま
す。。毎年、ボランティアで参加してくれる真弥さん、鈴珠さんの若さあふれる呼び声のおかげ
で１２０杯のうどんが完売しました。

２７年度後援会の継続、入会ありがとうございました。
正会員
賛助会員

カンパ

瀬尾久美子 井エイ子 豊冨督典 西河綾美 和田明美
船津加代 山喜多朋子 清水秀子 有馬さとみ 西尾保子 眞鍋勇
鷹取一枝 梅山くみ子 玉光眞理子 石山ミヤ子 藤田正法 髙野志保
金沢石油（株）金沢毅 西口富士子
有馬さとみ 井エイ子
（順不同 敬称略 平成２７年６月 19 日～９月 3 日）

お知らせ
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。
先日、№112 のつむぎ通信の「払込取扱票」が本紙の注文用又は返信用ではないと
の日本郵便（株）から改善の指導があったと九州障害者定期刊行物協会（ＱＳＫ）
より連絡を受けました。後援会役員で話し合った結果、28 年度から通信に「払込
取扱票」を入れず封書にて会費のお願いをすることになりました。
27 年度まで引き続き、「払込取扱票」にて会費を納めて戴きますよう

よろしくお願い申し上げます。
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》
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