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第88号
令和4年8月吉日

発行　社会福祉法入　京会
恵　会　後　援　会

〒432-8064浜松市南区倉松町3675

電　話　〈053〉447-1797

節分豆まき会(恵学園)

8㊨㊥㊦②

節分豆まき会(恵松学園)

新津地区自治会連合会会長

小沢渡町西自治会長　中村和則

暑い日が続きますが,社会福祉法大患会並びに恵会後援会の皆様には,ますま

すご繁栄のこととおよろこび申し上げます｡

本年度は,新型コロナウイルスと如何に付き合っていきながら,事業計画を進

めて行くことが大切な-年となっていくと思います｡

利用者の皆様の日常生活の中で､働くことのよるこびや社会人としての人格養

成､日常生活に必要な知識･知恵を習得されることを期待いたします0

今年も皆様の健康管理については､気が抜けない｣年となりますので引き続き検温･マスクの着用･

手指消毒の徹魔が求められていると思います｡

昨年の年間行事では,社会見学及び日帰り旅行が中止になり,楽しみしていた皆さんは少し寂しい

思いをなされたと思います｡今年も社会見学及び日帰り研修旅行が予定されていますので､大いに期

待をしていただきたいですね｡

ウクライナとロシアの紛争は,全世界の食糧危機などの戦後の危機としては人類として考えさせら

れる時代となっています｡ ｢入って助けたり助けられたりして生きている｣と思います｡そして,地域

の人達とのつながりがあって人としての人生だと思います｡

私も今年から連合会会長となり,身の引き締まる思いで役員さんと共に活動を進めています｡役員

の皆さんとは,完全に理解をすることは少し難しいこととは思いますが､少しでも皆さんの立場に立

つ努力は惜し±ずに進めて±いり±すo　#隈の可能性を持つ利用者�/�,i�Y�ﾈ,ﾈｭh.ﾘ.�,ﾉ�Y��+8/�ｯ｠

待いたします｡

社会福祉法入京会のますますの発展を心からご祈念申し上げます｡
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｢0年後の自分
支援員　西山弘枝

今から10年前の私は,ここで働いていることを考えもしていなかったです｡子供から手が離れ1度

きりの人生､もう少し自分を高めたいと思い3年前に転職をしました｡以前の職場とは職種が違い､

この年齢でも初めての経験ばかりで無知が恥ずかしいと思う毎日です｡とある日,新聞にこんな事

が載っていました｡ ｢-､十､百,千を忘れず過ごそう｣と,これは､位のことではなく｢-は, -日
〇回は大笑いをしよう｣ ｢十は､ 10人と言葉を交わそう｣ ｢百は, 100文字を書こう｣ ｢千は, 1000文

字は読もう｣これを見て即,実行したいと思いました｡趣味が特に無い私ですが最近､ "己書'という

ものを習い始めました｡筆ペンや絵の具を使い己の字のごとく自分だけの書を心のままに書くもので

す｡書き方やこうしなければいけないというル鵜ルもなく､自由に筆を走らせ自分の世界観を楽しく

表現する書です｡己書を習っている時間は楽しくワクワクして､あっという間に時間が過ぎてしまい

ます｡是非これを趣味の二つに入れたいと思います｡また,学生時代の友人と会うとこれからどう過

ごして生きていきたいか話題になり,友人はトレッキングを始めようと思っていて, -緒にどうかと

勧めてくれます｡健康第-で10年後の自分が生き生きとした生活を送っていたいと願うと､足腰は鍛

えておかないといけないのは分かっているのですが,なかをか-歩が出ないものです｡また私は読

書があまり好きでは無いのですが,読書をすると､字も分かり､言葉も分かり､ 10年後の考え方など

が少しでも成長していることを自分に期待し､いろいろな面でメリットがあると思います｡今からで

も遅くないので1000文字の読書を是非始めたいと思いました｡苦手な事や-歩踏み出すことができ

ないことが多いですが､何事にもチャレンジ精神でやってみることも良い経験になると思います｡ 10

年後と言わず1年後の自分に目標を立て,自分を高める勉強と思い仕事も趣味もこれからも頑張って

いきたいと思います｡

ご入会のお願い
真夏の日差しが照りつける中へコロナ禍においても大変な時期を迎えての折､会員の皆様にはご清祥

にてお過ごしのことと存じます｡平素当法人のことにつきましてはへ-方ならぬご支援､ご協力を賜り

ましてありがとうございます｡今年度は恵松学園に1名の入所者があり､両学園で76名がそれぞれ日

中活動に日々励んでおります｡今後ともより-層のご支按､ご協力をよろしくお願いします｡

後援会費

法人会員　1ロ　5.000円

個人会員　1口　2.000円

〔

加入(寄金)時期や口数に制限はありません｡

いつでも何ロでも結構です｡数多くの皆様の

ご入会をお待ちしています｡

会費振込先

社会福祉法入　京会後援会(浜松市南区倉松町3 6 7 5恵学園内)

○郵便局口座番号　0081 0｢0-3331 4

0静岡銀行可美支店　普通預金　097576

o浜松磐田信用金庫可美支店　普通預金　652769



令和4年8日吉日発行　　　　　　　　め　ぐ　み　だ　よ　り　　　　　　　　　　　　第88号(3)

合印3年度　社会福祉法大意会運営のご雑書

平素より当会の事業運営につきましては,温かいご理解とご支援､ご協力を賜りまして深く感謝申し
上げます｡

令和3年度も就労継続支援丑型事業所｢恵学園｣ (定員5 5名)､生活介護事業所｢恵松学園｣ (定員
35名)とグル-プホ-ム｢カスタネット新橋｣ (定員7名) ｢カスタネット西島｣ (定員6名)の事業

を展開してまいりました｡皆様のお陰をもちまして安定した運営ができました｡ありがとうございまし

た｡

さて,令和4年6月1 0日の当法人理事会において恵会､恵学園､京極学園及びカスタネットの令和

3年度事業報告と決算報告についての承認をいただき,同年6月2 7日の定時評議員会で事業報告の内

容の報告と決算書類の承認をいただきましたので､ご報告いたします｡

1 ,令和3年度理事会･評議員会の開催について
･理事会　　5回開催(6/7､ 6/22､ 11/17､ R4,1/27､ 3/25)

･評議員会　　2回開催(6/22､ R4.2/18)

内　　容　　事業報告､収支決算､監査報告､収支補正予算､事業計画､諸規則の改正などにつ
いて審議されました｡

2.令和3年度監査実施について
･監事監査　1回開催(5/27)

内　　容　　令和3年度本部､施設事業及び収支決算について監査していただきました｡

社会福祉法大意会役員･評議員名簿
(任期:舎利3年6月22日一合和7年6月定時評議員会)　　(任期:令和3年6月22日一命和5年6月定時評議員会)

畷名 倩�kﾂ�戦業及び役殿 

評議員 ����J2�元浜松市議会議員 

評議員 ��:���ﾔ��元知的障害者相談員(保護者) 

評議員 亳y�ﾈﾕ��元｢入野園｣施設長 

評議員 傅ﾉ�ｹW�ﾗ2�元あかいし学園長 

評議員 �ｩgｸ蕀H��元新津地区社会福祉協議会長 

評議員 ���,ｹm)uB�葵会理事長 

評議員 凭冦姻(ｮB�元浜松市総務部長 

職名 倩�kﾂ�職業及び役蛾 

理事長 �>��)Oﾉ&ﾙWb�恵学園長 

理事 ��h鯖�9Wb�恵松学園長 

理事 伜(岔W�k��たち(彊授産所･サンステップ施設長 

理事 儼ﾉ68�(ﾔｲ�元恵学園部長 

理事 ��I:�ｻ����カスタネット管理者 

理事 冏�nﾈｮﾈｷi&｢�恵学園部長 

監事 傴ﾈ�)�8ｫ��浜松市人権擁護委員 

監事 ��X�ｨ哩u��あそしえ理事長 

戦名 倩�kﾂ�殴柴及び役戦 

評議員選任･解任委員 �)YH��Tb�元新津地区連合自治会長 

評議員選任･解任委員 傴ﾈ�)�8�ﾂ�浜松市人権擁護委員 

評議員選任･解任委員 ��X�ｨ哩u��あそしえ理事長 

評議員選任･解任委員 俚):����8���恵松学園係長 
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社会福祉法入京会　令和3年度決算報告

貸 ��俘xﾇb�法人本部 佝(ｧx��� �4ｨ5�5�6ﾈ6(6r�

借 方 凛ﾉ:韜�蜥� �#B經cづ�#��59,316,533 �3�ﾂ雲ﾂﾃc���8,971.149 

現金預金 涛b緜sゅ�s2�24,568.821 鼎bﾃ�sB紊3��21,620,701 釘ﾃC�C#�"�

事業未収金 �#rﾃ#CR�����0 ��3#C"��釘�9.445.979 釘ﾃSSb纉3r�

未収金 ���0 ���0 ���

0 ���0 ���0 

前払金 ���0 ���0 ���

0 ���0 ���0 

0 ���0 ���0 

固定資産 鉄S津��津C�r�0 �332紊S津c�R�85.035.481 ��C�紊�C3���

土地 田bﾃC�2ﾃS���0 �3�ﾃゴ偵����12,734,500 �#�繝��ﾃ���

建物 �#ビ經CR��S��0 ��10,981,679 ��

機械及び装置 塔��ﾃCs��0 塔��紊s��0 ���

車輌運搬具 田#S�繝S��0 釘纉�"經澱�1338J262 ���

310451186 ���591,486 ��縱3b纉途�716.703 

ソフトウエア 塔SbﾃCs�� �#cB��#��264,121 �3#ゅ##��

4.296.130 ���1.784.808 ��ﾃ都偵�#"�531.400 

3,500,(X畑 ���3.50.(00 ���0 

4.041,725 ���4.041.725 ���0 

39.500.0α) ���24卯.(X畑 ���ﾂ�Jつ雲ﾂ�5,00,00 

143,500,000 ���86.500.000 鼎b����ﾃ����11,000.000 

0 ���0 ���0 

0 ���0 ���0 

0 ���0 ���0 

683,832.590 �#BﾃScづ�#��392,776,148 ��150.385,460 

貸 方 ��15,011.730 ���8222,511 釘ﾃs3rﾃs�r�2.051.502 

2.520.806 ���1,310,372 白��#b���"�184.342 

その他の未払金 ���0 ���0 ���

I.420.000 ���1.420.00) ���0 

未払路用 亦���ゅC�r�0 �3��纉32�421,709 �3�BﾃscR�

預り金 ���0 ���0 ���

職員預り金 塔s津��B�0 �33�緜#R�309,440 �#3づイ��

9,082.603 ���4,778,581 �"ﾃ塔�ﾃCsb�1,323.軸6 

0 ���0 ���0 

固定負債 ���ﾃ3澱ﾃ�3��0 唐繝ィ繝���1,979.922 鉄4ﾃC���

7,100,000 ���7.100,000 ���0 

4,296,130 ���1,784.808 ��ﾃ都偵�#"�531,4(畑 

0 ���0 ���0 

26.407,860 ���17工07.319 澱ﾃs�r緜3��2,582.002 

基本金 ���R纉�r�3���0 都rﾃ33ゅ����28.569an ���

loo,583.112 ���96.160,092 釘ﾃC#2��#��0 

190,541,725 ���118,541,725 鉄bﾂ�ｒﾃ����16,00.0(畑 

3,500,(東畑 ���3.500.000 ���0 

4.041.725 ���4,041,725 ���0 

39.500.000 ���24,500,(X畑 ���竏ｶ2陳宛2��5,〔朋).()α) 

143,500,000 ���86.500,(X畑 鼎bﾃ���ﾃ����1L(00,00 

0 ���0 ���0 

24,568.821 塔2ﾃc#ゅ��"�20.392.302 ��8+S��"經S��

7,923.144 ��cR�#���10,963,131 釘ﾃSs���cR�△7.775.352 

657.424.730 �#BﾃScづ�#��375,㈱,829 ���倅｢ﾃS#"�147.802558 

683,832,590 �#BﾃScづ�#�� ��150,385.460 
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合計 囘��ﾉgｹYB�恵学園 ��カスタネット 

収 ��11,137,813 ���11,137,813 ���0 

168.345,324 ���76.572,420 田�ﾃc�r�3s��31,165,533 

0 ���0 ���0 

事 業 活 動 に よ る 竪 �?ﾂ� 澱ﾃC�"ﾃ�c��6.372.068 ���30,000 ���

92286 �#3B�36.443 �#づ#c��27348 

その他の収入 澱ﾃ#S2紊Cb�0 鼎S�ﾃ�3��5,790,908 ��ﾃc���

192.230.937 澱ﾃ3s"ﾃ3�"�88,197,614 田bﾃCSbﾃSC��31,204,481 

支 出 �� ���52,178,352 鼎Bﾃc#�纉s��31.136,080 

25.245.363 ���6,862.042 ���ﾃc�Bﾃ#澱�7,779,025 

8,574,315 都�r���"�4,005,362 �"ﾃCss#cR�1,認4,586 

1し384.980 ���1L384.980 ���0 

590 ���310 �#���0 

707,102 都BﾃC3�ﾃ�Cb�57,703,811 鼎�)｣#湯緜���

19,089.287 迭ﾃccRﾃ#���13,766,568 唐ﾃsS"縱#��△9.095.210 

施 設 整 備 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ� ���0 ���0 ���

0 ���0 ���0 

0 ���0 ���0 

188.000 ���188,000 ���0 

188.000 ���188.000 ���0 

支 出 ��1,420,000 ���1,420,000 ���0 

6,024,655 ��5,450,455 �#�"ﾃc#��371,580 

0 ���0 ���0 

7.444,655 ���6.870,455 �#�"ﾃc#��371,580 

△7,256,655 ���△6,682,455 ��##�"ﾃc#��△371,580 

そ の 他 の 活 動 に よ る 斐 假ｲ�?ﾂ� 迭ﾃC32��ビ� �"ﾃ�唐ﾃCビ�124.2(畑 �2ﾃ���ﾃC���

9,500,00 ���1.000.000 白���������7.500,000 

0 ���0 ���~0 

その他の活動収入計(7) ��Bﾃ�32ﾃ�ビ�0 �2ﾃ�唐ﾃCビ�1,124200 ���緜��ﾃC���

支 出 ��8,831,200 ���6,124,200 �"ﾃc��ﾃC���96,600 

9,500.000 迭ﾃS��竄�;�� 釘ﾄ�4��4��0 

0 ���0 ���0 

18.331,200 迭經��蔕4��6,124,200 澱ﾃc��ﾃC���96,6(畑 

△3.398,113 ��R經�������△2.925,713 ��ｨ�CRﾃCッﾃ#���10.513.800 

予備費(10) 剴��0 ���0 ���

8.434,519 ��cR�#���4,158.400 �2ﾃ�c2纉���i.047.010 
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恵会人事異動(令和4年8月1日付) 

理事長･親指管理者内山美知夫(理事長･恵学園長) 

恵学園長･部長牧野喜久男(恵学園部長) 

※()前職 

臆園書雪を…ミ嗣馴閑親閲≡ ��Ykﾂ�氏名 

任期:令和2年4月1日一令和5年3月31日 令和3年度恵会後援会決算報告 ��+r�音羽慎- 

副会長 �ｩgｺ8ﾔb�

理事 ��ﾘ鯖���

及び 
理事 �ｩgｸ蕀H��

令和4年度予算について 
監事 ����;�?��

7月20日に役員会が開催され,令和3年度 事業の決算報告と令和4年度事業の予算につい 
監事 ��)8x来���

庶務 冏�nﾈｮﾈｷi&｢�て協議がなされ､承認されました｡ 

後援会としても出来る限りの協力をしていく

ことを決議しました｡

令和3年度恵会後援会収支決算

臆臆細田葛腸i臨【獲園漢 �盈｢�金額 �>�o2�

会費 ��ﾃ3CRﾃ���冷�法人20件43口215,000円 
個人15件565口1,130,000円 

臆園寡遍嶋さ細り閏 �盈｢�金額 �>�o2�

事務費 �3��ﾃs祷冷�めぐみだより発行諸経費327,552円 役員会等会議諸経費34,800円 
通信運搬諸経費,振込手数料他29.447円 

事業費 涛S2ﾃ#��冷�社会福祉法大患会へ寄附(法人では､施設運営諸経費に充当しました｡) 

計 ���3CRﾃ���冷� 

令和4年度恵会後援会収支予算

臆園書目憎さ細田問 �盈｢�金額 �>�o2�

事務費 �3��ﾃ���冷�めぐみだより発行(年2回)諸経費,通信費等 

事業費 都��ﾃ���冷�社会福祉法入京会へ寄附 

計 ��ﾃ���ﾃ���冷� 



合印4年8月吉日発行　　　　　　　め　ぐ　み　だ　よ　り　　　　　　　　　　　第88号(7)

令和3年度　後援会会員名簿　　　　　令和3年4月〇日~令和4年3月31日

-　ご協力いただいた方々です　一

順不同　敬称略

法人会員 佰ｹ�B�個人会員 佰ｹ�B�

㈱水野組 ����匿名 �#R�

三秀堂薬局 �"�内山裕子 ����

㈱ドリ-ム ���伊藤錫康 ��R�

㈱マルハナ �"�恵会職員会 都R�

山本自動車 ���匿名 �����

ホワイト薬局 ���匿名 鉄��

㈱竹下-級建築士事務所 ���袴田英輔 ����

㈱リバイク ���内山芳美 迭�

新津地区民生児童委員協議会 �"�匿名 �#R�

㈱シグマ技研 ���匿名 �#S��

㈱前島電気工業社 白�

菱和設備㈱ ���

静岡日野自動車㈱浜松営業所 白�

クランホ-プ㈱ �"�

㈲マルス �"�

㈱金指商会 ���

豊田段ポ-ル 迭�

㈲丸亀自動車販売 釘�

㈲エルド-ル美幡屋 釘�

法人口数合計 鼎2�個人口数合計 鉄cR�

ありがとうございました｡

☆ (参考)最近5年間の後援会費収入は次のとおりです｡

区分 兌ﾙ�ﾃ#僖�7��平成30年度 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��令和2年度 凩��9D�7��

法人会員 �#ィﾃ���冷�280,000円 �#cRﾃ���冷�10,000円 �#�Rﾃ���冷�

個人会員 都c2ﾃ���冷�411,651円 鼎��ﾃ���冷�1,900,000円 白ﾃ�3�ﾃ���冷�

合計 ��ﾃ�Crﾃ���冷�691,651円 都CRﾃ���冷�1,910,000円 白ﾃ3CRﾃ���冷�

〃 セIしプ茶 

｢SEしP静岡のお茶です｣400mしは1ケース24本入り2800 

円で静岡県社会就労センター協議会からの委託で販売しております｡E=g=g=E=F, 
JA静岡市様の製造で静岡県産の品質の高い茶葉を使用することにA.,州-._i,.. 

より､すっきりとし､なおかつしっかりとした味わいの飲みやすい緑 茶飲料となっております｡セルフ茶の売上は工作料収入となりへ工賃 -++` 辻ﾅﾊE｣ﾖ�ﾈ��ﾂﾒ籏��1 

の向上につながります｡ ご購入希望の方は恵学園までお問い合わせ下さいますよう､よろし くお願い致します｡ ��

(京学園053-447-1797担当者岡崎) 
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節分豆まき会(2用3日)
コロナ禍での豆まき会も3回目となりました､今年度も惑染防止に努めながらパネルで作った鬼に豆に見立てたボ-ルを

投げて鬼退治をするゲ-ム等を行い､楽しいひとときを過ごしました｡

趣電車体験(ら用24日)

消防署の方の協力により起震車の体験をしました｡

実際の地震を想起する体験をし､地震の怖さを実感しました｡

健康検査

b用22日(水)　恵学園

冨田17日(火)　克松学園

健康面を考えて両学園それぞれで希望を取り､検尿､

検便､レントゲン･血液･ l亡1電図検査を実施しました｡

圃那須田智子さん､丸山育郎さん

閑剛　鈴木謹皇さん､ K ･Mさん

みんなで仲良く作業や日中活動を頑張っています｡

臨災訓諌(3用e日)

災害時の訓練を西島町の自治会の方にご協力いただき南の星小学校屋上

までの避難訓練を実施しました｡
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新年会(1用7日)

ボランティアの方に鳥居を作成していただきました｡絵馬に願い事を書きへ寅年にちなんだハンコを押して鳥居前に

成人の親(1用7日)

佐藤祐太さんと脇坂悠人さんが成人を迎えられました｡

還暦の祝い

石原哲也さん(2月1 0日)と青島美佐子さん(4月

1 1日)が還暦を迎えられました｡

これからも元気に頑張って下さいi

節分豆まき会(2用3日)　　　　　　　まま終業式で(3用30日)

A各D訓諌(4円ら日)

浜松市南消防署から機材をお借りして､

看護師によるAEDの使用方法の解説･

t¥肺蘇生法の訓練をしました｡

クッキング(ら用1う日)

備蓄食品のアルファ米(ドライカ

レ臆)を使用し､クッキングを行い

ました｡どの利用者さんも嬉しそう

に出来上がったものを見て｢美味し

い1 ｣と言いながら喜んで食べてい

ました｡
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4 俶霈h�鞍*Xﾆ(鈐��避難訓練(恵･恵松毎月) 

還暦の祝(恵校) 

5 ��

6 �4�6(4ﾈ984�Y'饅H諍w�鞍(鈐��

7 倆�檍ﾊ乂r鞍"��
納涼会(京極) 

8 做仂h�鞍*Xﾆ(鈐��夏期休暇(11日へ16日) 

始業式(恵･恵松) 

9 �8ｨ4�8ｹnﾈｸYMR鞍(鈐��

10 �?ｨｴ�.位H�9{xﾗ2鞍"��
還暦の祝(恵松) 

11 �4�6(4ﾈ984㈱6h5Rﾘ6r鞍(鈐��

12 册僖陞�ﾆ"��
クリスマス会(恵松) 

終業式(恵･恵松) 

冬期休暇(29日へ) 

1 �7隸ｨｷ�窒ﾓI?｢��
始業式(恵･恵松) 

鏡開き(恵) 

新年会(恵松) 

2 ���ｪY:H-ﾈ*ｸ橙鞍*Xﾆ(鈐��

3 做仂h�鞍*Xﾆ(鈐��

恵会後援会会員名簿　(飼蹄12月16日へ飼特6月15日)

法人会員 佰ｹ�B�個人会員 佰ｹ�B�

匿名 鉄��

憲会職員会 �3r絣�

伊藤紗康 迭�

匿名 �#R�

匿名 �#S��

個人口数令書† �3cr絣�

ありがとうございました｡

苦情･ご意見は受付担当者へお願いしま丸
7月2〇日に苦情解決委貴会を開催し､苦情報告として6件､事故報

告という事で恵学園1件へ　恵松学園0件,カスタネット0件の対応につ

いて挙げ､ご本人様を含めご家族様の理解と能力をいただきながら今

後もしっかりと対応していくことを伝えました｡

今後とも皆様からの苦情ご意見も承り解決していきます｡

令和4年度　苦情解決実施体制(令和4年8月1日現在)

担当区分 傀ｩ���職種 倩�kﾂ�

苦情解決 囘��ﾂ�評議員 �ｩgｸ蕀H��

第三者委員 囘��ﾂ�監事 傴ﾈ�)�8ｫ��

苦情解決 囘��ﾂ�理事長 �>��)Oﾉ&ﾙWb�恵学園 豫yyﾘ�"�牧野喜久男 

責任者 �8鉙ｧx���管理者 僮h鯖�9Wb�
カスタネット 豫yyﾘ�"�斉藤泰子 

苦情受付 囘��ﾂ�本部書詫 冏�nﾈｮﾈｷi&｢�恵学園 偃YD2�野原万道子 

担当者 佝(ｧx���主任 ��:�|��

窓松学園･カスタネット 佛y+r�佐醸佳代子 

お悔やみ 

恵学園利用者大須賀裕計さんが2月7日 

突然の病により永眠ざれました｡(享年67歳) 

謹んでお悔み申し上げます｡ 

駁塑臨書送り先■ 
災害時の減災(自助･共助･公助)への取り組みとして昨年スモ-ク訓練を行い､ 

今年はAED訓練､起褒章体験を行いました｡いざという時に迅速な初動対応をし､〒432-8064 

詮塁課業操課業祭器業鷲露i,:.善?a.龍実浜松市南区倉松町3675 
切ですね｡社会福祉法入京会後援会 

ご意見･ご要望など何でも緒樺です｡ぜひご寄稿をお願いします｡ 


