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鯵≪轟⑳ as
ひくまのにて､ ｢感謝のつどい｣が行われました｡

本来は､日頃お世話になっている企業の方やク

ラブ活動の講師の方々､ボランティアさんをお

招きし,ありがとうの気持ちを伝える行事なの

ですが･･コロナ禍です｡お招きするのは､クラブ

活動の講師の方々と保護者の皆様に限定し､就

労日はクラブ活動の発表を行いました｡皆さん

とても楽しそうでした｡来年は､たくさんのお客

様をお招きできることを願っています｡

教醸教
みなみでは,与月20日に近

隣の畑で綿の程まきを行いま

した｡皆で協力しあいながら､

楽しい雰囲気の中スム-ズ

に作業ができました｡これか

らも､水やりや除草等､畑整

備作業に多くの利用者さん

が関わっていきます｡今年も

綿の収穫が楽しみです｡

圏国語
やしまでは､健康維　r-醸彊圏議

持　増進の一環とし

て､レクリエ-ション

やリズム運動･体操

を通して､身体を動

かす機会を提供して

います｡皆さん楽しみ

ながら取り組んでい

ます｡



回国回国田園
診≪轟◎鐙港術麗駕国醐
スマイルでは､月に1回

ウオ-キングクラブを行

います｡この日は､都

田総合公園に行ってき

ました｡穏やかな春の

気候の中へ皆さん気持

ちよさそうに歩いてい

て､とても良い運垂加こ

なりました｡

国璽回国
与月2日(月)は､普段頼んでいる給食がお休みの日なので､お楽しみ食事会を行い

ました｡お世話になっている｢知久屋｣のオムライスとえび天童へ近くの｢韓丼｣のカ

ルビ丼の中から好きなメニユ-を選んで注文しました｡ ｢お肉食べたい!｣ ｢私はオムライ

スが良い｣など,食べるお弁当を決める段階から, ilJ用者さんたちはとても嬉しそうに

して､いつもお弁当持参の方も､皆注文することとなりました｡

当日も､朝から利用者さんは食事のことを期待し,笑顔がたくさん見られて､話題の

種となりました｡お弁当を食べている時に､ ｢おいしいへI｣と頬っぺたに手を当てなが

ら喜んでいたり､ ｢またやりたいですね｣と次の食事会の希望が出たりと､とても好評

でした｡

園星図圃

あかねでは､休日に余暇活動として

外出することがあります｡この日は､

｢浜名湖花フェスタ2022｣が行わ

れている｢はままつフラウ葛パ葛ク｣

に行ってきました｡あいにく雨がば

らつく空模様でしたが､藤の花がと

てもきれいでした｡久し,うりのお出

掛けで､皆さんとても嬉しかったよ

うです｡



社会福祉法人遠江学園　令和3年度決算報告

1.法人全体について

評議員会1回､理事会5回を開催し､重要事項について審議を重ね､監事監査を2回受けた｡
中期経営計画の2年目にあたり､目標に向かって事業を展開した｡

2.施設運営について

生活介護事業所･就労継続支接事業所(8型) ､共同生活援助事業所､短期入所事業所として､各々の

事業所の目的に沿った施設運営を行った｡ -人一人の個別支援計画のもと､きめ組やかな支援を提供し､

利用率の向上が図られ､順調に事業展開ができた｡コロナ禍の中であったが､大きな影響はなかった｡

3.会計決算報告

【資金収支計算書】
項目 劍ｾ�ｧ｢�

∴ ∴ 剌A労支援率葉収入 �#�ﾃ#�ゅSs2�
1.499.140 

責受取利息配当金収入 ��紊s��

【その他の収入 �#Cbﾃ#s��

動1人件費支出 剪�

音よ �8尨馼ｼiN�因����づcC�經S"�

る 斐 ��-����事務費支出 ��偵cC�ﾃ3途�

就労支盤夢柴支出 �(ﾔツ��ﾃs3"�
音支払利息支出 儘��s津3c��

その他の支出 田Rﾃc���

36.081,682 

藍 翌 等 よ る 堅 �+X��?ﾂ� �2ﾃ��������

3,300.000 

固定資産売却収入 �#迭緜s��

6,595.670, 

支 出 ��12,140.961 固定資産取得支出 途ﾃcs2��c��

1.166,400 

音施設整備等支出計(5) �#�ﾃ塔�騏�#��

音施設整備等資金収支差額(6)-〈4)-(i) � 

築 假ｸ將���

入】その他の活動(こよる収入計(7) �0 

支 出 ���x��蝌辷��9.与84.000 

!その他の活動支出計(8) 湯ﾃSィﾃ����

!その他の活動資金収支差額(9)二(7)-(8) �-9.584,000 

予偏愛支出(10) 剪ﾒ�

｣一一三塑資金収支憲韻合計(11)二(3)十(6)十(9)-(1o) 剴�"ﾃ��"ﾃ�3��

【事業活動計算書】

項目 仞�ｧ｢�

厄` 憎 假ｲ�傭�就労支援手業収益 �#�ﾃ#�り.ss2�

1,499,140 

費 用 ��ﾈﾈ��� 

事業費 ��

事務費 ��偵SS2縱�7ﾂ�

就労支援事業数用音21,942.831 

減価償却費 �#rﾃ�Crﾃ����

∴壷 �假8靖y��yGｩ9hｾ��傭���紊s��

璧 ��246.270 
247.741 

費 l用 倡瓜Yy��r�1.179,361~ 
ら与.600l 

1.244.961~ 

-997.220 

16,002.679 

幅 i i ���� ��

施設整備等寄附金収益〉3,300.000 

固定資産売却益 �#迭緜s��

6.595,670 

費 用 I 佩冏ｸｾ��)?ﾈﾇ｢�847,000 

4 

0｣ 

3.000.000 

し3.847.004 

特呂雌減差額(10)こ(8)-(9)音2,748,666 

18,751.345 

闇 ����

一当期末繰越活動増減差額(13)二(11)十(12)し354,うつ7.793~~ 

0 

【その他の積立金取崩頚(てら) 冩音 

9.与84.000音 

【貸借対照表】

金　　額

124.284.078　流動負仮

757,638タ与20　固定負債

負債の郡合計



社会福祉法人遠江学園　令和3年度財産目録

資産･負債の内訳 仞�ｧ｢�
I資産の部 ��

89,3与0,与17 

事業未収金 �3Bﾃs#B�#S��

原材料 ��3津3�"�

前払費用 都�ﾃ����

2固定資産 ��

(1)基本財産 ��

88,961,600 

88.039,200 

10.430,800 

10,09与,276 

1 

2,949.186 

426,⊃92 

51,419 

26.892,791 

4､652,592 

｣○○(わかさ拠点)浜松市中区中沢叩61-3増築 �#"ﾃ��u粤ツ�將�｣○○(まつかさ拠点)浜松市中区中沢叩61-3増築 i(あかね拠点)浜松南北区三方原町1749臆2建物臆臆 鼎�5��3ゅ#�b�

(内訳)建物 鼎cr縱ッ�

構築物 �3津s#R經���

機械及び装置 ���

6,318,299 

3,549,863 

有形リ-ス資産 田��ﾃC���

権利 ��ﾃイ�紊#��

3,084.000 

3,186.500 

償還金積立資産 途ﾃ��������

248.344 

3,06与○○00 

422.883 

その他の固定資産 鼎rﾃ都��

70,436.976 

Ⅱ負債の部 ��

1流動負債 ��

1,278.000 

12,163,183 

680,400 

未払消費税 鼎��紊���

預り金 鼎Crﾃ����

574833 

賞与引当金 冰篥s�"�����

2工2うら.816 

2固定負債 ��

差引純資産 ��

社会福祉法人　遠江学園　浜松あしたの会(後援会)令和3年度収支報告書(令和3年4月1日一合和4年3月31日)

◆　令和3年度も寄附金のご協力をいただきまして､ありがとうございました｡清いっ(乱¥法人の運営を支援していきたいと思います｡
今後もご協力をお願い申し上げます｡

●収入の都

項目 仞�ｧ｢�備考 

会費 涛Rﾃ����会員22名分 

雑収入 ����利息 

繰越金 �"��crﾃss��前年度 

合計 �"��c"ﾃsヲ� 



第29回もうひとつの秀逸展
In四季彩堂有玉本店

四季彩堂有玉本店2階ギャラリ-

令和4年7月29日(金)10時へ17時

30日(土)10時へ17時

31日(日)10時へ1与時

※惑染症対策を行っております

浜松市東区有玉北町2297-1丁E｣ : 053-489-8888　　　　　　　　　　(マスク･アルコール消毒等)

今年も､四季彩堂有玉本店にて｢もうひとつの秀逸展｣を開催します｡利用者さんが,気持ちを込めて

根気よく作業に取り組み､完成させた製品が勢ぞろいします｡その中から少し商品をご紹介します｡

ぜひ会場でご覧ください｡

織りポ-チ

ちょっとした小物を入れるのにちよう

ど良く､配色がとてもきれいで楽し
いポ｢チです｡

(税込羊1 ,与40へ)

園
ブル-べリ-コシフイチュール

自家栽培ブル-べリ-の品種を限定

し､採れ始めの大粒で甘みの強い実

で作りました｡贈答用にもおすすめ

です｡ (税込●半890)

スマイルゴム

カラフルな糸の刺しゆうを施したヘア

ゴムです｡

(税込羊800へ)



新規職員･人事異動のお知らせ

【人事異動】 (令和4年4月1日付)

ひくまの i 倡ｹ�ﾙ+zX5Bﾘ7(5握yyﾙ�9D8�)�侏H�4��

みなみ 倡ｹ�ﾙ+zX5Hｨｸ7(5握yyﾙ�9D8�)��68�(���

やしま 倡ｹ�ﾙ+zX5J(7(5握yyﾙ�9D8�)~冦嬰h���

苦情･事故報告 

(令和3年11月一命和4年与月) 

◇苦情　この期問の苦情はありませんでした｡

◇事故　与件(内2件:対応済み)

種別 倬hｼh��内容･対応 

事故 �-�*ﾘ-ﾈ,ﾂ�

まつかさ 

あかね 

施設外の企業での作業中､ 

強風のため利用者さんの眼 
に族が入りへ右眼と周りが赤 

く腫れた｡翌日ご家庭にて通 

院し治療を開始し､1週間後 

に完治｡事故翌日には眼を 

保護するゴ-グルを用意し､ 

王着用して作業を行った｡ 

高l｣用者さんが夜間､自室か 
らトイレへの移動中に転倒 

し､右膝蓋骨骨折｡入院治療 

した｡ 

回国回国回国回国回回国
株式会社ミダックホールディングス様が､ 2o22年4月に創業70周年を迎えられました｡

そこで､以下の記念品のデザインにひくまのの利用者さんの作品を採用していただきました｡

･ノベルティグッズ･看板(2か所:①浜松駅新幹線コンコ葛ス　②浜松駅新幹線階段)

･パッカ-車(ゴミ収集車) 5台-5つのエリアで与台の異なるデザインのパッカ葛車が-般廃棄物の回収をしています

※-部の作品をご紹介します



善意のご協力　ありがとうございます

(令和3年12月一令和4年与月分) ※敬称略･順不同

〔あしたの会〕

堀之内正､工藤宏輝､岡田正孝､岡田幸子､田中健鵜､嶺岸未麻､辻村辰二､浅井潔､鈴木恒夫､朝山令次郎､

小池里奈

〔-般寄付金〕

鈴木忍､荒岡倫子､吉村哲志､田代由美､植平喜宣､藤原建吾､松本量奈､飯田雅之､榊原みゆき､小栗康義､

瀧口直人､筒井章裕､峰野素明子､三枝智宏､立石健之､鈴木恒夫､前場貴幸､家族会､浅井潔､山田浩隆､渡辺基､

中沢町自治会

〔再生資源､ベルマ-クへ物品寄贈､ボランティア等〕

近隣住民､山下ななみ､加藤貴宏､徳井康人､藤嶋圭､鈴木晴美､筒井幹太､鈴木啓仁､鈴木恭平､袴田ゆり子､

堀之内正､山本純也､山本直樹､工藤宏輝､尾島宏典､古橋若那､石牧宏康､高田歩､村松幸輝､山本綾香､

寺田達弥､伊藤隆弥､南部圭司､山本るみ､藤森里任､鈴木千代子､宮浦匠､月i合幸子､峰野朋子､藁科昌也､

小池里奈､水野真央､山下裕美香､江塚雅人､宇野文也､野嶋誠治､岩田絢一朗､鈴木一輝､中嶋美奈､伊藤はるみ､

松本磨須美､磯部正和､佐原多加茂､山本佳栄､袴田育代､柴山由美子､長谷川文子､古地寿江､加藤照子､

加茂すみ子､机麻宇美､名倉洋子､藤川多津枝､三枝智宏､辻村辰二､岡田幸子､山崎ふじ子､山崎智子､刑部朝代､

内山梓､頼母木淳､仲山圭-､和田倫幸､加賀友斎､山田大画､藤崎裕二､牧野克裁､星野修吾､高野浩二､

斎藤悠希､嶺岸未麻､片岡稜晴､稲垣大輔､古橋菜々花､戸塚秀樹､瀧口直人､稲垣秀､稲垣亮､岩泉元､岡田達彦､

山崎玲子､伊藤美代子､伊藤浩成､中村明様､河原沙弥､永吉真弓､浜松こども園､中嶋結月希､荒岡倫子､

加藤正道､鈴木達矢､横山典子､近江和子､兼子則子､半田恵子､鈴木ひとみ､大石那津子､中村たき子､井川到､

井川iまゆみ､甲斐朱美､野島好､小松升子､松下貴子､犬塚洋二､鈴木雅代､平井幸栄､鈴木克章､倉田規代､

倉田志津子､榊原あさみ､鈴木しげ子､鈴木弘美､鈴木芳子､杉田渉子､杉田憲彦､関谷佳世子､佐藤千賀子､

金子葉子､古橋了香､今田富士子､倉橋ゆうな､佐藤繁､永田美代子､森美代子､小幡早喜子､笠原員古､

前橋きよみ､黒木重信､伊藤久米男､伊藤武男､大隅敬治､松本やすゑ､原田静子､稲垣洋子､稲垣隆夫､稲垣年之､

石井宏枝､早川知子､ネッツトヨタ静浜葵西店､浜松中沢教会､割烹しんはま､柴久喜操､伊藤賢治､荻野友加里､

奥田千咲､岡田壮平､木下みゆき､酒井健多､下川誠､竹山晃平､半田純也､福岡俊輔､宮澤彰吾､宮澤由佳､

吉田潤､植平喜宣､藤原建吾､松本量奈､飯田雅之､榊原みゆきへ匿名2名

※個人情報保護法により､匿名を希望される方はお申し出下さい｡

I　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

社会福祉法人遠江学園後援会浜松あしたの会会員募集

仲間たちへの応援､ぜひよろしくお願いします｡

〔年会費〕-般会員一口2,000円以上　法人会員一口20,000円

〔郵便振込〕口座番号00860-7置16433　加入者名浜松あしたの会

〔銀行振込〕浜松磐田信用金庫三方原支店　普通預金口座番号2027486

加入者名社会福祉法人遠江学園浜松あしたの会会長浅井潔

【編　集】多機能型事業所ひくまの　M･丁　〒433-810与浜松市北区三方原町177十1　魯0与3-43〔ト1238

就労継続支擾8型事業所みなa N. s　〒43｢-O｢o｢浜松市西区雄踏町山崎5526○○　8053-4O｢○○255

就労継続支援8型事業所まつかさ　A i M　〒430○○904浜松市中区中沢町31-9　　　審0与3-47ら-6616


