
日 曜日 行事予定 室内 草取 カムさぁ 岩田
1 日
2 月 室 草／草 室 岩田
3 火 室 清／清 室 岩田
4 水 室 回・室 カムさぁ 岩田
5 木 くすのき販売 室 草／草 カムさぁ 岩田
6 金 ふぞく販売 室 草／草 カムさぁ 岩田
7 土
8 日
9 月 室 草／草 室 岩田

10 火 室 清／清 カムさぁ 岩田
11 水 めいとくの里販売 室 回・室 カムさぁ 岩田
12 木 缶／室 ロ・ル・室 カムさぁ 岩田
13 金 あいこう販売 室 草／草 カムさぁ 岩田
14 土
15 日
16 月
17 火 分教室販売 室 清／清 カムさぁ 岩田
18 水 ソロプチミスト販売 室 回・ル・室 カムさぁ 岩田
19 木 熊本支援学校販売 室 草／草 カムさぁ 岩田
20 金 熊高文化祭 室・文化祭 文化祭 カムさぁ 岩田
21 土 熊高文化祭/なかま会（全員出勤日）仲間会・文 仲間会 文化祭 文化祭
22 日
23 月
24 火 菊池支援学校    市役所販売 室 清／清 カムさぁ 岩田
25 水 室 回・室 カムさぁ 岩田
26 木 大津支援学校販売　 缶／室 ロ・草／草 カムさぁ 岩田
27 金 清水販売   　クレア販売会 室 ル・室 カムさぁ 岩田
28 土 つばさ会祭り準備（希望者のみ出勤日） 希望者 希望者 希望者 希望者
29 日 つばさ会祭り（全員出勤日） つばさ会 つばさ会 つばさ会 つばさ会
30 月 消防局販売 室 草／草 岩田

 

9月の行事予定 班別作業

　　　　　　　　9月15日　母親大会　
9月22日～23日　きょうされん全国

大会福島
　9月24日～10月8日　熊本支援学校

現場実習

草：草取り　清：清掃　回：回収　ル：ルート回収　ロ：ロマネスク
室：室内（自主製品づくり・絵描き・下請け）　缶：缶つぶし
カムさぁ：自主製品製造

 研修 実習など 
10月の行事予定  

ふれあいワーク ℡：096‐338‐4213 Fax：096‐284‐7377         

NO １ 

のこのごろ・・ 

 残暑お見舞い申し上げます。暦の上では立秋もすぎ、秋のはず
なのですが、秋の気配はみじんも感じません。お盆休み中に、
高知県の四万十町で40度の日が4日連続あり、35度を超える日
を猛暑日と呼んでいたことがはるか昔のことのような気がしま
す。このままでは本当に秋が来るのか不安なのは私だけでしょ
うか？ さて9月は3連休が２回ありますが、熊高文化祭やつば
さ会祭りの参加で出勤がありますので、ご注意ください。 

 
          

発行元 〒861-8005 熊本市北区龍田陣内4丁目23-8          

〔Tシャツ お買い上げありがとうございました。〕 
 新施設建設のために先月より、Tシャツの販売を始めました。
お陰様でたくさんのご注文をいただき、担当者が注文をさばきき
れずうれしい悲鳴をあげています。先日、一回目の注文を締切り
１００枚を超えるご注文を頂きました。大変ご協力ありがとうご
ざいました。２匹めのドジョウを狙ってすでに２回目の販売を開
始しておりますので、引き続きよろしくおねがいたします。私も
お盆休みにお中元代わりに親戚や兄弟にプレゼントしたところ、
とても喜ばれました。特に子供用が人気で大人用より金ちゃんと
モモちゃんが大きくなるので「可愛い！」と好評でした。サイズ
も11０㎝からそろえておりますので、ぜひご用命を！ 

2013年8月30日発行 

金太郎 

モモちゃん 

〔予定表をリニューアルしました！〕 

 班ごとの作業の予定が、事前に分かると作業服などの準備や予定

などがたてやすいとのご要望にお応えして、今月より予定表を変

更しました。 

各班の作業の表示については、予定表の空欄に表記をしました。 

「／」は午前午後を「・」は複数の作業を示します。但し あく

までも予定ということをお忘れなきように・・・ また見にくい

点やご不明な点が多々あると思いますので、お問わせやお意見を

お願いいたします。 

  

 

サイズも色
も取りそろ
えています。 
 
お問い合わ
せは、ふれ
あいワーク
樋口まで 

10月3～4日 荒彫塾職員派遣     

10月19日 はなぞの福祉祭        

10月27日 大津支援学校お祭り    

10月30日～11月1日熊本支援学校 

          中等部 職場体験 



1.社会福祉事業会計

（２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日）

流動資産 34,839,112 流動負債 4,730,242 収入 62,118,537
固定資産 43,271,598 負債部の合計 4,730,242 支出 52,108,104

収支差額 10,010,433
基本金 13,062,044 事業活動外収支の部
次期繰越活動収支差額 60,268,947 収入 26,009,226
（内、当期活動収支差額） 10,019,959 支出 26,000,000
修繕積立金 49,477 収支差額 9,226
純資産の部の合計 83,400,427 特別収支の部

資産部の合計 78,110,710 負債・純資産部合計 88,130,669 収入 1,549,250
支出 1,549,250
収支差額 0
前期繰越活動収支差額 50,249,288
当期末繰越活動収支差額 60,268,947
次期繰越活動収支差額 60,268,947

2.就労支援事業会計

（２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日）

就労支援事業活動収支の部
流動資産 2,460,757 流動負債 433,012 収入 8,629,039
固定資産 298,155 負債部の合計 433,012 支出 8,579,535

収支差額 49,504
その他の積立金 206,744 福祉事業活動収支の部
次期繰越活動収支差額 2,119,156 収入 0
（内、当期活動収支差額） 22,292 支出 27,521

資産部の合計 2,758,912 負債・純資産の部の合計 2,325,900 収支差額 -27,521
事業活動外収支の部
収入 309
支出 0
収支差額 309
当期活動収差額 22,929
前期繰越活動収支差額 2,096,864
当期末繰越活動収支差額 2,119,156
次期繰越活動収支差額 2,119,156

貸借対照表 事業活動収支計算書
２０１３年３月３１日現在

純資産の部

貸借対照表
２０１３年３月３１日現在

事業活動収支計算書

資産の部 負債の部 事業活動収支の部

純資産の部

資産の部 負債の部

１．基本理念 

 （１）てんかんを含むすべての障害をもつ人が、個性的で人間らしく、 

          豊かに成長し、生きる場の実現を目指す。 

 （２）地域で生活し、働く事を希望する障害者仲間の権利実現を目指し、 

           地域の理解と協力のもと、施設作り運動をすすめる。 

 （３）障害をもつ人、関係者皆が大切にされる討論をもとに、民主的な 

         運営を行う。 

２．事業 

 （１） 就労継続支援Ｂ型 ふれあいワーク（定員２０名） 

 （２） 共同生活援助 ふれあいワークグループホーム事業所（定員１４名） 

３．今年度の目標 

 （１） Ｂ型事業所の安定的な運営 

 （２） 男性ホームの満床とグループホーム事業所の安定経営 

 （３） 施設建設と移転 

     建設  平成２５年１０月 

     移転  平成２６年 ２月 

 （４） 今年度の行事予定 

     第１回 評議員会・理事会の開催  ５月１６日開催済 

      平成２４年度 事業報告 

      平成２４年度 決算報告 

      その他 

     第２回 評議員会・理事会の開催  １２月 

      第一次補正予算 

      その他  

              第３回 評議員会・理事会の開催  ３月 

      第２次補正予算 

      平成２６年度事業計画 

      平成２６年度予算 

     他、施設建設向けて入札等で随時開催 

      

     
         
 

        ※上記に掲載しましたのは、法人の事業計画です。法人内には２事業あり         

   事業毎の計画書もございますので、ご覧になりたい方はお申し出ください。 

平成２５年度の事業計画 平成２4年度の決算報告(単位：円） 

法人内には４つの経理区分があり、上記の会計は、法人、
施設、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの３つ経理区分を合算して表記したも
のです。下記の就労支援事業会計は、Ｂ型事業所の作
業収益支出や工賃に関する会計を表記しております。     

   登記上の決算書は、４つの経理区分ごとに財務三
表を出していますので、ここで表記した合算のものでは
ありません。、ここでは紙面構成上、分かり易いものをと
考え、合算したものを掲載いたしました。本来の決算書
は事業所で随時閲覧できます。また 財産目録、監事監
査報告書、固定資産台帳等もご覧になれますのでお申
し出ください。まおもうしでくだした財産目録や監事監査


