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﹁動物園へ外出﹂
大きな動物にびっくり
！
！

﹁ラーメン食べました﹂
お腹いっぱいごちそうに
なりました

「ハーバリウム」
ビンの中にお花を入れた
「ハーバリウム」をつくりました

﹁白バイ体験﹂
白バイに乗せてもらいました
かっこいい！

「ピアノ発表会」
練習の成果を発揮して
すてきな演奏を聴かせてくれました
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寄付や招待、
ボランティアなどさまざまな方に
支えていただきありがとうございます。
みなさまのおかげで子どもたちはいろいろな社会経験を
とおして健やかな成長につながっています。
今後ともご支援どうぞよろしくお願いいたします。
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令和最初の◯◯

豊橋くすのき学園

豊橋ひかり乳児院
「こいのぼり」

子どもたちと手形をとり、いっしょに
飾りつけをしました
みんなすくすく大きくなりますように！

豊橋ちぎり寮
「一泊旅行」

「どろんこあそび」

令和初＆人生初のどろんこ遊び！
全身どろだらけになって楽しみました

動物園や水族館、遊覧船を楽しみ
念願だった天然温泉に入りました

豊橋若草育成園
「パンづくり」

ケアハウスかなだ

パンづくりの先生といっしょにパンを
つくりました

「誕生会」

90歳(卒寿)おめでとうございます！

岩西保育園
「運動会」

日々の練習の成果を存分に発揮できました！

豊橋あゆみ学園
グループホーム

「保育リハビリ参観」

お子さんといっしょに通園できない
家族の方にも見に来ていただいています

「一泊旅行」

浜名湖方面へ旅行にいってきました

豊橋ゆたか学園
「調理実習」

唐揚げづくり、おいしくカラッと
できあがりました

豊橋にしぐち学園
「スポーツフェスタ」

みんなで力を合わせてがんばりました！！

ワークス岩西
「一泊社会見学」
行き先を計画中です
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ケアハウスかなだ

「快適な夏」

事 業 会 NOW

毎 年 梅 雨 入 り 前︑入 居 者 有 志
のみなさんにお手伝いをいただ
き︑迷 惑 な 侵 入 者 に 備 え︑ホ ウ
酸ダンゴづくりをしています︒
材 料 は︑タ マ ネ ギ︑小 麦 粉︑

ワークス岩西

「新たな取り組み」

砂 糖︑牛 乳︑ホ ウ 酸 で す︒涙 を
流しながらタマネギをきざみ︑
そこに決められた分量の材料を
入れ︑なじむまでよくかき混ぜ︑
小分けにします︒以前は本当に
ダンゴにしていたのですが︑最
近はペットボトルの蓋を捨てず
にとっておき︑そこにヘラでき
れ い に 入 れ て い ま す︒そ の 後︑
数日しっかり乾燥させて完成で
す︒作業を手伝ってくださるみ
なさんは︑手慣れたもので職員
がアドバイスするまでもなく︑
あっという間に終了してしまい
ます︒
完 成 品 は︑入 居 者 さ ん に 配 り
各部屋など︑所内に設置しまし
た︒そ の か い あ っ て︑今 年 の 夏
もめったにゴキブリの姿を見る

髙柳美智明

ことなく︑快適に過ごすことが
できました︒
生活相談員

今年度より︑本所就労継続支援Ｂ型事業の新たな取り組みとし

て︑法人内の環境整備を始めました︒B型事業とは︑希望する方

に対し働く機会を提供するものです︒近年︑Ｂ型を利用したいと

いう方が増えてきたこともあり︑安定して作業を提供していくた

めに︑利用者さんができる作業を十分に確保していかなければな

りません︒また︑工賃を向上させることが重要な課題であるため︑

作業内容を見直した結果︑利用者さんが主体的に働くことができ

る場のひとつが法人内の環境整備でした︒現在︑４つの施設で館

内の掃除︑駐車場の草取り︑会内周辺の側溝のゴミ拾いなどをお

こなっています︒この環境整備の仕事をとおして︑施設内だけで

は得られないさまざまな経験を積んでいます︒法人内でいつでも

加藤志波

環境整備の仕事をしている利用者さんの姿が︑自然に感じられる

ことを目指していきます︒

主任生活支援員

事業会NOW
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今回は、ケアハウスかなだ・ワークス岩西の近況をご報告します。

「先輩お母さんの力をお借りしています」

豊橋あゆみ学園

夏目明奈

本園では、肢体不自由児（者）父母の会にご協力をいただき、保護者対象の
勉強会として年５回、座談会を開催しています。内容は、子どもの進路や福
祉サービス、子育てについてなどさまざまです。ニーズやテーマに応じて先
輩お母さんに来園してもらい、ざっくばらんにお話をしていただいていま
す。最初は、聞くだけだったお母さんたちも後半になると質問したり、お話
に共感して笑いあったり、涙したりの時間を過ごしています。同じような経
験を重ねた先輩とお話をすることで、不安や悩みが少しでも解消できるようサポートしています。

「会食会」

豊橋若草育成園

﨑村

歩

本園には『会食会』という取り組みがあります。普段は調理場で調理した食事が
提供されていますが、その日は職員が子どもの希望を聞いてホームで食事づくり
をおこないます。私が担当している女子ホームでは、韓国がブーム中。そんな子ど
もたちからのリクエストは「チーズタッカルビ」でした。職員が目の前で調理する
ようすを興味深く観察する子、準備や後片付けを率先しておこなってくれる子な
ど、普段とは違う子どもたちのようすに感心しました。ホットプレートをみんなで囲んで食べたチーズタ
ッカルビ。みんなから「おいしいね」の言葉が聞かれ、お腹も心も大満足な会食会となりました。

「ミニ運動会」

豊橋ちぎり寮

成瀬史揚

本寮では、春と秋の年２回「ミニ運動会」を開催しています。男性チームと女性
チームに分かれて、玉入れと綱引きをおこないます。競技の前には準備運動と「が
んばるぞー！オー！」と大きな声を出して気合いを入れることが恒例となり、運
動会を盛り上げています。春に実施した玉入れは男女同点で引き分け、綱引きは
職員もいっしょに参加し、白熱した展開の末、女性チームが勝利しました。利用者
さんの高齢化とともに運動の機会が少しずつ減っていますが、適度に体を動かすことやみんなと協
力して取り組む機会である運動会は、これからも続けていきたいと思います。

「きゅうしょく、おいしいね〜」 豊橋くすのき学園

黒栁尚美

本園では今年度より単独通園の子どもたちに給食提供をおこなっています。
家族通園のときにも給食の経験はありましたが、毎日の給食となると偏食があ
る子どもたちにとっては大事件です！給食が始まったころはお母さんのお弁
当を恋しがり、昼食時間になると「お弁当がいいね…」とつぶやき、泣いて隠れ
てしまう子もいました。しかし回数を重ねるにつれて、笑顔で食べられる日が
増えてきました。食べものにこだわっていた子も、好きなおかずを目標に野菜やさまざまな食感のも
のを口に入れて出すところから始め、最近ではほんの一口ですが食べられるようになりました。今で
は「おいしいね」の声が聞こえるほど、楽しい時間となっています。

「リトミック」

豊橋ひかり乳児院

下谷比呂子

本院では月に１度リトミックをおこなっています。音楽に合わせて身体を動
かしたり、楽器を鳴らしたりすることで心身のバランスを整え、運動機能の発達
や社会性を身につけることを目指しています。昨年度から始まった取り組みで
すが、最初は場に慣れず泣けてしまっていた子も、回数を重ねるうちに自発的
に楽しんで参加できるようになりました。年齢の高い子を中心に自分からやり
たいと前に出ていったり、先生の話をよく聞くことができたり、楽器を受け取る時には順番を待つ姿も
見られました。これからもリトミックをとおして子どもたちの成長する姿が楽しみです。
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9施設の活動のようすを

ご覧ください。

「梅干しづくり」

活動掲示板
岩西保育園

木村なるみ

青組では、毎年梅干しづくりが恒例行事となっています。はじめは青色だっ
た梅の実が、さまざまな工程を経て赤く色づいていくようすに子どもたちは興
味津々。また、梅干しづくりをとおして、日本文化や昔の人の食べ物に対する知
恵なども知ることができます。６月に漬け始めた梅干しはそろそろ子どもたち
の口に入る頃になりました。
「おにぎりに入れて食べたい！」と子どもたちはと
ても楽しみにしています。

「サーカスにいってきました」

豊橋ゆたか学園

近藤美佳

木下サーカスに招待をいただき、名古屋へいってきました。子どもた
ちは車内で歌をうたいながら期待に胸を膨らませ、ドキドキワクワク
したようすでしたが、名古屋までの長い道のりで眠ってしまう子もい
ました。サーカスの門をくぐると大きなトラに出迎えられ、怖がって座
り込み泣いてしまう子、空中ブランコの演目に夢中になる子、シマウマ
の登場に喜ぶ子とさまざまでした。子どもたちからは「またいきたい
ね。サーカス楽しかったね」という声が聞かれました。帰りにはおみや
げの購入や食事など、思い思いに楽しむことができ、とても充実した１日になり
ました。

「芸術クラブ」

豊橋にしぐち学園

芳村裕美

本園の芸術クラブは、貼り絵を中心に、季節の制作などをボランティアの
先生に教えていただきながら活動しています。クレヨンで紙いっぱいに色
を塗り、それをちぎって貼り絵にしたり、花紙をふわりと丸めて紙に貼りつ
けたりなど、取り組み方やペースはさまざまですが、普段の活動とは違う利
用者さんの感性を発揮することで、個性が光ったすてきな作品になります。
作品ができると、とても良い表情で作品をみせてくれます。園内だけではな
く、いろいろな方にみていただくことで次への制作意欲につながります。アート展に出展したり、
作品展を催したりしますので、機会がありましたらぜひご覧ください。

「清掃活動」

グループホーム 鈴木隆議

本所では、地域で定期的におこなわれている公園の清掃活動に
積極的に参加しています。初夏のある日も職員が付き添って参加
しました。清掃活動といっても、ゴミはあまり見られず、主に落ち
葉を集めたり、雑草を取ったりといった作業でした。ご近所の方と
世間話をしながらも真剣に取り組みました。このような活動に参
加することは、地域の中で生活をする利用者さんにとって、地域とのつなが
りを深め、さらに自分たちの存在を知ってもらい、少しでも貢献していると
感じることができるなど、とても意味のあることです。顔を合わせれば、声を
かけてくださる方もだんだん増えてきた印象を受けます。
これからも、地域の一員として協力していきたいと思います。
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グループホーム

特 集２

〜豊橋ちぎり寮・ワークス岩西・豊橋にしぐち学園
ケアハウスかなだ・グループホーム 編〜
お父さん

法人内の大人の施設を利用されている方々の､
とてもすてきな作品をご紹介いたします。

ワークス岩西
ケアハウスかなだ

かがり火を焚いた鵜飼
ひまわり

豊橋にしぐち学園
ミニギャラリーかなだ

豊橋ちぎり寮

カフェなごみ作品展

ね

こ

バ

ス
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平成30年度決算報告
財産目録の要旨
貸借対照表
（法人全体）

平成31年3月31日現在

資産の部
勘定科目
流動資産
固定資産

資産の部合計

（単位：円）

Ⅰ

負債の部
金 額
657,368,479
3,120,381,091

3,777,749,570

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
193,682,895
431,745,598
625,428,493

(1)
(2)
(3)=(1)‑(2)

2,006,287,465
1,902,294,614
103,992,851

(4)
(5)
(6)=(4)‑(5)

18,563,531
37,594,936
△ 19,031,405

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

26,921,859
78,212,855
△ 51,290,996
0
33,670,450
515,862,437
549,532,887
2

（単位：円）

(1)
(2)
(3)=(1)‑(2)

1,982,163,496
1,929,233,819
52,929,677

(4)
(5)
(6)=(4)‑(5)
(7)=(3)+(6)

24,992,930
11,601,715
13,391,215
66,320,892

(8)
(9)
(10)=(8)‑(9)
(11)=(7)+(10)

26,789,899
18,874,937
7,914,962
74,235,854

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

固定資産

692,902,870
767,138,724
0
7,600,000
67,180,000
707,558,724

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

Ⅱ

負債の部
1 流動負債

2
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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30年4月1日 （至）平成31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
1,144,296,960
1,038,062,456
707,558,724
3,152,321,077
3,777,749,570

資金収支計算書
（法人全体） （自）平成30年4月1日 （至）平成31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31年3月31日現在

資 産・負 債 の 内 訳

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）

498,013,123
737,091
497,276,032
10,000
148,555,867
4,063
8,181,200

649,040
838,409
1,116,777

657,368,479

1,692,464,700
7,763,800
116,736,200
1,816,964,700

3,376,859
41,243,523
6,220,998
9,201,475
57,832,007
11,971,800

377,397

134,753,910
1,038,438,422
429,295,454

599,916,968
1,598,000
7,628,000

1,303,416,391
3,120,381,091
3,777,749,570

65,748,323
15,486,400

15,387,752

187,820
24,925,600

71,947,000
193,682,895

296,991,688

134,753,910

431,745,598
625,428,493
3,152,321,077

ありがとうございました

POSCO JapanPC ㈱ 様…豊橋ゆたか学園他2施設
福祉レクつくし様……豊橋ちぎり寮他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・向山更正保護女性会様・市川郁
子様・兼杉陽子様・近藤京子様・澤㟢美保子様・
鈴木茂子様・瀬上あき代様・髙須幸様・野口憲
子様・日与川のぞみ様・二村理佳様・村上肇規様・
堀田恵理子様・松井由香様
【豊橋若草育成園】
ｌ
ｌ
ｙｗｏｏｄ
鈴木弘子様・明石貴幸様他３名様・Ｇｏｄ
グループ様・マイケルモラス様・竹内源治様・
愛知大学 ＳＭＩ
ＬＥ様・北村萌咲様・権田光玲様・
久保明広様・櫻井悠希様・江塚琴葉様・柴田麻
衣様・Ｊ−ＦＢＤ 南月様・志多ら様・山内博子様・
三木理恵子様
【豊橋ゆたか学園】
飯塚耳鼻科様・藏元里奈様・ベルバラ会様・三
井裕太様・橋本雅裕様

物品寄付

さかまき歯科医院様… 豊橋ひかり乳児院他１施設
豊橋建国記念の日 奉祝運営委員会様……………
……………………… 豊橋ひかり乳児院他１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
おやぢラディッシュ倶楽部様………………………
… … … … … … … … … 豊 橋ゆたか学 園 他２施 設
白井康允様………… 豊橋にしぐち学園他３施設

【豊橋ひかり乳児院】
杉山あや乃様・豊橋キッズデンタルクリニック
様・中外製薬労組連合会 中央製薬労働組合様・
中村美代子様・早野祐美子様・田中尚巳様・親
切会中部支部様
【豊橋若草育成園】
㈱名古屋食糧様・㈱オータ 豊橋店様・中西ひ
とみ様・唯心寺 おてらおやつクラブ様・親切
会中部支部様・松栄観光 ㈱名宝西口店様・松
栄観光 ㈱名宝飯村店様・夏目あゆみ様・㈱コ
カ・コーラボトラーズジャパン様・㈱リカーマ
ウンテン様・㈶日本漢字能力検定協会様・鈴木
弘子様・明石貴幸様・Ｊ−ＦＢＤ 南月様・㈱快様

【豊橋ちぎり寮】
ヘアステージサチ 眞木紀絵様
【ワークス岩西】
齋藤圭子様・中村咲子様・山本咲子様・水谷千
代美様・牧田慶子様・有村恵子様・金子松子様・
藤田いと子様・和太鼓ごんべ様・岩西小学校児
童様・ＰＢＪＣ様
【豊橋くすのき学園】
小嶋利江子様・富川エラ様・ブラス ナカソネ
ツエイラ様・石河久明様・村松裕司様・村松美
奈様・林伊代様・板津ひろ美様・林亜紀子様・
石河冬子様・遠山友美様・稲石聖子様・鈴木史
実恵様・石田美衣様・河合毬愛様・三浦佐和子様・
朝倉直子様・松田樹里様・勝田峰子様・大和和
美様
【豊橋あゆみ学園】
織田晃輝様・嶋田愛莉様・鳥居史佳様

【豊橋ゆたか学園】
大石哲生様・ラポール様・㈱コラボ様・伊藤様
・伊藤末子様
【豊橋ちぎり寮】
中野正一様
【豊橋くすのき学園】
山田隆介様・石河久明様
【豊橋にしぐち学園】
田中光保様・イオン豊橋南店様・マックスバリュ
豊橋橋良店様・吉田竹伊様・恒川武敏様・藤田
實様・浅見恵津子様・田中美佐枝様・内藤裕祥様・
村井幸代様・木下洋様・崎下剛様・崎下秀子様・
鈴木逸子様

ご招待

【豊橋若草育成園】
らぁ麺 芳山様

編 集 後記

今 号から担 当 することになり

く わ く ぎゃら り 〜︵大 人の施 設

ました鈴木です︒今回の特集﹁わ

編︶﹂個 性 あふれる作 品の数々︑

設 編 も 楽 し みに お 待 ち く だ さ

いかがでしたでしょうか︒児童施

リンピック・パラリンピック開催ま

い︒話 は 変 わ り ま す が︑東 京 オ

で早いもので1年を切りました︒

みでなりません︒相変わらずの猛

アスリートたちの真剣勝負が楽し

暑でしょう が︑暑 さに負 け ず︑

すべてを 出 し 切ってほしいと思い

現地での観戦は叶いませんでした

次回は12月1日発行

ます︒チケットの抽選には外れ︑

が︑涼しいテレビの前で熱く応援

今 後も最 新の施 設 情 報を発信

したいと思います︒

していきますので︑一読していただ

けると幸いです︒

【ケアハウスかなだ】
金田住宅自治会様
【グループホーム】
小野晴美様・山口潔様・彦坂敏様・
大原厚男様・薬樹山医王寺様・匿名
３名様

【豊橋にしぐち学園】
久曽神まつ枝様・若川京子様・村井幸代様・足
立久子様・広田智様・広田令子様・河合三津江様・
杉田加代子様・白井鉞子様・河合敏子様・佐々
木豊様

※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︒

ボランティア

ご寄付

㈱B.Wave様………………………240,000円
国際ソロプチミスト豊橋様…………180,000円
鈴木潔様………………………… 150,000円
㈱トヨタ自動車SＸ会田原支部様… 53,728円
東三河こども支援活動の会様………47,000円
わっぱ遊人会様………………………40,000円
匿名様………………………………10,000円
中村洋子様……………………………5,000円
向山更正保護女性会様………………5,000円
豊信建設㈱様…………………………1,610円

【平成31年４月〜令和元年６月】
（順不同）
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