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就労継続支援 B型 

ふれあいワーク 

ごあいさつ 

 ９月に入り、朝晩はずいぶん涼しくなり秋ら

しさを感じられるようになってきましが、日中

はいぜんとして暑い日が続いています。本格的

な秋の到来はまだまだ先のようですね。 

 さて、社会福祉法人わくわくは、今年で法人

設立して１１年、作業所時代から数えますと１

９年、なんと来年は２０年を迎えようとしてお

ります。 

 そんな節目の20周年に私たちは、新しい施設

を建てようと計画してきました。昨年7月に龍

田9丁目に用地を購入し、現在建物の設計や資

金計画の最終段階に入るところまできました。 

これまで借り物暮らしだった私たちが、とうと

う自前の施設を持つことができることは大変嬉

しいことです。 

仲間の皆さんも興味深々で、平面図を見ながら

「私たちの部屋はどこ？」「食堂はあるの？」

「餅まきはいつするの？」などいろいろと聞い

て来られます。 

新施設は、11月着工、翌年2月末に完成予定で

す。進捗の状況も随時お知らせしていきたいと

考えています。 

 施設の建設にあわせて、Ｂ型事業所ふれあい

ワークは,現在の定員20名から24名に増員し、

新たに生活介護事業を定員6名でスタートする

予定です。これまでのグループホーム事業と合

わせて3つの事業を持つ法人となります。今後

を考えると3つの事業を束ねる法人本部の役割

がこれまで以上に重要となってきます。そこで

法人本部の組織強化のために常務理事を置く事

としました。 

 またこれまで兼務であった２つの事業の管理者

も、事業毎に管理者を置く体制に変更しました。 

 今後は兼務や兼任をなるべく失くし、職員各

自が本来業務に専念できる体制や組織作りを目

指し、利用者さんのより一層のサービス向上に

努めていきたい所存です。 

  
  

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23年5月16日理事評議委員会の様子 

理事長    小笠原 嘉祐   

           （ピネル記念病院理事長  

             テクニカル工房理事長） 

理   事     森山 茂（山鹿回生病院医師） 

理   事     石津 棟暎    

 （くまもと江津湖療育センター 診療長） 

理   事     丸野 真司   （新聞社社員） 

理   事      閌    幸枝   （病院事務長） 

理   事        山本 今朝一   

           （テクニカル工房管理者） 

理   事       魚住 佳代子  

        （日本てんかん協会熊本支部） 

常務理事(新設）  丸山 光代     

 （ふれあいワークグループホーム管理者） 

監   事         白石 邦子   （ 自営業） 

監   事         松村 忠彦    

      （チャレンジめいとくの里管理者 ）  
 

2013年度社会福祉法人事業管理者 

ふれあいワークグループホーム事業所 

管理者   丸山 光代 

ふれあいワーク（就労継続支援Ｂ型事業所） 

管理者  里﨑 俊哉（新任） 
 
      

2013年度社会福祉法人わくわく役員（役職） 



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。   
 早速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！ 

金太郎 

モモちゃん 

グループホーム かりんの住みごごちは？ 

 ２５年1月に、ホーム かりんができました。 
これまであった ホームふれあい ホームさくら
に続く３棟目となります。 
 ホームかりんはこれまでの民家型ではなく、４
階建てのマンションを３部屋借りて使用していま
す。 
一部屋は３ＬＤＫで、２名づづ入居しています。
今はやりのシェアハウス型ともいえるかもしれま
せん。 
入居者は、女性が４名と１月に結婚したばかりの
新婚のご夫婦の計６名です。定員が６名ですので
現在は満室です。住ごごちはいかかですか？とお
尋ねをしますと「なかなか、快適です。」や
「 ちょっとさびしい時もある。」とのお答えで
した。 
 ちなみにホームかりんの名称の由来は、女性の
入居者が多いので、「華やかで、実のある人生を
送ってほしい」との願いが込められています。 

来年のカレンダーの予約始めました。 

 来年のことを言うと鬼が笑うとは、「明日のこと 
も分からないのに、来年のことなど語るとはあきれ 
た奴め！」と現実を見ずに先ばかりを気にする私の 
ようなそこつ者を戒める故事です。 
 しかしカレンダーの世界では、この故事はあては 
まりません。年内にお手元にお届けできるように、 
これからがご注文をお受けする最盛期を迎えます。 
 さて来年の「なかまのうた」カレンダーが完成し 
ました。今回のカレンダーも、壁掛けタイプと卓上 
タイプの２種類をご用意しております。特に壁掛け 
タイプの４月にふれあいワークの本田征雄さんの 
「春の花見」がつかわれています。クレヨンと色鉛 
筆をつかったあたたかいタッチで、遠方の山に満開 
の花が映えるとても雄大な絵となっています。 
 ぜひご注文いただき、壁にかけていただけるとお 
部屋が明るくなる事、受け合いです。 
 先日福島で開かれたきょうされん全国大会でも、 
原画展のコーナ－で飾られました。 
 壁掛けタイプが１２００円 卓上タイプが１００ 
０円となっております。よろしくお願いします。 
 
 
 

   春の花見 

   福島での展示 

 ホームかりん  

ホットドッグ 

いかがですか

 ふれあいワークでは、夏の終わりから秋にか
けたこの時期は、お祭りや文化祭などのイベン
トに積極的に参加をして販売を行っています。 
 ふれあいと言えば焼きそばというぐらい定番
の焼きそばですが、このところ他の施設と競合
することも増えたり、暑い日が多いせいか売り
上げが伸び悩んでいました。 
 そこでもう少しお手軽に食べられるものをと、
この度ホットドッグを始めました。現在は試行
錯誤の段階で、売れたり、売れなかったりを繰
り返しています。ホットドッグが販売の救世主
になりえるか？ぜひ一度食べていただきご意見
をお聞かせください。 



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 負債の部の合計 4,730,242 支出 52,108,104

基本金 13,062,044 収入 26,009,226

次期繰越活動収差額 60,268,947 支出 26,000,000

（内、当期活動収差額） 10,019,659

修繕積立金 49,477 収入 1,549,250

純資産の部の合計 73,380,468 支出 1,549,250

資産の部の合計 78,110,710 負債・純資産の部の合計 78,110,710 収差額 0

前期繰越活動収差額 50,249,288

当期末繰越活動収差額 60,268,947

次期繰越活動収差額 60,268,947

流動資産 2,460,757 流動負債 433,012 収入 8,629,039

固定資産 298,155 負債の部の合計 433,012 支出 8,579,535

収支差額 49,504

積立金 206,744

人件費積立金 206,744 収入 0

次期繰越活動収差額 2,119,156 支出 27,521

（うち当期活動収支差額） 22,292 収差額 -27,521

純資産の部の合計 2,325,900

資産の部の合計 2,758,912 負債・純資産の部の合計 2,758,912 収入 309

支出 0

収差額 309

当期活動収支差額 22,292

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

１．社会福祉事業会計

貸借対照表 事業活動収支計算書

2013/3/31現在 2012年4月1日～2013年3月31日

資産の部 負債の部 事業活動収支の部

純資産の部 事業活動外収支の部

特別収支の部

２．就労支援事業会計

貸借対照表 事業活動収支計算書

福祉事業活動の部

事業活動外収支の部

2013/3/31現在 2012年4月1日～2013年3月31日

資産の部 負債の部 就労支援事業活動の部

純資産の部

 

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つの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。ここでは紙面の構成上、分か

りやすいものをと考え、合算したものを掲載しました。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。またブログ「わくわくの

樹」でもご覧になれます.。 

URＬ://blog.canpan.info/wakuwaku25/  

  池田 美智  様 
  
 竹下 勝宣  様          
 
よりご寄附いただきました。ご厚志に感謝い
たします。 
本年度は、新施設建設を行います。別添の趣
意書をお読みいただき、引き続きご協力をお
願いいたします。 

ご寄附いただきました 新施設完成予想図 



  
平成25年度行事予定 

9月  日帰り旅行   
    熊本高校文化祭 
    つばさ会祭り 
    母親大会  
    理事会 
 
10月  はなぞの福祉祭 
    身近な森の音楽祭 
    大津支援学校祭り 
    特別支援学校実習受け入れ 
    健康診断 
 
11月    清水市民の集い 
    すずかけ祭り 
    新施設建設着工 
 
12月  熊福連フェーアー 
    クリスマス会 
    ビプレス販売会 
    評議員会 理事会 
    大掃除 仕事納め 
 
1月      仕事始め 初詣 
    避難訓練 
 
2月  県庁商談会 
    熊本県手をつなぐ育成会研修会 
    新施設完成 移転 
 
3月  健康診断 
    熊福連研修会 
    花見 
    評議員会 理事会 
 
 
研修・講演・関連会議 行事など 
・波の会例会 研修会参加 ・自立支援協議会就
労 
   部会参加・きょうされん会議（月1回）研修会参 
   加  
・熊福連理事会研修会参加（年4回) 
・龍田教育ネットワーク会議 龍田プレイパーク
行 
   事参加・地域行事参加 

昨年つばさ会の様子 

昨年クリスマス会の様子 

２５年度新しく入られました利用者さんをご紹介 
します。 
野口拓郎さん 加藤まり子さん 
 
25年度採用職員紹介 
永野初江  （さくら世話人） 
甲田知子  （事務員・看護師） 
 
「入社8か月目とに入りました。利用者さんと 
の会話に癒しを感じる今日この頃です。 
仕事は、まだまだ勉強中ですが、頑張っていき 
たいと思います。どうぞよろしくお願いします。」 

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 

  ※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。  
またブログ「わくわくの樹」でもご覧になれます.。 
URＬ://blog.canpan.info/wakuwaku25/  

平成２５年度の事業計画 

お知らせ 

  男性グループホームふれあ
いでは、入居者を募集中です。
アットホームな雰囲気で、リラ
クッスして過ごしていただける
場所づくりを目指しています。
ぜひ一度お気軽に見学に来て下
さい。ご紹介も大歓迎です。 

 ９月よりブログを始めました。 名前は悩んだ末
に「わくわくの樹」としました。法人内のわくわ
くな記事をたくさんのせて、わくわくの樹を大き
く茂らせたいと思っています。 
ＵＲＬ://blog.canpan.info/wakuwaku25/  

ブログ始めました。 

よろしく 

お願いします。 


