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「テラスに芝生もあるし、夏になったら
みんなでお酒飲みながらバーベキューし
たいよね」というなかまとの何気ない会
話から1年越しで実現した夜見グループ
ホームでのバーベキューパーティー！
なかま、親御さん、職員みんなで美味

しい匂いと煙に包まれながらワイワイと
楽しい時間をすごしました。仲間と親御
さ ん か ら 「 次 は 花 火 も し た い ね
～」・・・是非やりましょう！
（吾亦紅：塚田）

平成２８年４月に開所した第２、第３われもこうの家の芝生で角施設
長念願のBBQパーティー開催です。お肉、焼きそば、かわさき吾亦紅

で採れた野菜の焼けるいい匂い。みんなにっこり笑顔で待ち姿勢。出
来上がったらもう一斉「おいしい！」とモリモリ食べ更に笑顔が溢れま
した。世話人さんのギター演奏に合わせて皆で歌い賑やかで楽しい
ひと時。そんななかまたちの姿をほほえましく見ている親御さんたち
が印象的でした。これからもBBQパーティを開催して色々なホームの

なかまたち、親御さんたちとの楽しい交流の場にしていきたいです。
来年もたくさん集まるといいなぁ。（吾亦紅：吉田）
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2017年8月4日（金）夕方～夜までにかけてあったバーベキューパー
ティーのメニューの中で本当においしく食べれたのは、お肉とやきそば
及び野菜とあとは何もなしでした。
飲み物では缶ビール1缶カギリから、で、あとはオレンジジュース1杯

目とコカ・コーラ1杯目とで、合計3杯がシュワットきてどれもおいしかっ
たのです。あとは、歌のもりあげも無事に賑やかに合唱ができたそうで
す。これは2016年4月1日（金）に建った第２、第３夜見われもこうの家
入居記念にそなえてのに、よるものでした（紙すき班：田中誠治）
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今年の彦名われもこうごくろう
さん会では、みんなでポップ
サーカス松江講演を見にいき
ました。ワクワクドキドキ楽し
みながら鑑賞することができ
ました。（吾亦紅：今田）

「サントリーブナの森」工場見学、リストランテ天空での昼食に行ってきました。天候にあまり
恵まれず、晴天の中とはいきませんでしたが、大自然の中のドライブを楽しみながら目的地
へ向かいました。工場見学では天然水が出来上がるまでの工程を見学。実際に何種類かの
試飲もし、驚きや発見が詰まった新鮮な時間を過ごしました。

昼食はおしゃれなレストランで。奇麗な盛り付け、初めて口にする食材に驚きながらも、ナイ
フとフォークを上手に使い「美味しい～！」と一口一口堪能しながらのおしゃべりも弾んだ楽し
いひとときとなりました。（かわさき吾亦紅：赤松・山内）

からだに気を付けて
元気でがんばりたいです
去年は病気で入院しました
ことしから元気で頑張りたいです。
（Ｄ．Ｋ）
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8月19日ロシアから吾亦紅にBDF(ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料）を見学に来られました。海外から子
供たちが見学に来られるのは初めてで、スタッフ一同慌てる事もありました。BDFの資料を

事前に通訳の方にロシア語に訳していただき、私たちもロシアのことを調べたり作業班で
何度も話し合いを行いました。当日はグループホームのなかまも一緒に参加しロシアの子
供たちと触れ合いました。ロシアの子供たちもスタッフの話を真剣に聞き製造過程を見学
し、揚げ物の匂いのする排気ガスを実際に嗅いで笑顔あふれる交流会となりました。 ロ
シアでは廃油をトイレに流すこともあるようです。今回のBDF活動がロシアでも広がり、少し

でも地球温暖化の防止につながればと思います。短い時間でしたがスタッフ・なかまとも大
変貴重な時間となりました。（吾亦紅：山本・井原）

放課後等デイサービスすこやか

放課後等デイサービスすこやかでは学校就学中の障がい児に対して、放課後や長期休暇中
において、生活能力向上のための活動等を継続的に提供しています。児童の皆さま、保護者
の皆さまともご相談をさせていただきながら将来へ向けての個別の目標を立てて、運動機能面
や身辺自立面での活動を取り入れています。また他にも季節に合わせた作品作りやおやつ作
り、散歩や風船バレー等お楽しみ活動も計画しています。

和やかな雰囲気の「放課後等デイサービスすこやか」で一緒に過ごしてみませんか。お気軽
にお問い合わせください。（すこやか：中尾）
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説明文を入れてください。説明文を入れてください。

貸 借 対 照 表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部 負 債 の 部

当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減

0001 流動資産 112,691,292 121,913,852 △9,222,5600006 流動負債 19,356,867 44,726,346 △25,369,479

1111 現金 30,000 30,000 2112 事業未払金 3,318,518 5,286,437 △1,967,919

1112 現金預金 68,611,298 67,611,185 1,000,113 2113 その他の未払金 71,660 25,530,443 △25,458,783

1131 事業未収金 39,301,178 37,536,674 1,764,504 2114 給与未払金 5,084,753 4,389,705 695,048

1133 未収補助金 3,971,510 16,445,790 △12,474,280 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 8,068,000 7,792,000 276,000

1162 前払金 301,480 301,480 2132 預り金 6,126 21,441 △15,315

1181 仮払金 485,066 485,066 2141 前受金 1,269,420 961,420 308,000

1192 徴収不能引当金 △9,240 △11,277 2,037 2151 仮受金 965,190 210,000 755,190

0002 固定資産 483,641,998 534,213,991 △50,571,993 2154 未払消費税 573,200 534,900 38,300

0003 基本財産 300,380,425 334,824,602 △34,444,1770007 固定負債 91,535,100 99,708,992 △8,173,892

1211 土地 50,482,284 50,056,750 425,534 2311 設備資金借入金 91,401,000 99,708,992 △8,307,992

1212 建物 248,898,141 283,767,852 △34,869,711 2321 退職給付引当金 134,100 134,100

1221 基本財産特定預金0253014 1,000,000 1,000,000 負債の部合計 110,891,967 144,435,338 △33,543,371

0004 その他の固定資産 183,261,573 199,389,389 △16,127,816

1312 建物 139,083,156 154,401,073 △15,317,917 純 資 産 の 部

1313 構築物 7,809,358 4,662,442 3,146,9160009 基本金 26,999,862 26,999,862

1314 機械及び装置 944,338 748,453 195,885 3111 基本金 26,999,862 26,999,862

1315 車輌運搬具 6,090,496 9,316,024 △3,225,5280010 国庫補助金等特別積立金 151,428,351 202,760,974 △51,332,623

1316 器具及び備品 6,936,820 7,874,134 △937,314 3211 国庫補助金等特別積立金 151,428,351 202,760,974 △51,332,623

1331 繰越特定預金 11,722,747 11,722,747 0011 その他の積立金 36,994,059 36,994,059

1332 授産事業積立預金 9,807,086 9,807,086 3221 その他の積立金 36,994,059 36,994,059

1341 その他の固定資産 867,572 857,430 10,1420012 次期繰越活動増減差額 270,019,051 244,937,610 25,081,441

3311 次期繰越活動増減差額 270,019,051 244,937,610 25,081,441

3312 （うち当期活動増減差額） 25,081,441 84,763,925 △59,682,484

純資産の部合計 485,441,323 511,692,505 △26,251,182

資産の部合計 596,333,290 656,127,843 △59,794,553負債及び純資産の部合計 596,333,290 656,127,843 △59,794,553

脚注

減価償却費の累計額 184,997,086円

徴収不能引当金 9,240円

退職給与引当金 134,100円

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

就労支援事業収入 23,885,000 25,566,960 △1,681,960

障害福祉サービス等事業収入 227,240,000 256,429,087 △29,189,087

借入金利息補助金収入 47,300 △47,300

経常経費寄附金収入 1,226,149 △1,226,149

受取利息配当金収入 16,000 6,239 9,761

その他の収入 14,000 5,660,689 △5,646,689

事業活動収入計(1) 251,155,000 288,936,424 △37,781,424

支
出

人件費支出 171,373,000 182,771,237 △11,398,237

事業費支出 36,110,000 33,991,969 2,118,031

事務費支出 14,494,000 14,132,807 361,193

就労支援事業支出 22,769,000 25,110,643 △2,341,643

支払利息支出 735,000 635,929 99,071

事業活動支出計(2) 245,481,000 256,642,585 △11,161,585

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 5,674,000 32,293,839 △26,619,839

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

固定資産売却収入 2 △2

施設整備等収入計(4) 2 △2

支
出

設備資金借入金元金償還支出 7,459,000 7,091,000 368,000

固定資産取得支出 1,265,000 8,136,124 △6,871,124

固定資産除却・廃棄支出 351 △351

施設整備等支出計(5) 8,724,000 15,227,475 △6,503,475

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △8,724,000 △15,227,473 6,503,473

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

固定資産受増益 930,000 △930,000

拠点区分間繰入金収入 35,363,978 △35,363,978

サービス区分間繰入金収入 10,247,714 △10,247,714

その他の活動による収入 19,420,000 19,420,000

その他の活動による収入計(7) 19,420,000 46,541,692 △27,121,692

支
出

拠点区分間繰入金支出 35,363,978 △35,363,978

サービス区分間繰入金支出 10,771,298 △10,771,298

その他の活動による支出 1,051,900 △1,051,900

その他の活動支出計(8) 47,187,176 △47,187,176

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-
(8)

19,420,000 △645,484 20,065,484

予備費支出(10)

―

当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

16,370,000 16,420,882 △50,882

前期末支払資金残高(12) 95,990,793 △95,990,793

当期末支払資金残高(11)+(12) 16,370,000 112,411,675 △96,041,675

社会福祉法人 遊歩
役員名簿

評議員 八木 啓子
評議員 石川 倫温
評議員 上坂 厚生
評議員 角 智恵子
評議員 武田 信子
評議員 田子 功司
評議員
理事長

足立 薫
角 喜美江

理事 伊澤 寿高
理事 板垣 昇
理事 但馬 彰平
理事 齋藤 愛
理事 角 久恵
監事 井上 徹
監事 森永 修二

評議員選任・
解任委員 川越 博行
評議員選任・
解任委員 森永 修二
評議員選任・
解任委員 佐々木 洋子

（順不同）
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～新しいなかまと職員の紹介～

かわさき吾亦紅
林優斗さん

吾亦紅
松田雄太さん

吾亦紅
安達眞美さん

吾亦紅
大森みどりさん

吾亦紅
木村邦広

かわさき吾亦紅
福田雄紀

かわさき吾亦紅
平井早苗

かわさき吾亦紅
石原沙由利

われもこうの家
栂瀬敏夫

われもこうの家
今宮幸子

短期入所いきいきかわさき吾亦紅

芦谷明美
われもこうの家
三國慶博

われもこうきっさ
川崎範子

われもこうきっさ
山口明子

われもこうきっさ
佐々木はるみ

寄附一覧（平成27年3月～29年8月）　　敬称略

氏名(敬称略） 備考 足立博商店 コーヒー（中元）

ニッカひげの会会長古山豊 50,000 (株)正和　米子営業所 皿

吾亦紅保護者会 1,000,000 （有）米子清掃 ジュース（中元）
サンイン技術コンサルタント（株）

大野木昭夫 300,000 田中大義宅 折りたたみベッド

米子高専寮生会 10,000 角浩司宅 なす、鶏肉

米子高専教職員有志 18,027 福永恵理宅 果物

吾亦紅保護者会 500,000 日本財団石津 ジュース

塩原潔、まつえ 10,000 （株）リンクス 洗剤

ニッカひげの会　上村成二 50,000 直野桂子宅 菓子、ジュース

株式会社　桑本総合設計 100,000 江角（松村利也宅） 果物

米子ガスグループ 500,000 社会福祉法人　和　和のわ 菓子

森永修二 10,000 渋川市　後藤 果物

福景真一宅 菓子

受贈物品一覧（平成28年3月～29年8月） 神崎淳宅 菓子

田中誠治 菓子

氏名(敬称略） 備考 細田和子 果物

境港市福祉課 ジュース GHお祝い 藤本彩宅 菓子、ジュース GHへ
米子市長 ジュース GHお祝い 中海葬儀社 醤油、リンゴ、菓子

よなごしんきん弓ヶ浜支店 花 GHお祝い 伊藤 花

桑本総合設計 酒、時計 GHお祝い 澤谷夕帆 菓子

平田組 酒、時計 GHお祝い 竹中涼宅 野菜
八木先生 花 GHお祝い 畑中裕之宅 花
保護者会 花 GHお祝い 永本 さつま芋 GHへ
西坂登志寛宅 菓子 川崎智大宅 菓子(御礼）
門脇 山椒 啓成地区民生委員 菓子(御礼）
外山靖公宅 ジュース 森永修二 ｱｲｽｺｰﾋｰ
竹中涼宅 ちまき 湯原（BDF見学） 菓子
隠岐の島みんなの作業所 菓子 日段㈱ お茶、タオル（中元）
桑本総合設計木下 菓子 亀本 文具（のり）
岡本義彦宅 菓子 山根 台所洗剤 GHへ
足立（GH見学） 菓子 エフエスエーシステムズ 菓子
波多野晃雄 菓子
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今年初めてハブ茶・金ゴマを栽培しました。
谷口善治さん（薬草の郷）からハブ茶・金ゴマ
の種をいただき、4月１２日種蒔培土のセルに

種蒔をし（ハブ茶１，１００ケ、金ゴマ７００ケ）、
ようやく１か月半後の５月２６日から移植を開
始しました。

移植後、地中の虫（ケラ）が縦横にモグラみ
たいに土を盛り上げ約１０％が枯れ、また、苗
が隠れて負けてしまいそうになるほど雑草が
生い茂り草取りが大変でした。

今、ハブ茶は背の丈２ｍほどに成長し、ハブ
茶の赤ちゃんが沢山出来ています。台風が来
ないよう無事収穫できるよう案じているこの頃
です。（かわさき吾亦紅：伊沢）

8月19日に、彦名公民館多目的広場にて第
22回「じげおこし芸能大会」が開催されました。

早朝から担当者はテント張りなどの設営、午
後からは吾亦紅特製の焼きそば作りです。

吾亦紅のブースでは他にも、かわさき吾亦紅
のパンクッキー班によるクッキーの販売もし
ましった。毎年大好評です。

また、昨年より土曜日出勤にダンスを取り入
れ、休憩時間やグループホームで練習をし、
このじげおこし特設ステージで披露しました。
暑い中元気いっぱい笑顔でがんばりました。

公民館他スタッフの皆さん本当にありがとう
ございました。

主催：彦名校区自自連合会、彦名地区社会福祉協議会、
彦名公民会

（かわさき吾亦紅：宮本）

地域の人と遊歩のなかまがふれあえる場
“われもこうまつり”は今年も健在です。

10月15日（日）のおでかけは彦名町の

吾亦紅とお決め下さい。お待ちしています。
（吾亦紅：角キ）

8月1日に吾亦紅に入職しました木村邦広

です。趣味・特技は米子がいな万灯のお祭
り大好き男です。今年のわれもこうまつりで
も披露しますよ。

最初に担当した仕事はこの「われもこうだ
より」でした。楽しく読んでいただけたら嬉し
いです。少しずつ仕事にも慣れ、毎日のよう
になかまの笑顔から元気や癒しをもらって
います。これからは、この元気や癒しを自分
だけではなく地域の皆さまにもお届けできる

よう一生懸命 「顔晴ります」よろしくお
願いいたします。（吾亦紅：木村）

ハブ茶畑と伊沢施設長

乾燥を終えた金ゴマ！


