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２０１７・１１ ＮＯ.１２１

・♥・♥・ことしも・♥・みなさんとお会いしたい・♥・♥・

ふれあい広場つむぎの里２０１７
今年もつむぎの里でおまつりを開催します。
地域のみなさん、卒業生やご縁があった方、毎年たくさんの
方に、ご来場いただき交流しています。ただ、周辺に充分な
駐車場を確保することができません。（駐車許可証がある方
のみ駐車可）そこで車でご来場の方は、大変ご不便をおかけし
ますが、200 号線バイパス沿い（えくぼ屋さん筋向いの空き
地）の臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場からつむぎの里まで 5 分～10 分間隔で無
料シャトルバスを運行します。
トトロのバス停が目印です！！

今年のおまつりも盛りだくさんの内容です♪
太鼓、ダンス、ジャグリング、ブラスバンド演奏などのステージ
いっぱい遊べるこどもスペース
飛び入り参加歓迎のもちつき
手芸品！アクセサリー！野菜に果物！からあげ！ぼたもち！やきそば！うどん！
やきとり！コーヒー！夢ポケットのやきたてメロンパンやみんなのクッキー！！

メンバーさん（生活介護利用者）たちによる
「ふれあい広場もりあげ隊」もお菓子を用意して
お待ちしています-★-★-★

どうぞ、ふれあいひろばつむぎの里 2017 へ
お越しくださいませ。♥♥♥
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■第 40 次国会請願署名の審査結果についてのご報告
第139回通常国会にて、第40次国会請願署名は、衆議院・参議院ともに「保留」となりまし
た。両院請願課で受け付けられた署名数は以下の通りです。
〇衆議院638,093筆 紹介議員199人

〇参議院341,484筆 紹介議員109人

第40次国会請願署名は、採択されませんでした。とりくんでいただいたみなさんには、残
念なご報告となってしまいました。今年も100万筆以上の署名が集まったこと、署名を通じ
て新しいつながりができたことは、わたしたちの確信となりました。障害の
ある人の働くことやくらしが実現できる地域、そしてそれを支える制度を実
現させるため、40年以上続いてきた署名・募金という地道なとりくみを、ま
た続けていきます。(きょうされんNOWより一部略)

■上境趣味の会から芋ほりのご招待とプレゼント
今年も上境趣味の会のみなさんが育ててくださったさつま
芋の芋ほりにお誘いいただき、生活介護のメンバーは、10
月 11 日に芋ほりを楽しんだ後、たくさんのさつま芋をいた
だいてかえりました。
上境趣味の会のみなさん、本当にありがとうございました。

夢ポケット
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。
夢ポケットでは、恒例のハロウィンフェア―やバザーなどで毎日忙しく過ごしています。準
備から配達までみんなで力を合わせて、沢山のパンプキンマ
フィンを皆さんにお届けする事ができました。買って頂いた
方から『美味しいよ』と声をかけられ利用者みんなも笑顔いっ
ぱいでした。沢山のご注文ありがとうございました❤
～ おしらせ ～
９月から『アグリー福智の郷』で焼き立てメロンパンの対面
販売を月に一度行っています。
あっという間に５０個のメロンパンが完売をしています。お
客さんと接する中で『ありがとう』という言葉を頂き、利用者
さんの仕事への意欲に繋がっています。
（水間）
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サンフラワー
11 月に入り、もうすぐふれあい広場ですね。今回
作業班では、さをり製品を使った商品やチョコレー
トを販売する予定です！その為に、今はふれあい広
場に向けてみんな一丸となって、さをりを織った
り、チョコレートの袋詰めなどを頑張っています！
さをりは、一織り一織り利用者さんが自分で色を決
めながら、丹精こめて織っています(*＾＾*)いろい
ろ取り揃えていますので、よろしくお願い致します♪生活班は、フェルトを使ったマグネッ
トやクリスマスに向けたランプシェードを販売予
定です♪また生活班では、ふれあい広場の準備の
合間で、ハロウィンパーティーを楽しみました！
ハロウィンの飾り付けをしたり、スウィートポテ
トを作ったり、さらには仮装をして、みんなにお
菓子を配って回りました(*＾＾*)今後も、ふれあ
い広場やクリスマス、お正月などイベントが目白
押しなので、みんなで楽しめるよう、活動してい
きたいと思います。 （伊藤）
くるみ
毎日の作業・活動はもちろん、最近では、お祭りの準備となにかと忙しい
日々を送っているくるみグループです♪
月・金の給食配膳のエプロンが新しくなりました♡新しいものを身につける
と気持ちもピシッとなるようで、なんだかいつもより動きが早い気が、、、
(^^♪
そして、今年度から始めた紙すき作業。手順を覚え、「次は何色にしようか
なぁ？」と悩んだり、「黄色と青を混ぜたら緑になった！すごい！なん
で！」など発見もあったり、一枚いちまい丁寧に楽しく作っています♪お祭
りでは、紙すき作業で制作したハガキ・メッセージカードを販売します。みんなの手書きイラスト
も見どころです！他にはチューリップの球根入りの植木鉢、松ぼっくりのクリスマスツリーなど
など、くるみのあたたかい気持ちがたくさん入った、世界に一つだけのオリジナル作品をぜ
ひ手に取って見てみてください♬お楽しみに！！（野澤）

3

QSK(つむぎ通信 NO.121)1997 年 9 月 18 日第三種郵便物承認

居宅介護事業

通巻 6270 号 2017 年 12 月 10 日発行(日刊)

～ヘルパー日誌～

先日、天神中央公園のお祭りに行ってきました。たくさんの
お店とお客さま、ステ
ージでは音楽やダンス
で盛り上がってあり、
賑やかな雰囲気に利用
者さんもとても楽しそうにしておられました。お祭り
を楽しんだ後は、天神地下街やショッピングモールを
散策し、大好きなマック
のポテトと、美味しそうなチョコレートパンを買われ
ました。帰りのバスの中で「また行こうね」と何度も
言われて、とても喜ばれていました。
今後も、喜んで頂ける楽しい外出を、提供していきた
いと思います。
(森冨)

グループホーム

～おいしいもの～

なのはな荘の入居者４人は、一蘭の森へ工場見学
に行きました。麺やチャーシュウなどの袋詰めや検
査しているところ見学しました。ラーメン・チャー
シュウおいしかったです。唐津に泊まり佐賀牛のし
ゃぶしゃぶおいしいね～(^^)とお腹いっぱいになり
ました。朝食は海や唐津城を眺めながらいただきま
した♪
照岡さんは、念願のきょうさ
れん全国大会 in 北海道に参加さ
れました。遠くて不安だったようですが仲間たち
とジンギスカンを食べ交流を楽しまれました。
シャンリバー知古の入居者は、回転寿司を誕生会
で初体験。寿司屋で、ラーメンやから揚げ、肉の
お寿司も楽しみました(笑)
クローバーハウスの大草さんは、１１月から、仕事に持
っていく、お弁当作りに挑戦します！ 応援しています！！
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～放課後等デイサービス事業～

あそびむしクラス

澄み切った青空が広がり、過ごしやすい秋の季節を迎えました。衣替えも終わり、子ども
達の服装も半袖から長袖へ…すっかり秋の装いです♪
あそびむしの子ども達はかくれんぼやダンスなど毎日、元気いっぱい身体を動かして遊ん
でいます！中・高等部の子ども達は、
「遊ぶのは、宿題が終わってから！」と一生懸命、宿題
に取り組んでいる姿も見られます♪
11 月 23 日には、
「ふれあい広場つむぎの里 2017」が開催されます！子ども達もとても
楽しみにしているようで、
「お祭りはまだかな？」
「みんなは来る？」など、楽しそうに話し
をしています(^^)
児童のブースでは楽しいゲームを用意していますので、ぜひご参加下さいね♪
(児童・小田)

もこもこ

～児童発達支援事業（未就学児通園）～

子ども達は、ホールの窓から見える柿の実がオレンジ色にな
っている様子を見て、
「いっぱいあるね」
「おいしそうね」とみ
んなで楽しそうにお話しています(^^)
さて、
もこもこでは先日、
10 月のお誕生日会を開きました！
みんなでお誕生日の子に歌を歌ったり、パネルシアターを見た
秋の制作
りと楽しく過ごしました。10 月にお誕生日を迎える子は先生
に「何歳になりますか？」と聞かれ、誇らしげに年齢を答えていました✩プレゼントの色紙
ももらい、嬉しそうにしていましたよ♪
また、11 月 23 日の「ふれあい広場つむぎの里 2017」は初めての親子通園となります！
児童のブースでは楽しいゲームを用意していますのでぜひ親子で楽しんで下さいね♪
(児童・小田)

つむぎ農園の芋ほり

赤嶺さんが育てたコスモスの花とポーズ
（つむぎの里前）
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ご寄付いただきました。ありがとうございました。
鐘江徳光様

後援会だより

H30 年 1 月 18 日（木）10:00～プレイルーム
『先輩お母さんを囲んで』第 2 弾
講師：尾上明子氏 市川美紀氏
昨年好評だった先輩お母さんのお話を昨年参加した方
の要望にお応えして今年度も開催します。是非皆様の
参加お待ちしています

正会員 山下敏夫 稲田政子 常友元気 古荘方啓 津田ヒロ子 木下久子 黒川眞弓
黒川あゆみ 高辻光代 西河綾美 輪田順一 山内奈美 早川髙次郎
永易めぐみ 福原章子 友定淑子 荒巻恭子 髙石伸人 水上和子 照岡定信
エスエスエンジニア（株） 西口富士子 永冨理恵子 大塚利一 末岡幸子
太田一俊 志鶴京子 瀬尾久美子 立山利博 和田明美 髙山育子
賛助会員 清水秀子 山下めぐみ 古荘拓子 井上奈緒美 山本千鶴子 西尾保子
小野政江 大久保裕子 宇都宮恵子 山喜多朋子 岩本隆子 土田和子
金沢石油（株）金澤毅雄 岩熊勝子 藤尾廣 藤井裕子 古野征子 藤崎澄
青山かよ子 古森寿幸 鵜池照子 吉良能里子 中村幸代 長谷川みな子
松井隆記 亀谷誠一郎 藤田正法 東亜工業（株） 髙石史人 志鶴陽子
石橋照子 梶栗由利香 古野明美 伊藤紀代子 鷹取一枝
カンパ 古荘方啓 山本千鶴子 輪田順一 青山かよ子 長谷川みな子 志鶴京子
敬称略・順不同(平成２９年６月２２日～９月３０日)
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
〒８１2－００２４ 福岡市博多区綱場町１－１７ 福岡パーキングビル４階 《TEL ０９２－７５３－９７２２・FAX 092―７５３―９７２３ 》
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