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特 集1

わたしの収穫
豊橋くすのき学園

豊橋ひかり乳児院

「おくちの体操」

「どんぐり、まつぼっくり」

歯科医のアドバイスにより始めました
噛めていない子が多くいることを発見！
噛むことを意識するようになりました

たくさんひろったよ♪

豊橋若草育成園
「誕生日プレゼント」

パトレンジャーのロボットを
もらいました！

豊橋あゆみ学園
ケアハウスかなだ

「ビワ」

初夏に園庭でとれたビワです
甘酸っぱい…初恋？の味でした

「金魚」

めだかに加えて、昨年より金魚の
お世話も始めました
たっぷりと注いだ愛情の成果か、
大きく育ちました

岩西保育園
「ひまわりの種」

豊橋ゆたか学園

大事に育てたひまわりの花から、
たくさん種がとれました！

「ゲーム機」

豊橋ちぎり寮
「ミニトマト」

夏にたくさんとれたミニトマト
そろそろ、最後の収穫です

誕生日に念願のゲーム機を買って
もらったよ！！

グループホーム
「事業所移行」

ワークス岩西
「リンゴ」

新しい事業所に移って半年
作業の手つきも早くなりました

豊橋にしぐち学園
「稲刈り」

５月に田植えをしました
収穫が楽しみです

秋といえば、リンゴ狩り！！
もぎたてのリンゴは甘い！！
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「つくって楽しい、食べておいしいクッキング保育」
豊橋あゆみ学園

事 業 会 NOW

本 園 で は 年 に 数 回︑ク ッ キ ン
グ保育をおこなっています︒行
事の一環としてだけでなく︑季
節の食材を味わったり︑ゼリー
にデコレーションをしたり︑さ
まざまな形で楽しむことができ

豊橋くすのき学園

「ピカピカ笑顔のくすのき学園」

ます︒
﹁家 族 の 日 会﹂で は︑子 ど も
たちが日ごろの感謝を込めて家
族の方といっしょに五平餅をつ
くりました︒ご飯をビニール袋
に入れてニギニギしてつぶし︑
ホットプレートで焼いて味噌を
塗るだけの簡単なクッキングで
すが︑炊く前にお米をさわった
り︑室内が炊きたてのごはんや
香ばしい味噌の匂いでいっぱい
になったり︑できたてを食べた
りといつもと違った雰囲気を味
わうことができました︒なかに
は星やハート︑ミッキーの形の
五平餅もあり︑家族の方も楽し
んで最後の仕上げで形を整えて
いました︒見ても楽しい五平餅
は︑給食後なのにおかわりして
食べる子もいて︑みんなとても
宇井啓恵

いい笑顔を見せてくれました︒
保育士

﹁おはようございます！﹂今日もくすのきっ子たちが元気に登

園してきました︒昨年度末に新しい園舎ができ︑４月から新しい

環境のなかで療育がスタートしました︒以前は保育室が２部屋し

かなく︑窮屈ななかで療育をおこなっていました︒過敏さを持つ

子どもたちにとっては過酷な環境だったと思います︒今は保育室

が増えたことによって︑３グループに分かれての保育が可能にな

り︑少人数の落ち着いた環境で保育ができるようになりました︒

トイレは風通しよく︑広くなり︑着脱のスペースもできました︒

あまり気のりしなかったトイレトレーニングも明るい気分ででき

るようになったのではないでしょうか︒プレイルームには遊びや

すいように新しいおもちゃ箱ができ︑また︑ざわざわした環境が

苦手な子には安心できるような隠れ家もできました︒手洗い場の

数が増え︑大きな鏡もつきました︒子どもたちは自分の顔とにら

めっこして楽しそうです︒

今までの経験をもとに︑たくさんの方に協力してもらいリニュ

長谷川栄里

ーアルしたくすのき学園は︑今日も子どもたちの笑顔であふれて
います︒

副園長

事業会NOW
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今回は、豊橋あゆみ学園・豊橋くすのき学園の近況をご報告します。

「夏の思い出」

豊橋にしぐち学園

米村啓介

本園の夏の風物詩である、さくらピアにある屋上プールの利用は、スイミ
ングクラブに参加していた利用者さんからの「もっとプールにいきたい」と
いう要望にこたえる形で、2 年前にスタートしました。慎重に水の中に入る
人、得意なクロールや平泳ぎを披露する人、浮き輪に乗ってゆらゆらとリゾ
ート気分をのんびり味わう人など、楽しみ方はさまざまです。新たに浮き輪
を購入し、３年目の今年も、プール大好き利用者さんの笑顔がはじける楽し
い夏になりました。

「お箸の練習」

豊橋若草育成園

松浦奈津美

本園では、箸の練習をおこなう際にしつけ箸を使用しています。スプーンやフ
ォークが安定して使えるようになったころから、少しずつ練習を始めていきま
す。初めは、持ち方や感覚に慣れず、投げ出しそうなことがありますが、年上の子
が上手に箸を使うようすを見て、憧れを持って練習をしています。上手につかめ
たときには、満面の笑みで箸を上げて職員に見せてくれます。いつか正しく箸を
持って食事を楽しめるように少しずつ練習しています。箸の持ち方ひとつをとっ
ても、子どもたちの日々のがんばりと成長がみられます。

「おいしい野菜を食べよう」

豊橋ゆたか学園

須藤菜帆

昨年の秋より、食育を目的に野菜を育てています。土づくりか
ら収穫や調理などの各過程でたくさんの園児さんに協力してもら
っています。幼稚園や学校から帰ってきた園児さんが日に日に成
長していく作物を見て「いつ収穫するの」「どんな風にできている
のかな」と、とても興味を持っている姿がみられました。今年は
春に小松菜、夏に枝豆を、今はじゃがいもを育て始めました。普
段は調理した状態で食材を見ていますが、自分たちで育てること
によって、食材やごはんへの興味をよりいっそう持ってくれるよ
うに取り組んでいます。

「新設された小規模棟

ご覧ください。

「もしものときに‥‥」

ケアハウスかなだ 松下伸子
本所では、毎月、避難訓練をおこなっています。訓練の呼びかけをす
ると、防災頭巾を被った入所者さんが各々の部屋から避難を始め、各階
で職員が誘導をします。非常階段は慎重に一段一段確かめながら降り、
お隣さん同士で声をかけ合ってくれる方もいます。
防災用非常食は日々の食事に取り入れながら、普段の保存食にもな
り得る缶詰や備蓄米を活用しています。買い足しては食べてと、循環さ
せながら「もしものとき」に少しでも抵抗なく食べられるように工夫を
しています。
私たちは、いつどこで被災するかわかりません。
「もしものとき」にどのように命を守るかを十分に
理解してもらえるように、訓練をおこなっていきたいと思います。

「茶華道クラブ」

豊橋ちぎり寮

守田優子

今年度から新しく、一般的な家庭環境に近づけた交流棟「キラキラの家」ができ
ました。４人のメンバーが日中過ごすことになり、職員と手づ
くりおやつを楽しんだり、洗濯ものを畳んだり、好きなおもち
ゃを選んで遊んだりと当たり前の生活を職員といっしょに楽
しみながら成長につなげていけるようにしています。

山口道成

本寮では、茶道と華道のクラブ活動を毎月１日ずつおこなっていま
す。専門の先生にお茶を点てる手順や花の生け方、礼儀作法などを丁寧
にわかりやすく教えていただいています。茶道は自分たちで点てたお茶
とお茶菓子をいただきながら、和気あいあいとした雰囲気で活動し、年
に１回、おこなう茶会は、日ごろの練習の成果を発揮する場として楽し
みな行事の１つとなっています。華道では先生のアドバイスを受けなが
らみなさん真剣な表情で生け、完成した作品に満足したようすです。
本寮の玄関や法人本部には利用者さんの生けたお花を展示していま
すので、お立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。

「Ａ型事業所の安定に向けて」

キラキラの家」
豊橋ひかり乳児院

活動掲示板

9施設の活動のようすを

ワークス岩西

加藤志波

Ａ型事業所製パン事業は、毎朝７時３０分から始まります。パンの注文は開
店時に比べると倍以上に増えました。法人内の注文だけではなく、市内の保育
園からの注文が増え、多いときには５００本以上の給食用コッペパンを焼くこ
ともあります。その１本１本をスタッフが手づくりしています。また、企業に毎
日６０個以上のパンを納品し、それに加え、市役所、あいトピア、その他企業な
どにも定期的に販売に出かけています。毎日がとても忙しく、あわただしく１
日が過ぎていきますが、その分スタッフの技術も日々上達しています。

「関わりを深める縦割りグループ」
ご

み

ぜ

ろ

・

く

さ

ぜ

岩西保育園

ろ

「５３０・９３０運動」

グループホーム 鈴木隆議

初夏の朝陽が照りつけるなか、町内の５３０・９３０運動に参加しました。ホー
ムは住宅地のなかにあり、地域の方々の協力を得て生活しています。普段はなかな
か顔を合わせる機会のない近所の方とお話をしながら、ホーム周辺や近くの公園の
ゴミを拾ったり、草を取ったり、花壇の花の植え替えの様子を観ては、
「きれいな花
だね、何ていう花かな？」と会話も弾みます。いい汗を流しながら道路や公園がきれ
いになると、気持ちも晴れやかです。今後も続けて参加していきます。
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和田春香

本園では、１年をとおして３歳児から５歳児の幼児クラスの子どもた
ちが、縦割りグループ活動をおこなっています。週に１回５グループに分
かれ、晴れた日に散歩にいき、雨のときは室内遊びをしています。年度当
初は環境に慣れず子どもたちは緊張していました。しかし回数を重ねて
いくうちに、年下の子は年上の子を頼り、年上の子は年下の子にやさしく
声をかけ、寄り添いながら面倒を見てくれるなど、ほほえましい姿が見ら
れるようになりました。活動をとおして絆が深まり、子どもたちの成長を
感じることができています。
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特 集2

秋のおすすめスポット
豊橋あゆみ学園
「大きなトランポリン！」

スポーツの秋！
ときに激しく、ときにまったりと
毎日楽しんでいます

豊橋ちぎり寮
「玄関のガーデニングゾーン」
ガーデニングクラブの利用者さんが
お手入れをしています

岩西保育園
「幸公園」

自然がいっぱい！
どんぐりたくさん見つけたよ♪

豊橋くすのき学園
「階段！」

ケアハウスかなだ

食欲の秋 ! 食べた後は並んで腰かけて、
歯みがきシュッシュッ！

「金田住宅と本所の間の遊歩道」
安全な散歩道になっています

豊橋ゆたか学園
「長野県軽井沢町

白糸の滝」

高さ３メートル、幅 70 メートルに渡る
白糸を無数にたらしたような滝！
マイナスイオンたっぷりで気分も癒されます♪

グループホーム

ワークス岩西

「観覧車」

「龍潭寺」

行楽の秋！観覧車からの景色は最高 !

お庭がとてもきれいです

豊橋にしぐち学園
豊橋ひかり乳児院
「幸公園」

季節を感じて、広い公園で
のんびりと過ごしています

「もみじ寺

普門寺」

毎年、紅葉を楽しんでいます

豊橋若草育成園
「豊橋市交通児童館図書室」

読書の秋！
おもしろい本がたくさんありました！
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平成29年度決算報告
財産目録の要旨
貸借対照表
（法人全体）

平成30年3月31日現在

資産の部
勘定科目
流動資産
固定資産

3,889,041,897

勘定科目
流動負債
固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

金 額
320,641,768
446,569,630
767,211,398

(1)
(2)
(3)=(1)‑(2)

1,972,108,582
1,890,093,163
82,015,419

(4)
(5)
(6)=(4)‑(5)

199,427,940
294,952,870
△ 95,524,930

(7)
(8)
(9)=(7)‑(8)
(10)
(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)
(12)
(11)+(12)

66,482,050
38,250,531
28,231,519
0
14,722,008
501,140,429
515,862,437
2

（単位：円）

(1)
(2)
(3)=(1)‑(2)

1,946,191,021
1,917,022,349
29,168,672

(4)
(5)
(6)=(4)‑(5)
(7)=(3)+(6)

25,917,561
11,415,831
14,501,730
43,670,402

(8)
(9)
(10)=(8)‑(9)
(11)=(7)+(10)

124,446,140
130,152,412
△ 5,706,272
37,964,130

(12)
(13)=(11)+(12)
(14)
(15)
(16)
(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

619,852,340
657,816,470
0
62,556,400
27,470,000
692,902,870

Ⅱ

固定資産

負債の部
1 流動負債

地域における公益的な取り組みを次のとおり実施
していますので、
ご利用ください。
電話による無料子育て相談を毎日実施していま
す。
豊橋ひかり乳児院 TEL（０５３２）６２−００１９
地域の方々とのふれあいや交流を目的に年２回
「地域貢献事業」を開催しています。
豊橋ちぎり寮 TEL（０５３２）６１−０１１７
「パンとカフェ公園通り」のギャラリーを地域の方
の創作活動の発表の場として、無償で貸し出しを
おこなっています。
ワークス岩西 TEL（０５３２）６２−０１１８

7

現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内清算予定長期前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
繰延税金資産
その他の流動資産
徴収不能引当金
流動資産合計

（単位：円）

事業活動収支計算書
（法人全体）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
サービス活動増減の部
サービス活動収益計
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サービス活動外増減の部
サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別増減の部
特別収益計
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
基本金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

資産の部
1 流動資産

262,402,937
1,188,042,236
978,482,456
692,902,870
3,121,830,499
3,889,041,897

資金収支計算書
（法人全体） （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
事業活動による収支
事業活動収入計
事業活動支出計
事業活動資金収支差額
施設整備等による収支
施設整備等収入計
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支
その他の活動収入計
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

平成30年3月31日現在

資 産・負 債 の 内 訳
Ⅰ

負債の部
金 額
754,945,261
3,134,096,636

資産の部合計

（単位：円）
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固定負債

⑴

基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券
基本財産合計

⑵ その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
繰延税金資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内予定事業区分間借入金
１年以内支払予定長期未払金
１年以内支払予定長期預り金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
繰延税金負債
その他の固定負債
固定負債合計
負債合計
差引純資産

（単位：円）

502,924,423
698,733
502,225,690
10,000
137,396,606
11,487
111,079,443

479,540
996,136
1,805,382

242,244

754,945,261

1,763,937,852
4,763,800
119,736,200
1,888,437,852

3,613,745
39,592,706
7,782,508
12,441,873
62,244,024
6,485,400

501,121

134,190,190
978,807,217
415,695,454

553,885,763
1,598,000
7,628,000

1,245,658,784
3,134,096,636
3,889,041,897

68,836,769
143,841,402

14,066,620

324,519
24,604,458

68,968,000
320,641,768

312,379,440

134,190,190

446,569,630
767,211,398
3,121,830,499

ありがとうございました

【平成30年４月〜６月】
（順不同）

ご寄付

ボランティア

物品寄付

POSCO JAPANPC ㈱様…豊橋ゆたか学園他2施設
福祉レクつくし様………ワークス岩西他2施設
村田安市様…………豊橋ひかり乳児院他1施設
NTTOB.くすの木の会様…豊橋にしぐち学園他1施設
【豊橋ひかり乳児院】
サマリヤ会様・向山校区更生保護女性会様・菜
の花ライオンズクラブ様・石田瑞希様・市川郁
子様・梅原みどり様・太田有咲様・小林麻友子様・
小杉賀洋子様・塩野谷麻由様・鈴木茂子様・瀬
上あき代様・髙須幸様・田中裕美様・冨田三恵
子様・野口憲子様・藤倉彩芽様・深森文様・二
村理佳様・堀田恵理子様・村上肇規様・山本志
津絵様

白井康允様…………………岩西保育園他6施設
おやぢラディッシュクラブ様…豊橋ちぎり寮他2施設
東海アイスクリーム協会様…豊橋若草育成園他2施設
さかまき歯科医院様……豊橋ひかり乳児院他1施設
田中尚己様………………豊橋ゆたか学園他1施設
中野正一様………………グループホーム他1施設
村田安市様……………豊橋若草育成園他１施設

【豊橋若草育成園】
久保優太様・遠藤義幸様・マイケルモラス様・
堀内拓陸様・竹内源治様・森北三稀様・三好聡様・
御手洗千那美様・愛知大学地域政策学部 Smile
様・佐藤佳子様・明石貴幸様他 2 名様
【豊橋ゆたか学園】
ベルバラ会様・飯塚耳鼻科医院様・岡崎女子大
学様・野澤栄子様・三井裕太様・松井俊満様
【豊橋ちぎり寮】
荒川暁子様
【ワークス岩西】
齊藤幸彦様・齊藤圭子様・中村咲子様・山本咲
子様・水谷千代美様・野口貴章様・森裕太様・
藤田いと子様・中島勝美様・牧田慶子様・金子
松子様・松坂千景様・穂の国風流太鼓様

【豊橋ひかり乳児院】
向山校区更生保護女性会様・キッズデンタルク
リニック様
【豊橋若草育成園】
松栄観光㈱名宝西口店様・松栄観光㈱名宝飯村
店様・㈱オータ豊橋店様・おどけやっこ様・㈱
シーパレス様・㈱林物産様・愛知大学地域政策
学部 Smile様・天野商店様・b,a.s 宮田潤一様
・半谷智子様・村田安市様・柴田紀代子様・㈱
チュチュアンナ様・愛知県信用農業協同組合連
合会様
【豊橋ゆたか学園】
大石哲生様・ラポール様・㈱コラボ様・松井俊
満様

【豊橋くすのき学園】
勝田峰子様・佐藤綾様・長井佳那子様・大和和
美様・西川淳子様・朝倉直子様・小林綾美様・
岩本健様・稲石聖子様・大窪麻予様

【豊橋ちぎり寮】
太田康宏様・中尾勝美様
【豊橋くすのき学園】
母の会OB様

【豊橋あゆみ学園】
安田月南様・植田成哉様・熊谷悠希様・長谷川
唯花様・上村愛子様・稲垣萌乃様・昼間さおり様・
北森友梨様・吉戸鉄人様
【豊橋にしぐち学園】
足立久子様・村井幸代様・久曽神まつ枝様・白
井康允様・広田智様・広田令子様・白井鉞子様・
杉田加代子様・河合敏子様・鈴木美江様・河辺
重宏様・浅見恵津子様

【豊橋にしぐち学園】
イオン豊橋南店様・マックスバリュ豊橋橋良店
様・浅見恵津子様・大谷勉様・崎下剛様・崎下
季子様・田中美佐枝様・恒川武敏様・内藤裕祥様・
広田智様・廣田政幸様・よっちゃん様
【ケアハウスかなだ】
金田住宅自治会様

※この他にも︑豊橋善意銀行様や豊橋市社会福祉協議会様等を通じ︑さまざまな善意やボランティア活動をしていただきました︒ここに厚くお礼申し上げます︒

ご招待

【豊橋ちぎり寮】
東京庵豊川店様

菜の花ライオンズクラブ様………3００，
０００円相当
国際ソロプチミスト豊橋ポート様…3００，
０００円相当
㈱豊橋水道工業所様………………245,912円
㈱B.Wave様（住吉広計様）……… 240,000円
匿名様………………………………200,000円
鈴木潔様……………………………150,000円
国際ソロプチミスト小西幸子様…… 100,000円
瑞光寺（龍神会）様………………… 80,000円
読売センタ−豊川東部、小坂井様（岡村満春様）
……………………………………… 40,000円
㈲シルバーアテンダ様……………… 10,000円
向山校区更生保護女性会様………… 5,000円
豊信建設㈱様…………………………1 ,625円

【ケアハウスかなだ】
今泉弥苗美様

【グループホーム】
小野晴美様・山口潔様・大原厚男様・中西康子様・
藤井武夫様・上田由香里様・匿名様

編 集 後記

今 号 では 各 施 設の

利 用 者 のみ な さ んに

紹介していただきまし

﹁おすすめスポット﹂を

た︒旅 行で行かれた思

周 辺 までバラエティー

い出の場所から施設の

私 たちが何 気 な く 散

に富んでいます︒普段︑

歩している場所なども

紹 介 さ れてお り 新 た

な発見がありました︒

これはほんのひとつの

例 に 過 ぎ ま せん が 自

分一人では 分 からない

ことや勝 手に思い込ん

でいることなど多々あ

ります︒私自身︑常に

利 用 者 さん を は じ め

アンテナを張り巡らせ

周 囲の人々の声や思い

と思います︒

薫

に耳を傾けていきたい

寺下

ケアハウスかなだ

次回は12月1日発行
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