
日程：10月 6日(土) 10時 30分～15時 00分 

場所：ぷらっと 1・2階／駐車場 

    (早良区荒江 2丁目 8-6) 

                      ※雨天時決行 

2018 夏  

日時：10月 6日(土) 

時間：10時 30分開始～15時 00分終了 

場所：ぷらっと 1・2階／駐車場                 ※雨天時決行 

 

つばめ祭りも今年で 4 回目となります。今年も地域の皆様や関係機関、 

つばめ関係者の皆さんの協力を得ながら準備を行っております。 

   今年も皆さんに楽しんでいただけるよう、様々な企画をご用意しております。 

是非、お立ち寄り下さいませ!! 

              

                第 4 回つばめ祭り副実行委員長  嘉村春菜 
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＊編集後記＊ 

今年も例年通りバスハイクが開催され、唐津まで行って来ました!!お天気も見事に快晴で、1日楽しく満喫する事が 

出来ました。楽しかったバスハイクの模様は是非、今月号の中身をチェックしてみて下さい♪ 

さて、次はつばめ福祉会の一大イベントとも言える「つばめ祭り」が秋に開催されます。是非多くの方に遊びに 

来ていただければなと思っております。暑い日が続きますが、皆様体調にはお気を付けてお過ごし下さい。 

(ピアつばめ鶴田) 

～ピアつばめより～ 

ピアつばめでは、5月末に福岡市博物館のレオナルド・ダ・ヴィンチ展に行って来ました。 

最終日間近という事もあり、たくさんの人が作品を観に来ていました。 

1度はテレビ等で見た事がある絵もいくつかあり、「この絵知ってる！!」と 

皆さん目を輝かせながら１つ１つの作品をじっくり楽しんでいました♪ 

●法人本部                               〒814-0021  福岡市早良区荒江 2-8-6(ぷらっと 4階) 

あいれふビル 1階 

TEL092-400-7110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つばめ通信 

QSK 

             －つばめ祭り開催にあたって－ 

 

つばめ祭りは、いつもお世話になっている地域や関係者の方々へ感謝を伝え 

交流を深めることを目的の一つとして開催しております。 

       今回のテーマでもある、皆様に「ぷらっと寄ってって」楽しんで頂けるような 

どなたでも参加しやすいお祭りにしたいと実行委員一同考えております。 

       今年も例年通り屋台での販売に加えて、昨年好評だったフリーマーケットや抽選会も行います。 

是非お誘いあわせの上、ご来場ください。 

                           第 4 回つばめ祭り実行委員長   上竹希 
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 H29 年度より各区に設置された障がい者基幹相談支援センターは、小学校区により担当分けされ

障がいに関する生活相談窓口として、相談内容により適宜、各種専門機関の紹介や直接支援等を  

行っています。 

 また、地域福祉の基盤作りとして、福祉サービス事業所間のネットワークだけでなく 

医療、包括支援センター、社会福祉協議会等と関係性を深めながら様々な状況に地域全体で 

対応していけることを目標に活動をしています。皆様よろしくお願い致します。 

✿日時：10月 6日(土) 

✿時間：10時 30分～15時 00分 

✿場所：ぷらっと 1・2階／駐車場 (※雨天決行) 

つばめ工房 原作業所 

篠原充紀(しのはら みつき)さん 

3月末よりつばめ工房に入職した篠原充紀です。 

ご迷惑をおかけする事もあるかと思いますが 

1日 1日学びながら皆様と共に  

過ごしていきたいと思います。 

よろしくお願い致します。 

西区第 1障がい者基幹相談支援センター   

大神耕平(おおがみ こうへい)さん 

3月末に入職致しました、大神です。        

初めての事ばかりで日々頭がパンクしておりますが 

諸先輩方の温かいご指導の下、多くの事を学ばせて

頂いております。趣味は魚釣りとランニングです。  

室見川を走り、室見川で魚釣りをしています。    

どうぞ、よろしくお願い致します。 

編集：つばめ福祉会 編集委員会責任者 西村和徳 〒814-0021 福岡市早良区荒江 2-8-6 

発行：九州障害者定期刊行物協会         〒812-0024 福岡県福岡市博多区網場町 1-17     

福岡パーキングビル 4 階 

                          電話：(092)-753-9722 FAX：(092)-753-9723 

                                購読料 1 部 100 円(会費に含む) 

〈社会福祉法人つばめ福祉会〉 

 
●ぷらっと           (地域活動支援センターⅠ型)   〒814-0021  福岡市早良区荒江 2-8-6 

●西区第 1障がい者基幹相談支援センター           〒819-0002  福岡市西区姪の浜 4-22-31-30号 

●つばめ工房 原作業所  (就労継続支援事業Ｂ型)     〒814-0022  福岡市早良区原 3-18-15 
●ピアつばめ           (就労継続支援事業Ｂ型)       〒814-0021  福岡市早良区荒江 2-18-25 

●喫茶レストラン･オアシス(就労継続支援事業Ｂ型)       〒810-0073  福岡市中央区舞鶴 2-5-1 

TEL092-400-7132 

TEL092-885-5060 

TEL092-821-4055 

TEL092-407-9641 

TEL092-713-3484 
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唐津城は勇壮でした。 

バイキングの種類は数多くあって 

とても美味しかったです。 

   (ピアつばめ H・Kさん) 

唐津城に、風の見える丘、 

食事は愛しとーと(チョット)有名コラーゲン   

たっぷりの昼食でした。 

楽しいバスハイクでした。 

       (ピアつばめ H・Sさん) 
昨年の日田市に続いて唐津市は 

初めて楽しみました。 

(三毛猫と愛しとーと♡は最高でした。) 

     (ピアつばめ A・Hさん) 

ランチ代が高いと思ったけど 

食べて納得しました。美味しかったです。 

また来年も参加したいです。 

      (ぷらっと 大山 ふみよさん) 

唐津城、おさかな村、食べ放題に行きましたが

1680 円という値段は精神科の患者には少々   

ハードルが高いのかなと感じました。もっと皆が 

気軽に行けるようにその辺も検討しなくては   

いけないのかなと感じました。個人的には楽しめ

ました。 

          (ぷらっと 永田 健一さん) 

今回、特に唐津城が印象に残りました。  

昔のお殿様になった気分で気持ち良かった 

です。       (ぷらっと 葛島 満さん) 

唐津城は見晴しも良くとても素敵

でした。バイキングもバラエティに

富んでとても美味しかったです。

カラオケも楽しかったです。 

    (オアシス 佐竹さん) 

お天気に恵まれ朝からのバスハイク。 

元気一杯楽しい 1日でした。 

    (オアシス 伊藤 栄見子さん) 

天気が良くて少し汗ばむバスハイクでした。

愛しとーとは、バイキングが充実していて 

コラーゲン料理が美味しかったです。 

          (オアシス A･Oさん) 

～オアシスよりお知らせ～ 

 7月より、夏季限定メニューを販売しています。 

●かき氷：味は数種類の中より選べます・・・150円(+50円で練乳トッピング) 

 

●コーヒーゼリー：当店自慢の水出しコーヒーから作りました・・・２８０円 

 

●その他、オリジナルメニューも随時販売していく予定です!! 

 

喫茶レストラン・オアシスはあいれふ１階で営業しております。 

あいれふにお越しの際は是非当店でゆったりとした一時をお過ごしください。 

ご来店、心よりお待ちしております。 

 

※営業日：火～日曜日(10:00～17:00) 店休日：月曜日(月曜日が祝日の場合、火曜日) 

  

～ぷらっとより～ 

5月 10日(木)原作業所の方と共に元岡へイチゴ狩りに行って来ました。 

摘んだイチゴはそのまま食べたり、ジャムにして頂きました。とても美味しかったです。 

農家さんと自然の恵みに感謝感謝の 1日でした♪ 
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当日はお天気も良く、唐津城天守閣からの 

海も雄大で、潮風がとても気持ち良かったです。

ランチはコラーゲンたっぷりのメニューが豊富で

お肌がプルプルになったかも？？ 

来年のバスハイクも楽しみです!                    

(原作業所 松永さん) 

食事が美味しか っ たで す 。   

お城に登って楽しかったです。 

     (原作業所 井上さん) 

～つばめ工房原作業所より～ 

つばめ工房原作業所ではシフォンケーキの他、ジャムやクッキーも販売しています。

また、ご要望の金額に合わせたギフトセットも承っております。   

日頃お世話になっている方への感謝の気持ちに是非、ご注文下さい!! 

お待ちしております! 

 ★問い合わせ先：つばめ工房原作業所 TEL☎(092)ｰ 821 ｰ 4055 (担当：鷹尾) 

 (※左写真は 1000円ギフトセットの例です。) 
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