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①所属　②趣味　③好きな言葉
④チャームポイント⑤今後の抱負

　

私のおススメ教えます☆★☆
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　皆さんは「ランチパスポート」という本を知っていますか？コンビニや書店で売られている
ので、一度は目にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。この本は3ヶ月に1回のペー
スで発行されていて、ランチができるお店だけではなく、パン屋さんやスイ—ツのお店など、
いろんなお店が載っています。私は最近、このランチパスポートを買って、自宅から近いお店
を探して、休日にランチをしに行くのにはまっています。この本に紹介されているメニューの
中には、このランチパスポートのために作られた限定セットやメニューもあるので、お得感も
味わえますよ！
　皆さんも、見かけたら是非一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

　　　　　　今年度最初のとことこ通信発行となりました。
            編集委員も顔ぶれ新たに、今年もみなさんに楽しい通信をお届けしたい
　　　　　と思っております(^_^)v
　　　　　　特集してほしいことや、ご意見・ご感想もどしどしお待ちしています。
　　　　　　下記の編集員にお声がけください★
　　　　　　
　　　　　編集・発行：地域活動支援センター　てく・とこ・瀬戸　（岡﨑・埇田）
　　　　　編集委員：田村（オーシャンクラブ）、小野（自立訓練施設）
　　　　　　　　　小松（南十字星）、中山（グループホーム）

　春は出会いの季節★
　今年もてくとこ会に新しいスタッフが加わりました。
　｢新しいスタッフってどんな人？？｣
みなさんのそんな疑問にお答えして、色々聞いちゃいま
したぞ。
　以後、お見知りおきを！！

食べに行ったお店のこと
は、写真や感想などを書い
て、ノートにまとめていま
す。

くろせ　けんご やまもと　としこ

※次回は、グループホームすむとこのメンバーさん＆スタッフへバトン！！

山本　敏子
①グループホーム　すむとこ世話人
②韓国ドラマを見る事
③継続は力
④なし
⑤全く何も分からないので不安ですが、
周りの方に助けて頂き皆さんのお世話
が出来るよう一日も早く慣れたいと思
います。

黒瀬　健吾(25歳彼女募集中♪）
①グループホーム　南十字星
②マンガ、ゲーム
③一生懸命
④笑顔
⑤ご利用者さんの中には不安や悩み
を抱えて生活されている方も居るので、
自分が関わりを持たせて頂く事により、
少しでも不安が解消されるような信頼
される介護士になれればと思います。

岡林　文子
①喫茶ティンカーベル
②手芸全般
(洋裁、編み物、折り紙他)
③明日は明日の風が吹く
④眼鏡の奥の細～い眼と笑顔
でしょうか？
⑤念願の喫茶店で働いて居ります
が、分からないことだらけで迷惑
ばかりかけてます。早く一人前に
なって利用者の方やお客様への対
応をしっかりやっていきたいと思
います。

中山　愛子
①ラヴィエール
②お菓子作り
③一生懸命
④八重歯
⑤お客様に喜んでもらえるお菓子
を作ります。

松田　孝一
①オーシャンクラブ
②ボディボード、サーフィン、
スノボ、ダンス(ズンバ)、
トレッキング等、若者に負け
じと頑張っています。あと温泉。
③土佐弁で「いちむじん」一生懸命
という意味。
④笑いじわと、口が乾燥したら唇が
ひっかかってしまう八重歯。
⑤健康維持。
　早く仕事を覚え、スタッフ、利用
者から信頼されるスタッフになる事。

すっかりおなじみになりました、てくとこ会メンバーにおススメを教えてもらうこのコーナー。
今回はオーシャンクラブを利用している筒井さんに教えてもらった、おトクな情報です（＾◇＾）♪

一冊994円（税込）
で、お得にランパス
しちゃいましょう☆

おかばやし　ふみこ まつだ　こういち なかやま　あいこ
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①オーシャンクラブ
　オーシャンクラブでは、 箱折りなどの内職作業、 施設外の企
業などへ出向いての清掃作業、 お弁当や昼食作りの厨房作業
を行っています。 お弁当作りは現在休止中ですが、 めどが立ち
次第、 再開する予定です。
　どの作業も、 メンバーさん、 職員ともに一生懸命頑張ってい
ます。 次のステップ（A 型就労、一般就労など）を目指して頑張っ
ているメンバーさんもいます。 興味のある方は、是非一度見学、
体験に来てみて下さい。

②パティスリーラヴィエール
　ラヴィエールでは、 ケーキやお菓子の販売を行っています。
利用者の方々にはお菓子の製造 （飾り付け、 計量、 フィルム
巻き、 袋詰め） を主に行ってもらっています。
　最近では材料費の高騰により、 数種類ですがケーキの値段
が上がってしまいましたが、 お手頃な価格で提供できる商品
も置いています。
　ケーキの出張販売 （ドリンクの販売も可）、 ケーキの配達な
ど心を込めて行っておりますので、 ぜひ一度
お立ち寄りくださったり、 お問い合わせをお願いします。

④グループホーム　すむとこ
　グループホーム
「すむとこ」 はある
程度生活する力は
あるけれど、 自分
ひとりで何でもする
のは難しい、 不安
だな？という方に
スタッフの支援を
うけながら地域で
生活していただく
ための共同住居です。
　すむとこには、 現在 4つのグループホームがあり、 定
員は 「はじまり」 （７名） 「つながり」 （8 名） 「かがやき」
（7 名） 「リバーサイド」 （7 名）の合計 29 名となっています。
　職員は常勤職員 6名と非常勤職員 5名態勢で、 各施設
に専任の世話人を配置しています。
　皆で助け合い、 スタッフの支援を受けながら暮らしていく
ことができます。
　また、 単身生活へのステップとして利用することも可能
です。 興味のある方はいつでもお問い合わせください。

③喫茶　ティンカーベル

　喫茶ティンカーベルではモーニング ・ ランチ

の提供をしています。 4 月から毎週月曜日が定

休日となりました。 ティンカーベルは最近お弁

当にも力を入れています。 A 型利用者と毎日元

気に、 楽しく、 一生懸命に働いていますので、

お近くを通った際はぜひお立ち寄りください。

　毎日沢山のお客様や色んな事業所の方が

ご利用して頂いておりますが、 引き続き

ご愛顧の程よろしくお願い致します。

⑧相談支援事業所
　相談支援事業所では、 地域生活を送る上で使いたい福祉
サービスの申請手続や計画作成をしています。 また、 日々の
生活の困り事や悩
みの相談に乗る事は
もちろん、 社会資源
の紹介等をさせて頂
いています。
　明るくフレッシュ？
なスタッフが対応させ
て頂きますので、 皆さ
ん気軽に何かあればい
つでもご相談下さい！

⑥地域活動支援センター

地域活動支援センターでは、 利用者の 「したい！やりたい！」

気持ちを大切に、 プログラムの提供や生活のお手伝いをしてい

ます。 また、

「とことこ通信」

の発送や地域の

お祭りへの参加

など、 てくとこ

会の広報活動も

日々展開中♪

⑥南十字星

　グループホーム南十字星は、 アットホームな共同

生活の場です。 スタッフが少しお手伝いさせて頂く

事もありますが、 自立に向けて自分でできることを

見出していきます。 不安な時は親身になって寄り添い、

地域の人達との交流もはかり、 生活していただくため

の共同住居です。

　南十字星は、 てくたねビル、 ２階 ・ 十字星ユニット、

3 階 ・ 南ユニットに所在する、 皆で助け合いながら暮ら

していく所です。

　新年度を迎え、 てくとこ会の事業所もリ ・ スタート

です !! 今年度も、 みなさまと顔が見えるお付き合い

をしたいと思っております。

　春の陽気に誘われた愉快なてくとこ

会スタッフを、 どうぞよろしく (*^^)v

　

⑤自立訓練施設

    地域で生活するための必要なスキル （家事やお金の使い方など）

　を 2 年間の期間の中で身につけていけるよう、 訓練を行う施設です。

　　施設には寝泊まりする宿泊型と住まいの場所などから通う通所型

　やスタッフが自宅に伺う訪問も行っています。

　　将来一人ひとりの希望する地域生活がかなえられるよう、 それぞ

　れの強みや課題に合わせて、 取り組む内容をスタッフが一緒になっ

　て考え、 支援を行います。

　　新しい取り組みとしては、 4 月より “資格を取ろう” というプログ

　ラムが始まります。 パソコン検定や簿記など、 みなさんが取りたい

　資格を勉強するコースです。 興味がある方はスタッフまでお声がけ下

　さい☆

てくとこ会　事業所紹介♪


