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多機能型支援センター 

ふれあいワーク 

  残暑お見舞い申し上げます。9月に入りました 

が、暑さは衰えず秋の到来などまだまだ先の話 

のように感じます。 

  7月8月と施設の周りを囲むように咲いたひま 

わりを目で楽しんだ後は、種の収穫を楽しでてい 

ます。 

 ひまわりは和名「向日葵」。由来は太陽の動き 

にあわせて花が動くと言われたことからです。 

しかし実際に太陽を追って動くのは、成長の著し 

いつぼみを付ける時期だけだそうです。茎の上部 

の葉が太陽に正対して動き、朝は東を向き、夕に 

は西を向く、また夜明け前には再び東を向く。 

その運動もつぼみがつき花が開くころには終わり 

を迎えます。生長の終息にあわせて東から西への 

動きが徐々に小さくなっていくため最終的には花 

は東を向いて動かなくなるそうです。 

 少しでも良い種を残そうと陽光をたくさん取り 

込もうとする姿は、種の保存法則と言え感動を 

覚えます。そういえば北区の花はひまわりだそう 

です。私たちも地域に良い種を撒きたいものだと 

思うこの頃です。 

  

   

さて社会福祉法人わくわくは、昨年度施設の新 

設を計画して、進めてまいりました。26年3月 

末に完成を迎え、4月１日に移転をいたしました。 

 そして5月22日（木）の26年度第一回理事会 

を新しい施設で開催いたしました。 

第１号議案 議事録署名人選出 

第２号議案 熊本市指導監査報告 

第３号議案 定款変更 

第４号議案 平成25年度事業報告 

第５号議案 平成25年度決算報告  

第６号議案 監事監査報告 

   その他・報告 

第2号では、1月30日の法人監査で指摘を受けた 

３点の事項についての報告があり、各３点の改善 

の提案が承認を受けました。特に３点めの内部監 

査については、山本今朝一理事を担当者に選任し 

年二回９月 ３月に行う事が承認されました。 

 

生活共同援助 

ふれあいワーク  

グループホーム事業所 

平成26年5月理事評議委員会の様子 

  第３号議案は、新施設の住所が地番で登記さ 
れている為、住所表記に変更するための定款 
変更が提案 承認を受けました。 
 第4号 ５号議案は、それぞれ担当者より報 
告があり、利用者工賃の実績と今後の課題や 
施設新設後の事業運営などの話がでました。 
 第６号議案では、松村忠彦監事より「平成 
26年5月21日、白石邦子監事と社会福祉法人 
監査要領に定められた手続きで監査を致しま 
した。間違いありませんでしたので報告いた 
します。」と報告があり、全一致で承認され 
ました。 
 その他では、ホームふれあいの定員変更の話 
があり、現状の4名定員を維持するためには、 
面積の関係でホーム内に防火区分壁を設けるよ 
うに熊本市障がい福祉課より求められているこ 
とが丸山常務理事よりありました。 
 またホームふれあいが借家であることから防 
火壁を設けるためには、許可を得ることや費用 
的にも採算が合わないこと。また防火壁を設け 
ず3名の定員では運営が厳しいことが説明され 
ました。協議の結果 丸山常務理事に一任する 
ことで承認をされました。 
   4月よりグループホームが外部利用型共同生 
活援助に移行し、就労継続支援B型も定員24名 
にしたため報酬単価や加算額が減り、運営が大 
変厳しくなっていることが、丸山常務理事から 
報告ありました。状況の打開のために利用者の 
登録増や利用率の向上に努めることが確認され 
ました。 
 
  

第1回評議委員理事会 



負債及び純資産の部合計

2,898,187
256,221

67,530,421
5,142,318

89,538,673
114,688,968

その他の積立金
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

純資産の部の合計
資産の部の合計 114,688,968

流動負債
固定負債
負債の部の合計

純資産の部
基本金
国庫補助金特別積立金

5,150,295
20,000,000
25,150,295

18,853,844

資産の部 負債の部
流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

19,011,753
95,677,215
83,186,049
12,491,166

前期繰越活動増減 62,388,103
当期末繰越活動増減差額 67,530,421

貸借対照表
２０１４年3月31日現在

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

収益 9,258,790
費用 10,794,236
当期活動増減差額 △　　　　　  1,535,446　　　　△　　　　　18,275,157

32,136,615
13,861,458

事業活動計算書
２０１3年4月1日～2014年3月31日

サービス活動増減の部
収益 75,032,497
費用 68,521,442

収入
支出

75,199,206
67,396,089

事業活動外収支の部
27,764,790
53,843,046

特別収支の部

当期資金収支差額

サービス活動外収支の部
収益 166,709
支出

1,494,000
1,494,000

収入
支出

資金収支計算書
２０１3年4月1日～2014年3月31日

事業活動収支の部
収入
支出

特別増減の部

※ 理事評議委員会の資料は、 

ブログ「わくわくの樹」 

の事業報告でご覧になれます。 

URＬ://blog.canpan.info/ 

wakuwaku25/  
 

ご寄附いただきました 

  
山園 田鶴子様 山部 暁子様 沼田 陽一様 梅田 伊都子様 
 
塚田 喜一郎様 瀬上 千津子様 白石 邦子様 丸野 真司様 
  
東田 光晴様 佐藤 敏子様  植田 実様  松田 知美様  
  
深堀 悠純様 岡 京子様  上野 修一様 丸山 光代様  
 
国際ソロプチミスト熊本さくら様 生活介護支援センターあゆみ様 
 
船津 孝子様 正栄寺 橘 孝昭様 川本 公子様 
   
  以上の方よりご寄附いただきました。ご厚志に感謝いたします。（8月8日現在 順不同） 
   お蔭さまで施設３月末竣工いたしました。ありがとうございました。引き続きご協力をお願いいたします。 

開所式 

25年度決算報告 

「この表札が目にはいらぬか！」 

 4月20日（日）大安 待ちに待った開所式を行い 
ました。たくさんのご参加ありがとうございました。 
 当日は朝からあいにくの雨。足元の悪い中を112 
名の方がご参加頂きました。 
 立錐の余地もないとは、この日のためにある言葉 
ではと思わすほどぎっしりと入った中、御来賓の方々 
にあたたかいお言葉をたくさんいただきました。 
特に町内会長さんの「ようこそ 龍田9町内へ。私達 
は、歓迎してお迎えします。」の言葉はとても感激 
しました。 
  最後にふれあいワークの唄「しあわせってなんだ 
ろう」は参加者全員の大合唱となり、お蔭さまで笑 
あり涙ありのよい開所式となりました。 
  



近況 

新しい厨房どう？・・・ 

    移転前は、かむさぁの二階厨房をお借りして作 

業していましたが、4月より施設内に作業室を持 

つことができました。場所は施設の玄関横の一番 
目立つ場所にしました。製菓作業を施設の看板に 
育てていきたいと思っているからです。 
 そんな製菓班の皆さんに使いごごちをお尋ねす 
ると「広い」とか「使いやすい」とおしゃってい 
ました。  
 
 

就労継続支援 B型 

ふれあいワーク 

縦一列に並んで作業 

広すぎて・・・ 

  新しい施設に移って早や5か月、そばを通る電 

車の音にも驚かなくなりました。 

 電車といえば先日ご近所の方から「週1回「七 

つ星」が朝4時頃通っているよ。.」と教えていた 

だきました。きっと湯布院への行き帰りの道中な 

のでは？と一人妄想をたくましくしています。 

 さて4月より多機能型支援センターふれあいワ 

ークと名称を変更しました。生活介護を併設して 

B型を24名に定員増しました。早速 3名の方が 

利用されることとなりました。 

今号はそんな新施設にまつわる各班の近況をお伝 

えしようと思います。 

はじめまして・・・ 

  施設移転と共に新しく昼食の提供を始めました。 

これまでデイサービス「かむさぁ」の昼食づくり 

の上にふれあいワークの利用者さんと職員の分を 

  
 

配膳作業 各々分担にわかれて 

準備よければ・・・・ 

 施設移転の影響を受けていないように思える 
清掃班ですが、駐車場や敷地のスペースが増えた 
ので、作業車への道具の積み込みや準備のスペー 
スが取れるようになりました。 
 そこで、班員全員での準備や積み込みを行って 
います。ホワイトボードで準備物を確認しながら 
積み込むので、現場への早い出発が出来る事を目 
指しています。   
 

備えあれば憂いなしか？ 

新しいなかまを迎えて 

 岩田班は、4月から新しいなかまを迎えて4名 

体制で頑張っています。施設外就労先の岩田さん 

も工場を拡張され、ふれあいワーク用の作業スペ 

ースやロッカーなども用意していただきました。 

 また 旅行や行事の折りにはお菓子をたくさん 

いただいています。岩田班の方達も時には厳しい 

事もありますが、励まし合いながら楽しく作業が 

できているようです。 

室内班の作業室は旧施設では本当に狭くて、 

ひどい時は品物の中に人が座るようなことがあり 

部屋のやりくりに頭を悩ますこともありました。 

新しい施設では、製品の搬入や運搬もスムーズ 

にでき、製品や材料の保管にも苦労することが 

無くなりました。 

 移ってきた当初は、広さに慣れずスペースをう 

まく使えず、「広すぎて落ち着かない。」と口ぐ 

ちに言われていました。しかし徐々に慣れて新し 

い仲間も増えたこともあって、以前ほど広さを感 

じることは無くなってきました。お盆前の繁忙期 

には20名近い方が作業室に入り迫力満点でした。 

作ることとなり、新しく施設外就労の班として編 

成することになりました。『昼食班』と言います。 
 昼食班は調理師1名 管理栄養士1名 利用者さ 

ん3名の5名で一日40食～50食の昼食づくりを 
行っています。毎日ごはん お汁 サラダ おかず 
デザートなどを彩よく作っています。 
 味はもちろん、目でも楽しませてくれています。 

みんなとても楽しみにされていて、「今日のメニュ 
ーは？」といつも話題に昇っています。 
 



  

 グループホームを利用されている方は、利用す 
るホームや日数によっても多少違いがありますが、 
毎月家賃 食費 日用品費 水光熱費をあわせて 
５万円程度をお支払いただいています。 
 これは障害年金２級者の受給額64,400円（月） 
を考えると決して楽なやりくりではありません。 
悲しいかな趣味や楽しみに充てる余裕はないのが 
現状です。 
 ここで暮らしに潤いをあたえてくれる存在が 
日中B型事業所で働いて得るお給料です。利用者 
さんはこれを使ってお休みやお仕事帰りに映画鑑 
賞やお買いものなどを各々楽しまれています。 
 ある利用者さんは先日、光の森のショッピング 
モールでゴジラの映画を鑑賞した後に、マクドナ 
ルドでハンバーガー食べられたとか またある方 
はドラえもんの映画を鑑賞して「とても感動した。 
泣ける。」と話をしてくださいました。 
 しかしこれもそう潤沢にあるわけではありませ 
んので、計画的に使うために小遣い帳をつけてお 
られます。グループホームの職員も金銭管理のお 
手伝いを一緒にさせていただいています。 
 

  

昨年の日帰り旅行 

菊池渓谷のつり橋の上で 

26年度 利用者さんご紹介 
就労継続支援B型 
井上俊樹さん 岩川 恵さん 芦村栄里さん 
生活介護 
馬場 桂さん 丸山浩司さん 吉野浩冶さん 
川本真平さん 
 
26年度 新規採用 職員紹介 
徳永由貴 （B型生活支援員） 
坂崎玲子 （B型職業指導員） 
湯野千鶴子（事務職員） 
        
                      どうぞ よろしくお願いします。 
 
退職職員 東田光晴さん 田北洋子さん  
          大変お世話になりました。  

平成２6年度行事予定 
よろしく 

お願いします。 

    
 
  
 

毎月のちぎり絵が楽しみです。 

 4月に4名で始まった生活班ですが、現在7名にな 
りました。新しい人が入られると、新しい風が吹 
いてきますね。優しい色の生活班になるといいな 
と思っています。 
 生活班は制作や作業、作業後の掃除前はレクレ 
ーションやストレッチ、マッサージなどをしてい 
ます。ちぎり絵は、回を追うごとに細かい物もで 
きるようになっています。7月はひまわりのちぎり 
絵を作りましたよ。そういえば生活班でひまわりを 
植えて育ているときに、道を通られるご近所の方から 
たくさんお声掛けいただきました。とてもうれしかっ 
たです。そして収穫を迎えたくさんの種が採れました。 
地域の方にお配りして、交流の種になるといいですね。 
 先日の読み聞かせで「ひまわり」の絵本を読みまし 
た。力強い絵で、ひまわりの成長が「どんどこ、どん 
どこ」というフレーズの繰り返しで表現されています 
。なかまも一緒に「どんどこ、どんどこ」と掛け声さ 
れていましたよ。「どん」と大きな花が咲いて、最終 
ページは種がパラパラ落ちる絵でした。ふれあいの生 
活班もできたばかりの若葉マークですが、地域に根差 
していけるようにがんばります。 

  

ふれあいワーク 

生活介護事業所 

（生活班のこの頃） 

「今月もばっちりですね。」「いや～それほどでも・・・」 

生活共同援助 

ふれあいワーク  

グループホーム事業所 

9月  日帰り旅行 

    母親大会販売参加 

    熊高文化祭 参加 

    きょうされん 

    全国大会イン横浜 

    つばさ会祭り 

    理事評議員会 

            支援学校実習 
 

10月   はなぞの福祉祭 

     身近な森の音楽祭 

     大津ふれあいサン 

     デー参加 

    市運動会販売 
 

        

 
  
 

11月   清水市民の集い 
    熊養祭 参加 
    びぷれす 販売 
           すずかけ祭 参加 
      ピネル祭  参加 
 
12月 評議員会 理事会 
     クリスマス会 
  


