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～児童デイサービス事業～ 

 

いよいよ梅雨に入って、じめじめした毎日が続いていますね。雨

の日が多くてなかなか外で遊べませんが、子ども達は問題なしの

ようで、室内でドッヂボールやプラズマカー、ちゃんばらごっこ

等元気いっぱいに遊んでいます♪♪ 晴れた日には、虫除けスプ

レーをして準備万端！！マラソンや野球、自転車等で体を沢山動

かしながら、途中お茶休憩も入れて、熱中症にならないよう気をつけて活動しています。そ

して、もうすぐお楽しみの夏休み♪♪ 子ども達は今からワクワクのようで、プール行きた

い！DVD 見たい！等夏休み計画について毎日話しています。先日も子ども達でアンケート

をとって、イオン行きが決定しました！ゲストにクッキング…他にも楽しい活動を沢山計画

しているので、お楽しみにしていて下さい♪ 蒸し暑くて疲れが出やすい時期なので、つむ

ぎでも子ども達の体調に気をつけながら楽しく活動をしていきたいと思います。（前田祐） 

 

 

 

  

季節も移り変わり、だんだん夏支度が始ま

りました。気温の変化に気を配りながら、

利用者さんと楽しく活動しています。 

5 月はアウトドアクッキングをしたり 

新緑ハイキングに行ったり、6 月にはじ

ゃがいもほりをしたり、実習生が来たりと

賑やかなサンフラワーです。実習生が来たことにより、フレッシュな風が入り、普段の活動

でもいつも以上に活気にあふれていました。キャップ作業一つとってみても、シールの付い

たキャップを｢当たり見っけ！｣と言って、みんなで盛り上がったりしていました。職員もフ

レッシュな風をもらって、｢次はどんな新しい活動を取り入れようかな｣と考える機会になり

ました。これからも季節を感じるような楽しい活動をしていきます！(伊藤)  
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あそびむしクラス 

サンフラワー 
～生活介護事業～ 
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なのはな荘の人気メニューお好み焼きをご紹介します。 
①ボールにお好み焼き粉、たまご、水を入れ泡だて器で混ぜ合わせ、冷蔵庫にねかせます。 
②キャベツ、もやし、ミックスシーフード、山芋、とろけるチーズ、コーン、天かすを生地に混ぜ合

わせます。 
③あらかじめ熱しておいたホットプレートにオリーブオイルをひいて、たねを丸く流し込みます。た

まご1 個分入る穴をあけ、たまごを1 個入れ、焼きそば麺を上に乗せ、豚バラを最後に乗せて、ふ

たをします。 
④油の音がぴちぴちと変わったら、きつね色を確認してひっくり返してふたをします。 
⑤しばらくして表に反して皿に盛り、おこのみでソース、マヨネーズ、   

鰹節をかけて、召し上がっていただきます。 
準備する音や焼ける音、においが、入居者の皆さんの顔を笑顔に 

します(笑)                    （浅野） 
 
 

 

 

じめじめと嫌な季節ですが、梅雨が明けると暑い夏がやってきます！利用者さんの体調の 

変化に気をつけながら支援をしていきたいと思います。スタッフも暑さに負けないよう体力 

作りをしてがんばりたいと思います。（前田） 

 

 

＊ヘルパー活動紹介＊ 

 

6 月、男性利用者の方の行動援護に初めて入らせていただきました。行先は直方イオンと

カラオケでした。土曜日だったので、移動の際のバスやイオンの店内等人が多く、緊張しま

したが、利用者の方がとても落ち着いておられ、私の話をよく聞いてく

ださったのでスムーズに買い物をすることができました。カラオケでは

利用者の方がご自分で曲を入力され、とても楽しそうに歌われて、時々

踊ったりしている姿を見て嬉しく感じました。これからも外出の支援に

入らせていただくことが増えると思いますが、利用者の方が安心して、

楽しく外出ができるように自分自身の知識向上に励み、よりよい支援が

出来る様に頑張ります。 

（森冨友紀） 

なのはな荘 

居宅介護事業 

～グループホーム事業～ 
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平成２６年度鶴林福祉会の決算について（公告） 
5 月３１日に開催された評議員会・理事会において、平成２６年度決算が承認されました。 
また、ホームページにも掲載しています 

 

第3号の1様式

（単位：円）

科　　目 当年度末 前年度末 増　　減 科　　目 当年度末 前年度末 増　　減

流動資産 61,513,497 53,262,381 8,251,116 流動負債 10,726,764 10,700,449 26,315

  現金預金 45,213,311 37,990,959 7,222,352   事業未払金 6,666,790 6,659,693 7,097

  事業未収金 16,063,136 15,027,902 1,035,234   1年以内返済予定設備資金借入金 3,756,000 3,756,000 0

  立替金 18,020 32,290 -14,270   職員預り金 301,024 276,490 24,534

  前払費用 219,030 211,230 7,800   前受金 2,950 8,266 -5,316

固定資産 152,675,634 159,636,211 -6,960,577 固定負債 18,419,000 22,175,000 -3,756,000

 基本財産 122,430,925 126,853,492 -4,422,567   設備資金借入金 18,419,000 22,175,000 -3,756,000

  土地 55,431,115 55,431,115 0   負債の部合計 29,145,764 32,875,449 -3,729,685

  建物 66,999,810 71,422,377 -4,422,567

 その他の固定資産 30,244,709 32,782,719 -2,538,010 基本金 44,988,990 44,988,990 0

  建物 9,398,083 9,519,465 -121,382 国庫補助金等特別積立金 19,139,876 21,530,426 -2,390,550

  構築物 4,585,649 4,952,395 -366,746 その他の積立金 7,625,679 7,504,551 121,128

  車輌運搬具 2,623,467 3,440,667 -817,200   その他の積立金 7,625,679 7,504,551 121,128

  器具及び備品 5,596,846 6,772,296 -1,175,450 次期繰越活動増減差額 113,288,822 105,999,176 7,289,646

  ソフトウェア 311,850 425,250 -113,400 （うち当期活動増減差額） 7,410,774 10,308,289 -2,897,515

  自動車更新積立金    840,380 720,201 120,179

  長期前払費用 18,540 92,700 -74,160

  備品等購入積立金 500,314 500,540 -226

  建設積立金 1,282,495 1,282,565 -70

  設備整備積立金 5,002,490 5,001,245 1,245

  リサイクル預託金 45,600 36,400 9,200   純資産の部合計 185,043,367 180,023,143 5,020,224

  資産の部合計 214,189,131 212,898,592 1,290,539   負債及び純資産の部合計 214,189,131 212,898,592 1,290,539

貸借対照表

自　平成 26 年  4 月  1 日　至　平成 27 年  3 月 31 日

資　　　　産　　　　の　　　　部 負　　　　債　　　　の　　　　部

純　　　資　　　産　　　の　　　部

第1号の1様式

（単位：円）

障害福祉サービス等事業収入 96,905,105 98,066,476 -1,161,371

収益事業収入 5,105,000 5,199,997 -94,997

経常経費寄附金収入 301,582 301,582 0

受取利息配当金収入 9,901 10,001 -100

その他の収入 287,560 288,033 -473

    事業活動収入計（1） 102,609,148 103,866,089 -1,256,941

人件費支出 68,341,482 68,579,569 -238,087

事業費支出 16,892,613 16,898,012 -5,399

事務費支出 4,206,577 4,076,745 129,832

支払利息支出 298,952 298,952 0

    事業活動支出計（2） 89,739,624 89,853,278 -113,654

12,869,524 14,012,811 -1,143,287

設備資金借入金元金償還支出 3,756,000 3,756,000 0

固定資産取得支出 2,525,842 1,975,842 550,000

    施設整備等支出計（5） 6,281,842 5,731,842 550,000

-6,281,842 -5,731,842 -550,000

積立資産取崩収入 648 648 0

その他の活動による収入 0 74,160 -74,160

    その他の活動収入計（7） 1,600,648 74,808 1,525,840

積立資産支出 121,787 130,976 -9,189

    その他の活動支出計（8） 1,721,787 130,976 1,590,811

-121,139 -56,168 -64,971

0 0

6,466,543 8,224,801 -1,758,258

0 46,317,932 -46,317,932

6,466,543 54,542,733 -48,076,190

資金収支計算書

自　平成 26 年  4 月  1 日　至　平成 27 年  3 月 31 日

勘　定　科　目 予　　算　(A) 決　　算　(B) 差 異 (A) - (B) 備　　考

事
業

活

動

に

よ

る
収

支

収
　
入

支
出

  事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

支
出

  施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

  当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）

  前期末支払資金残高（12）

  当期末支払資金残高（11）+（12）

収
入

支
出

  その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

  予備費支出（10）
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きょうされん全国総会・第 3８次国会請願行動の報告 
あたりまえに働き、 えらべるくらしを  

～障害者権利条約を地域のすみずみに～ 

 

今年は、5 月27 日のきょうされんの全国総会に、県北ブロックから総代

として参加してきました。藤井克徳さん作の絵本「障害者権利条約」が朗読

され、基調報告ほか、障害者と平和、憲法と生活保障など、今の政治の情

勢につながる基本的な問題について、深くかんがえることができました。 

続いて５月２８日の国会参議院会館、衆議院会館で、地元選出の国会議員への請願紹介議員になっ

ていただくためのお願いと、採択のための要請行動に参加しました。みなさんから預かった署名を抱

え、当事者の声、現場の声を伝えました。各党の懇談会が開催されましたが、福岡のグループは、社

民党との懇談に参加し、吉田忠智議員、福島みずほ議員と懇

談しました。 
障害者権利条約を「絵にかいたもち」にしないように、権

利が守られ、それぞれのしあわせが守られる暮らし・・・「平

和をたぐりよせる」ために、口に出して学びあい、行動して

いくことにためらわない風土づくりを心にきざみました。              

（瀬尾） 
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第2号の1様式

（単位：円）

障害福祉サービス等事業収益 98,066,476 93,595,720 4,470,756

収益事業収益 5,199,997 4,923,054 276,943

経常経費寄附金収益 301,582 877,517 -575,935

    サービス活動収益計（1） 103,568,055 99,396,291 4,171,764

人件費 68,579,569 60,806,951 7,772,618

事業費 16,898,012 16,158,717 739,295

事務費 4,076,745 5,589,961 -1,513,216

減価償却費 8,992,587 8,757,138 235,449

国庫補助金等特別積立金取崩額 -2,390,550 -2,390,550 0

    サービス活動費用計（2） 96,156,363 88,922,217 7,234,146

7,411,692 10,474,074 -3,062,382

受取利息配当金収益 10,001 8,801 1,200

その他のサービス活動外収益 288,033 200,778 87,255

    サービス活動外収益計（4） 298,034 209,579 88,455

支払利息 298,952 375,364 -76,412

    サービス活動外費用計（5） 298,952 375,364 -76,412

-918 -165,785 164,867

7,410,774 10,308,289 -2,897,515

    特別収益計（8） 1,000,000 0 1,000,000

    特別費用計（9） 1,000,000 0 1,000,000

0 0 0

7,410,774 10,308,289 -2,897,515

105,999,176 95,812,003 10,187,173

113,409,950 106,120,292 7,289,658

0 0 0

648 630 18

121,776 121,746 30

113,288,822 105,999,176 7,289,646

事業活動計算書

自　平成 26 年  4 月  1 日　至　平成 27 年  3 月 31 日

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増　　減

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
　
用

  サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

収
益

  サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

    経常増減差額（7）=（3）+（6）

  特別増減差額（10）=（8）-（9）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

前期繰越活動増減差額（12）

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）

基本金取崩額（14）

その他の積立金取崩額（15）

その他の積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

http://www.kyosaren.com/nationalAssembly/%E4%BD%BF%E3%81%86.JPG
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※グループホーム見学  

7 月8 日（水）10：00～１４：００ 小倉北区木町3 丁目６－７ 

特定非営利活動法人 ｎｅｓｔへ見学に行きます。 

申し込み  7 月1 日締めきり  

ＴＥＬ  ０９４９－２８－２３６７ つむぎの里後援会事務局 山下 

【予告】 9 月17 日（木）成年後見制度について学習会を予定しています。 

 

 

 

もうそろそろ梅雨も明けて猛暑の真夏に突入します。振り返

れば玉ねぎ、じゃがいもの収穫やカラオケ大会、映画鑑賞、

野球観戦、よこいと運動会への参加と忙しい6 月でした。き

ららの仲間は少々くたびれてはいませんか？これからは夏野

菜も育っていきます。きゅうり、ナス、ピーマン、オクラ、ゴーヤなどの収穫を期待してい

るところです。限られた中で作っていますので、たくさんは

できませんが、ご要望があれば販売致しますので、つむぎの

里までお問い合わせ下さい。尚、品切れの時はご容赦下さい。 

（大村） 

 

 

 

 

夢ポケットには、6 月8 日～19 日までの期間、直方特別支援学校から、

高等部3 年生の実習生が2 人来ました。 

 二人とも明るく、夢ポケットのみんなとすぐに仲良くなりました。皆

も頑張っている姿を見せようと、仕事を頑張り、休憩時間には、一緒に

遊び、体操をしたりしていました。普段から笑顔の多い夢ポケットに、もっと多くの笑顔の

花が咲いていました。 

 これからも笑顔を絶やすことなく、元気で明るい夢ポケットが皆様にも笑顔を届けます。 

                                     （柴田） 

             ご寄付・ご寄贈いただきありがとうございました。 

飯塚レイ子様 光益延子様 高倉早苗様  

（平成27 年 4 月 21 日～6 月 27 日） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

総務課 きらら 

夢ポケット 

後援会だより 

事務局だより 

お知らせ 

～生活介護事業～ 

～生活介護事業～ 
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いつも会員の皆様には、ご支援、ご賛同いただき感謝申し上げます。 

どうぞ平成26 年度も引き続きつむぎの里支援として、会員のご継

続お願い申し上げます。 

 

正会員 6000 円    賛助会員 3000 円 

 

 

 

 

 

 

編集 社会福祉法人 鶴林福祉会 つむぎの里 

 〒８２２－０００６ 福岡県直方市上境１４６７《TEL ０９４９－２８－２３６７  FAX ０９４９－２８－２３０１》  

年正会員費 6000円 年賛助会員費 3000円 （いずれも年間購読料を含む）定価１００円 

発行 九州障害者定期刊行物協会 

      〒８１２－００５４ 福岡市東区馬出２丁目２－１８  《TEL０９２－２９２－４３１１／FAX ０９２－２９２－４３１２》 

引き続き２７年度後援会の継続、入会をお願いします。 

正会員    

照岡定信 浅野ゆかり 志鶴京子 高石伸人 早川髙次郎 鳥居勝代 

高辻光代 古荘方啓 國府寺志記子 大塚泰子 黒川眞弓 黒川あゆみ 

永冨理恵子 エスエスエンジニア（株）立山利博 荒巻恭子 津田ヒロ子 

今山哲平 水上和子 友定淑子 太田一俊 末岡幸子 福原章子 

  

 野口宗起 志鶴陽子 石橋照子 山本千鶴子 土田和子 古荘拓子 

岩熊勝子 高石史人 長谷川みな子 梶栗由利香 古野征子 山内奈美 岩本隆子 

松井隆記 伊藤紀代子 門司喜美子 田代知之 鵜池照子 飯塚レイ子 古野明美 

吉良能里子 藤尾廣 東亜工業 山本美枝子 矢野良子 香田真澄 高山育子 

 

     志鶴京子 古荘方啓 長谷川みな子 宗広一美 矢野良子 

（順不同 敬称略 平成27年4月21日～6月２6日） 

賛助会員 

カンパ 
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