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２０１８・１１ ＮＯ.１２５

・♥・♥・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２０１８
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。

今年のおまつりも盛りだくさんの内容です♪
太鼓、ダンス、ミニコンサート、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！おもち！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」も乞うご期待♪

どうぞ、ふれあいひろばつむぎの里 2018 へ
お越しくださいませ♥♥

昨年と駐車場が変わっています！
200 号線バイパス、直方大橋東の信号を田川方面に進んですぐの臨時駐車場をご利用ください。
周辺に充分な駐車場を確保することができませんので、ご了承ください。（駐車許可証がある方のみ
駐車可）
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！！詳しくは、チラシをご覧ください。
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生活介護事業

夢ポケット
暑い夏が終わり、過ごしやすい季節になりました。いよいよ夢ポケットで
は、繁忙期に突入です！！大忙しの毎日ですが、みんなはやる気マンマン
♪♪合言葉の『チームワーク』で協力しながら作業に取り組んでいます。
ハロウィンフェアでは、たくさんの注文
をありがとうございました❤❤
また、１１月２３日に行われる『ふれあい広
場２０１８』では、焼きたてのパンやケーキ・
クッキーを販売致します。

～外出で『到津の森公園』に行きました～
忙しい毎日の中で、この日は作業を離れ、みんなでお弁当を囲み、楽しい一日を過ごして
きました。（水間）

生活介護事業

くるみ
新しいくるみ棟に替わって、早 3 ヶ月が経とうとしていま
す。くるみのメンバーさんも新しい棟に慣れ、日々楽しく過
ごしています♪今は、つむぎの里のお祭り「ふれあい広場」
に向けて、みんなで紙すき製品の作成や、盛り上げた隊で踊
るダンスの練習など、一丸となって取り組んでいます。
紙すき製品は、10 月に他の施設の作業の見
学をさせていただき、作業内容、工程を改善
し、より良い製品ができています（*＾＾*）
お祭りでは、みんなで作った紙すきマグネッ
トを販売したいと思いますので、ぜひ、お手
にとってみてください♪（伊藤）
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生活介護事業

サンフラワー
１１月２３日（金）のふれあい広場つむぎの里２０１８に向けて、
販売商品の準備に大忙しの毎日を過ごしています。今回のふれあい広
場では、メンバーさんが一生懸命織ったさをり織り製品、クリスマス
の飾りのコットンボールなどを販売します。
ふれあい広場を楽しみにしているメンバーさんは、「おまつり頑張
るぞー！おー！」と作業に励んでいます♪製品が完成するたびに、
「おまつりで売れるかなー？」とわくわくしているようです。少しず
つですが、さをり織りの新製品も増えてきました。つむぎの里の「さ
をり織り」をたくさんの方に知ってもらえる機会になればいいなと思
います。たくさんのご来場お待ちしています！！（川邊）

上境趣味の会の皆さんと楽しい芋ほり♪
10 月 17 日（水）上境趣味の会の皆さんからお誘いいただき、芋ほりに参加しました。
今年も大きなさつま芋がたくさん！！とれたさつま芋は、つむぎの里に寄付していただき、
みんなで給食の時に頂きました。甘くておいしいさつま芋でした♪
趣味の会の皆さん、ありがとうございました。
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グループホーム
なのはな荘ではハーモニーランドと明礬温泉の旅行にいきました。心配された台風の影響
を受けることなく、みなさん楽しまれ良い思い出をつくって、帰ってこられました。体調が
悪くて参加できなかった井さんも来年
は一緒に旅行に行きたいです!(^^)!
照岡さんは、今年もきょうされん全国
大会㏌京都に参加されました。
なかまとの交流を楽しまれ、舞妓さんに
会い、映画村も観光されました。
８月から、シャンリバー知古のアパー
トでは、102 号室のシャンリバーと
201 号室のクローバーの 2 ユニット２人ずつでそれぞれ生活を始めました。
べんとう作り。
。
。 大草さんは、以前から始めた弁当作りを今も続けています。
クローバーに住んでいたときはおにぎりを作っていましたが、今はプラスチック容器にご
飯を詰め、おかずは野菜サラダや冷凍食品を活用して、ソースやおかず入れも工夫して、前
の日に準備されています。都築さんは、
「サテライトホーム」での一人暮らしを希望していら
っしゃいます。
シャンリバー知古の入居者のみなさんは、介護なしで暮らしていけるものの、自分の生活
や同居者との折り合いをつけて暮らしていくことは、日々悩ましいことでもあります。
世話人は、入居者さんの心のうちに耳を傾けながら応援しています。
（瀬尾）

居宅介護事業
移動介護を使って体育館での運動を週 1 回されている方がいます。
同じ時間に利用される常連のおじさんや、お姉さま方が声をかけて
くださって、おだやかなフロアで、運動されます。直方市立体育館には
エアロバイクやウオークマシン、ショルダープレス、レッグプレス、
レックカール、バタフライ、ダンベル etc.
たくさんの有酸素運動用、筋肉トレーニング用の
マシンがあります。
トレーナーさんの指導を受けて、どれも使えるよ
うになって、たのもしい限りです。
（瀬尾）
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児童発達支援事業

もこもこ
11 月に入り、朝晩ともこもこの子ども達冷え込みが厳しくなりましたね。寒さにも負け
ず、お天気の日にはお外で元気いっぱい遊んでいます。園庭に落ちているどんぐりを拾い、
どんぐりでお料理を作っていますよ。トッピングに赤や黄色の落ち葉をのせて、どんぐりケ
ーキの完成です！お外遊びを通して秋の自然を身近に感じているもこもこの子ども達です。
10 月の終わりには、つむぎ農園で芋ほりをしました。スコップを手に持ち、
「どこかな～？
ここ、あったよ！」と土の中からひょっこり顔を出すさつまいもに大喜
びの子ども達。お天気にも恵まれ、楽しい芋ほりとなりました。
（安田）

放課後等デイサービス事業

あそびむし
秋も深まり、ひんやりとした空気も感じられるようになってきましたね。あそびむしの子
ども達はまさにスポーツの秋‼運動会の練習や実習後で疲れているかと思いきや、よじ登り
滑り台にバランスボール、バドミントン等々…体を沢山動かして元気に遊んでいます。「○
○ちゃん遊ぼう！」と声をかける姿や、救急隊員に変身してけがをした人を助けるごっこ遊
びをする姿、他のお友達が遊んでいる様子をにこにこ興味深そうに見ている姿等、子ども達
それぞれの方法でお友達と関わりながら過ごしています。さて、11 月 3・4 日に直方市市
民文化祭において、今年もあそびむしの作品を展示させていただきました。今回は夏休みに
みんなで作った「風鈴」と「紙すき作品」です！風鈴はペットボトルを、紙すきは牛乳パッ
クを再利用して作りました。丸みを帯びたペットボトルに絵を描いたり、紙の素になる水を
型に薄く伸ばして入れたりする作業は難しかったも
のの、みんな一生懸命取り組んでいました。その甲
斐あって日ごとにめきめき上達し、最終日には「簡
単だった！」発言も‼素敵な作品に仕上がりました
★お友達同士で助け合う姿や自信満々の笑顔も見れ
てとても嬉しかったです。23 日にはふれあい広場
まつりもあります。今年もおもちゃ図書館コーナー
や児童コーナーでは楽しいゲームを準備しています
ので是非遊びにいらして下さい♪（前田祐）
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事務局だより
ご寄付、ご寄贈ありがとうございました
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

後援会だより
9 月 26 日（水）つむぎの里プレイルームにて、司法書士の椛島先生による「成年後見制
度」の学習会を行いました。障害のある人たちが、自分で決められることは尊重されつつ、
安心して暮らしていけるように、今後広く活用されてほしい制度です。先生が実際に担当さ
れた事例などをわかりやすくお話いただき、興味深く聞かされてもらえました。
また学習会の後は、昼食をとりながら交流会を行い、個々の質問などもでき大変実りのある
会となりました。
後援会会長
高山育子

正会員 瀬尾久美子様 志鶴京子様 橋本由美子様
賛助会員 志鶴陽子様 藤井裕子様 亀谷誠一郎様

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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