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～桜がきれいでした～
平成 31 年４月１日

消防署東分署跡地

あやめ寮 お花見に参加して
ボランティア 栗田 年子
この度はお花見にお招きありが
とうございます。当日は青い空に
桜も映え絶好のお花見日和になり
ま し た。 お 花 見 に 携 わ る 職 員 の
方々の気配りも随所にありました。
生のピアノで桜に合った曲を弾い
てくれたり、大道芸のパフォーマ
ンスを見せてくれたり、中でも大
道芸は一つの芸が終わる度に歓声
が上がり、お花見を盛上げました。
利用者様も輝いてお花見を満喫し
ていました。私も一緒の時間を過
ごす事ができてとても楽しかった
です。また皆様とお花見ができる
事を楽しみにしております。

平成最後の花見開催

～おいしかったよ～

皆様とご一緒に楽しみたいと思います
～あやめチャリフェスタは 11 月 17 日（日）
に開催予定です。ぜひお越しください～

～花見楽しかったよ～

平野の里
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115,941,943 負債の部合計

その他の固定資産

210,898,962

51,731,544
純資産の部

基本金

119,249,836

国庫補助金等特別積立

資産の部合計

50,464,963

その他の積立金

120,040,450

次期繰越活動収支差額

249,517,875

純資産の部合計

539,273,124

負債及び
純資産の部合計

591,004,668

この度あやめ寮では、子ど

19,949,880

基本財産

も食堂を開店しました。試行

326,840,905 固定負債

錯誤の段階ですが老若男女の

31,781,664

固定資産

職員が、地域のお子様をお待

264,163,763 流動負債

ちしています。親御様と共に、

当年度末

流動資産

また子どもさん同士で誘い

目

合って食事と遊びを楽しんで

科

頂けましたら幸いです。ボラ

負債の部
当年度末

ンティアさん・ご協力者もお

目

待ち申し上げます。是非お電

科

話下さい。詳細はホームペー

平成31年3月31日現在
資産の部

ジやパンフレットを

ご覧下さい。

決算書

貸借対照表

令和を迎えて

副施設長 大澤 まさ江
皆様、五月一日より令和の時代
になりましたが、これからもどう
ぞ宜しくお願い申し上げます。
昭和・平成・令和と歩んできた
平野の里あやめ寮です。設立者達
の深い思いを繋ぐ歴史を重んじ、
令和の意味に共感しつつ益々努力
して参ります。
社会福祉法人風土記をよく読ん
でいますが、有名な埼玉県の大実
業家渋沢栄一氏が「実業による私
利は公益に資するべきである」と
いう主張のもと日本初の公立救貧
施設、東京養育院に情熱を注いだ
という事を思い出しました。
石井亮一氏の滝野川学園との繋
がりもあります。近江学園の糸賀
一雄氏含め沢山の方が障害福祉を
拓いて下さり、まさにこの方々の
こそ福祉の神様に思えます。
令和から永遠に繋がれると思い
ます。
ある実習生さんが「この施設に
実習にきて机上の学びと違うこと
学び、大変楽しかったです。
」
と話されましたが、現場力の大切
さを知って頂けました。職員も学
びながら益々支援の向上を目指し
て参ります。

平成 30 年度

⑵

591,004,668

資金収支計算書
（自）平成30年4月1日

（至）平成31年3月31日

勘定科目

事業活動収入計

410,420,401

事業活動支出計

361,635,749

事業活動資金収支差額

48,784,652

施設整備等収入計

1,750,000

施設整備等支出計

9,026,080

施設整備等資金収支差額

-7,276,080

その他の活動収入計

0

その他の活動支出計

12,363,560

その他の活動資金収支差額

-12,363,560
29,145,012

当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高

216,237,087

当期末支払資金残高

245,382,099

勘定科目

（至）平成31年3月31日
決

算

ｻｰﾋﾞｽ活動収益計

403,183,931

ｻｰﾋﾞｽ活動費用計

372,476,723

ｻｰﾋﾞｽ活動増減差額

30,707,208

ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計

7,236,470

ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計

3,120,907

ｻｰﾋﾞｽ活動外増減差額
経常増減差額

4,115,563
34,822,771

特別収益計

1,750,000

特別費用計

13,000,000

特別増減差額
当期活動増減差額

「こども食堂」
是非、皆様のご参加をお待ちしております。
●日時︓8 月 4 日（日）17 時 30 分～19 時 00 分
●場所︓障害者支援施設あやめ寮 ぐりーん棟
●献立︓あやめ寮名物『あやメシ』を、ご提供︕
（夏野菜カレーライス、美味しいデザートなど）食後スイカわり ミニ縁日

事業活動計算書
（自）平成30年4月1日

あやめ笑顔食堂

-11,250,000

※アレルギー対応はしておりません
●対象者︓幼児・小学生・中学生とその保護者
※幸手市在住の方
※保護者の方のみでの参加は、ご遠慮願います。
●食事代︓こども 50 円・保護者 100 円
※当日お支払い下さい
●申込み方法︓予約制（電話のみ）先着 30 食
●申込み受付期間︓令和元年 7 月 19 日（金）17 時まで

23,572,771

前期繰越活動増減差額

235,946,144

【申込み・問合せ先︓社会福祉法人平野の里】

当期末繰越活動増減差額

259,518,915

その他の積立金積立額

-10,001,040

●ＴＥＬ︓0480-48-1271

次期繰越活動増減差額

249,517,875

●駐車場有（送迎無）
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新任職員紹介
井形 秋絵

【抱負】広い視野を持って支援を行う
【理想の職員像】利用者の気持ちに寄り
添い、メリハリのある支援が出来る
職員

八木 恵厘菜

【抱負】利用者さんとの信頼関係構築と、
あやめ寮に馴染んでいきたい
【理想の職員像】親しみやすさをもちつ
つ、臨機応変に対応できる職員

服部 花菜

【抱負】コミュニケーションを大切にし
ながら支援にあたります
【理想の職員像】小さな事にも気付き、
何事にも落ち着いて対応できる

庭野 日明

【抱負】1 日でも早く戦力になれる様に
努力する
【理想の職員像】何事にも慌てずに行動
できる職員

染谷 和輝

【抱負】利用者様全員が幸せになれるよ
うに支援する
【理想の職員像】今までになかった魅力
を提供できる職員

工藤 真嗣

【抱負】利用者から信頼される職員にな
ること
【理想の職員像】冷静な対応が出来る職
員

簑島 唯志

【抱負】冷静に、丁寧に
【理想の職員像】誰にも挨拶が出来る人

掛水 勲

【抱負】事故の無いよう常に気をつけて
運転する。施設回りをきれいに保つ。
【理想の職員像】常に笑顔で元気よく

入社式・辞令式
人事部門の創設でさらに魅力を磨く
人事部長 杉村
健
私共「社会福祉法人平野の里」は、新
しい時代の幕開けと共に「人事部門」を
新設し、採用のみならず「人」に関する
部分でさらに注力していこうと考えてお
ります。私達の仕事は「人と人」で成り
立つ仕事であり、人の持つ力を最大限発
揮できる環境づくりや、しくみを常に更
新していく必要があります。職員採用・
育成・定着はもちろん、若者へ福祉の魅
力を伝える営業マンとしての活動、法人
全体の魅力創出と発信、やる気になれば
いくらでも広がる仕事が「人事」の仕事
だと考えております。人事部門を新設頂
き、スタートをお任せ頂いた身としては、
これまでの活動をしっかり育みつつ、新
たなチャレンジや視野の広がりを持ち、
視座を高く「元気な平野の里」をアピー
ルしていきたいと張り切っておるところ
です。平野の里
の営業マンは、
汗をかき、走り
回ってこれから
さらに頑張って
まいります。是
非、これからの
平野の里にご注
目宜しくお願い
します。

健康診断は、施設入所の利用者さんに関しては、男女共に春と秋の計
2 回行います。GH の利用者さんに関しては、年１回女性が春、男性が
秋に行います。

健康診断

ちょっぴり緊張？
車椅子のままレントゲンが
受けられるようになりました

季節を感じます
手作り帽子！

協力会・寄付金

順不同

敬称略

村上

洋子

達

光一

敬称略

令和元年六月一日〉
留美子

道下

知久

※順不同

物

峰雄

求美

頂 き
小原

大佐久
八十男

色えんぴつ
杉田
由美子

杉原

リクルート営業部

祐一

佐藤

林
佐田

佳代子

良子

良善

鈴木

鈴木

孝江

英明

川口短期大学

特定非営利活動法人

鵜殿

佐々木

香川

〈平成三十一年一月十一日～

※一般会員

す。ありがとうございます。

温かいご協力に深く感謝申し上げま

あやめ寮協力会・総会
畠山

渡辺

峯

内田

一利

幸子

裕美子

船川

幸一郎

埼玉保育教育学院

東

あやめ寮協力会・保護者会

埼玉保育教育学院

秋葉

喜美子

三智子

武次

葛西

※記入漏れがありましたらお許しください。

協力会様より、冷水器を寄贈
協力会様より、介護用ベッドを寄贈して
していただきました
いただきました
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