新年あけましておめでとうございます

昨年はいろいろとお力添えをいただきありがとうございました。

お陰様で、十一月の「ふれあい広場」も盛り上がり、「つむぎの里」にとって概ね順調な一
年でありました。

ただ残念ながら、グループホームの新築の為の土地取得の件は諸々の理由により撤退するこ

とになりました。しかし新築計画自体は継続して持っていますので、条件が整えば再度行動を

開始したいと思っています。児童発達支援事業の増員に伴う児童棟創設については国庫補助金
申請後、決定を待ち望んでいるところです。

今年も利用者様をしっかりと支援できるようにスタッフ一同一層の努力を続けていきます。
どうぞ変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人鶴林福祉会

つむぎの里

皆様にとって良い年となりますように 祈念しますと同時に、世界中でテロや災害の無い
一年になることを望みます。

会長 山下敏夫
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新年明けましておめでとうございます。昨年１１月２３日に「ふれあい広場つむぎの里２
０１５」が行われました。天気予報は雨でしたが、それを覆す見事な快晴の中、開催する事
が出来ました。当日は、ダンスショー、バトントワーリング、ジャグリングショー、子供達
が大盛り上がりのもちつき大会やこどもゲーム広場、最後は大抽選会と盛り沢山の内容でし
た。つむぎの里利用者、ご家族、そしてご来場頂いた皆様が、ふれあい広場を通して交流し
てお祭りを楽しんで頂けたようで、笑顔あふれる１日となりました。何よりも皆様から「楽
しかった」
「また来るよ」との温かい言葉を頂きました。お陰様で、私たち職員の疲れも吹き
飛びました。
私が実行委員長を務め、今回で３回目になります。毎回多くの方々に来場して頂き、
年々来場者数も増えております。それに伴い、駐車場やトイレの数が少ないといった声
も聞かれ、近隣の方にはご迷惑をお掛けして申し訳なく思っています。今後は足りない
所を補いながら、より良いふれあい広場になるようにしていきたいと思います。
たくさんのご来場、誠にありがとうござました。
「ふれあい広場つむぎの里２０１６」への
ご来場も、心よりお待ちしております。
（ふれあい広場 201５実行委員長 岡松）
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～生活介護事業～

新年明けましておめでとうございます！！昨年は大変お世話になりました。
今年もつむ
ぎの里サンフラワーをよろしくお願い致します♪さて、去年の 12 月にサンフラワーで
は、ハンドオイルマッサージを行いました！部屋を暗くして、オルゴールのやさしい音
色に合わせて、腕や手、脚から足先まで、ゆ～っくりとマッサージをしました。なかに
は、うとうとされる方も･･･(＊＾＾＊)写真では照明がついていますが、実際は少し暗く
して、リラックスできる空間を作って行っています。次のときには、触覚や視覚以外に
も、もっと五感を使って、リラックスしたり、楽しめる空間作りをしたりしていきたい
と思います。今後とも、サンフラワーをよろしくお願い致します！
伊藤

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。
2015 年も皆、大きな病気をすることなく毎日の
作業をしっかりと頑張り、余暇ではカラオケや公
園などの外出を思いっきり楽しみ、とても充実し
た 1 年を過ごすことができたのではないかと思
います。
2016 年も昨年同様、１日１日を大切に、素敵な
毎日を過ごしていくとともに、元気な夢ポケットが皆様に、美味しい商品と笑顔をお届けし
ます。今年もどうぞよろしくお願いします。柴田

サンタさんがやってきたよ
昨年 12 月 18 日、みずほ内科歯科クリニ
ックの川端理事長先生より利用者、職員の皆さん
においしいケーキのプレゼントをいただきました。
いつもおいしいケーキをありがとうございます。
（山下め）
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居宅介護事業・移動介護事業

☆ヘルパー日誌☆
昨年１０月にすすめる会の日帰り旅行に I さんと参加してきました。
直方駅で集合して JR を使って二日市で乗り換えて太宰府へ行きました。
お天気も良く、たくさんの参拝者でした。七五三のお参りに来ている方もいて
とてもかわいかったです。お昼ごはんに、大好きなまんじゅう～（梅が枝もち）
を食べて大満足なＩさんでした。乗り継ぎが少し大変で帰りは少し疲れた様子でしたが楽し
かったみたいです。来年は何処に行くのか楽しみです。
今年もみなさまのお役にたてるよう、スタッフ一同がんばっていきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
（前田）
～生活介護事業～
総務課きらら
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。心よりお礼申し上げます。おかけ様でつ
むぎの里全般の環境整備、営繕活動、畑作りに夢ポケット商品の配達など元気に行うことが
出来ました。たまに近くの温泉にいき、日頃の疲れを癒したりおいしい食事を食べに行くこ
とが楽しみで充実した一年を過ごすことが出来ました。 ”「縁の下の力持ち‼総務課きら
ら」”はいつでも出動できるように日々健康に気を付け、今年も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 )

あそびむしクラス

児 童デイサービス事業

新年明けましておめでとうござ
います★ 昨年は多くの方々に
支えられて子供たちはもとより
スタッフ一同、充実した素晴ら
しい日々を送ることが出来ました。大変有り難うございまし
た。本年も笑顔・元気いっぱいのあそびむしクラスをどうぞ
よろしくお願い致します。11 月 23 日（祝）につむぎの一
大イベントであるふれあい祭りが催されました！児童では、
ヨーヨー釣り・スーパーボールくじ・的当てのお店を開き、
大盛り上がりでした♪あそびむしクラスの子ども達や卒業し
た子ども達、ご退職された清水先生もボランティアとして来
て下さり、
子ども達もスタッフもとっても嬉しかったです★お隣のおもちゃ図書館ブースも、
ビックリするくらいの賑わいでした！！お忙しい中ご来場下さった皆様大変有り難うござい
ました。来年も更に楽しいお祭りになるので、どうぞ楽しみに♪冬休み前には一足早くみず
ほ内科歯科クリニックの川端理事長サンタさんから美味しいケーキが届き、子ども達は大喜
びで食べていました♪いつも有り難うございます。年末年始もあそびむしの子ども達は、ク
リスマス会にお正月遊びと楽しいことが盛り沢山です！年明け一番、皆で笑って福をいっぱ
い呼び込みたいと思います★
（児童・前田祐）
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～共同生活援助事業～

平成１７年１２月に入居者３人で、当法人初めてグループホームの事業がスタートしまし
た。平成２７年１２月は、３つのホーム９人になりました。当初、区分の重い方の暮らす
「なのはな荘」は、注目を集めていましたが、１０年たった今、
「グループホームで暮らす」
ことがずいぶんと当たり前になってきました。平成１４年の全国のグループホーム入居者
は、１１４３６人、平成２７年中に１０万人を超えたそうです。
地域で、障害がない人と同じように、普通の家で暮らすように、寝泊まりして、働いて、
遊んで、声掛け会って暮らしていきたいと願ってきました。３つのホームは、多くの方の支
援のネットワークの中で、２７年もなんとか穏やかに終わり、新しい年を迎えました。平成
２８年のお正月もよその家と同じように、６名はホームで過ごします。早速仕事に行く人も
います。
平成２８年も淡々と日常を繰り返していきます。近所の方と立ち話し、廃品回収をいっし
ょにしたり、回覧板をまわしたりします。お米をいただいたり、豆をいただいたりしていま
す。ホームから、社協のもちつきでいただいたもちをくばったり、旅行のおみやげをやり取
りしたりしました。避難訓練もいつも隣組のみなさんが見守ってくださいます。
新しく加わったスタッフは、
「利用者さんと分かり合えた瞬間が、この仕事の『やりがい』で
す」と言ってくれました。新しい年を迎え、入居者と世話人がおいしいご飯を食べながら、
今年も元気にスタートします！
（浅野、瀬尾）

平成２５年から、新しいグループホームの建設計画を提案し、検討委員会、理事会を通じ、検討し
てまいりました。昨年度は、国庫補助の申請を見送り、今年度の申請をめざしてきましたが、今年度
の福岡県のグループホーム整備計画に直鞍地区は該当せず、申請することができませんでした。
また国庫補助整備計画の総予算規模も大変小さく、採択の見通しはたいへんきびしいという現状を
再認識しました。
一方、土地取得にむけて、準備を進めておりましたが、建設予定地は、農業振興地域であり、建設
までに明確な見通しを求められます。しかし、今の厳しい現実を再検討し、理事会評議員会での承認
を経て、土地取得についても一旦見送ることといたしました。ただ、グループホーム建設をめざす方
針はかわりません。計画をより現実的に、建設と資金計画について引き続き検討を重ねていきます。
瀬尾
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後援会だより
●場
所
つむぎの里 プレイルーム １
●日
時
Ｈ２８年２月４日（木） 10：00～1２：３０
●講
師
つむぎの里会長 山下敏夫
●メニュー
かんたん中華 麻婆豆腐 エビチリ デザート
●参加費
３００円
●持参するもの
三角巾、エプロン、まな板、包丁
準備等がありますので、１月１３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 津田ヒロ子
志鶴京子 花岡達巳 有門克恵 花元みゆき
『ふれあい広場つむぎの里 2015』にご協賛いただきありがとうございました。又ボランテ
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。
金沢石油（株） 麺処弁天
シン建築
Ai ビーズ （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） （株）Ｑ－ＳＡＮリフォームおがわ
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
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
九石プロパンガス（株） つむぎの里後援会
（平成 2７年 11 月～12 月）（順不同 敬称略）

正会員
輪田順一 市川美紀 尾上明子 河崎佳恵 西河貞捷 香月孝治 澤向庸夫
賛助会員 桂美恵子 古森寿幸 大久保裕子 松本律子 亀谷誠一郎
カンパ
宗広一美 西河貞捷
（順不同 敬称略） (平成 2７年１１月～１２月)

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
〒８１０－０００１ 福岡市中央区天神１―１６－１毎日福岡会館 7Ｆ 《TEL ０９２－７５３－９７２２・FAX 092―７５３―９７２３ 》
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