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室内でも
外の様子が中継
されています !

令和３年度
お花見を終えて

お花見開催

４月１日︑天候にも恵まれた中
で︑あやめ寮慣例の﹁お花見﹂を
実施することが出来ました︒あや
め寮隣にある︑消防署跡地にて行
事食である焼きそば︑から揚げ︑
いなりずし等を食べ︑そのあと新
職員紹介や︑井筒職員によるパフ
ォーマンス等行い︑皆で楽しいひ
と時を過ごしました︒当日は︑理
理子職員による演奏もあり︑より
季節行事という雰囲気を味わって
いただくことが出来たのではない
かと思います︒また︑分散での活
動ということでＺｏｏｍを活用
し︑棟内にも外の映像を映して雰
囲気を楽しんでいただきました︒
新型コロナウイルスが全国で猛
威を振るう中でも︑利用者様に季
節行事を味わっていただきたいと
考えながら検討を重ね︑無事に実
施することが出来ました︒今まで
通りのイベント実施が出来ない状
況の中でも︑しっかりと対策を取
りながら︑あやめ寮として取組め
るものは何かを今後も考えてまい
りたいと思います︒

揚げ！
、から
ば
そ
焼き
いよ！
美味し

第 95 号

あ や め

満開の桜が綺麗でした

職員による
パフォーマンス !

（自）令和２年4月1日
勘定科目
サービス活動収益計
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別収益計
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額
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あやめ寮大規模改修工事⁝いよいよ

総務部長 杉村 健

タートします︒ご利用者の皆様が
生活をしながらの改修工事となり
ますので︑安全に配慮した工事計
画で作業を進めていただく段取り
をとっておりますが︑約５ヶ月間
という工期を経て︑あやめ寮内が
リニューアルいたします︒今秋を
ご利用者様・職員共々楽しみにし
たいと思います︒いよいよ始まる
⁝あやめ寮大規模改修工事︑ブロ
グ等でも途中経過をお伝えできれ
ば幸いです︒こうご期待︒

（至）令和3年3月31日
決
算
401,862,151
411,691,648
−9,829,497
3,566,755
4,261,092
−694,337
−10,523,834
0
0
0
−10,523,834
250,161,560
239,637,726
−10,000,000
229,637,726

事業活動計算書

あやめ寮は昭和 年に開所し︑
今年で 年が経過し︑近年︑水
回り・設備関係の劣化も見られ︑
施設整備の必要性から﹁あやめ寮
建築プロジェクト﹂を設置し︑管
理職から一般職まで含めた意見交
換を進めてまいりました︒コロナ
禍のこの期間も大切に時間を活用
し︑検討を重ね︑まずは水回り・
設備・共有部分を中心とした大規
模改修工事を進めて行くことが決
まり︑６月より本格的な工事がス

資金収支計算書

令和３年度・すでに半年

科
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（自）令和２年4月1日
（至）令和3年3月31日
勘定科目
405,428,906
事業活動収入計
398,346,052
事業活動支出計
7,082,854
事業活動資金収支差額
0
施設整備等収入計
1,305,300
施設整備等支出計
−1,305,300
施設整備等資金収支差額
100,000
その他の活動収入計
12,628,080
その他の活動支出計
−12,528,080
その他の活動資金収支差額
−6,750,526
当期資金収支差額合計
264,600,237
前期末支払資金残高
257,849,711
当期末支払資金残高

きます︒逆に地域生活ご利用の方も
病気や高齢で本体が望ましい方もい
ます︒ゆえに地域課の運営のあり方
の見直し︑本体の建物老朽化改修バ
リアフリー化に取り組み始めました︒
個人尊重からの全個室化は多々課題
あり数年先に予定し︑本体改修工事
を始めました︒使いやすい生活しや
すい︑働きやすいを少しでも向上で
きると思います︒相談支援センター
ひらのもあやめ笑顔食堂も地域の方
との繋がりを深め︑来るのを待つ支
援でなくこれからは益々出向く支援
を心がけたいと思います︒利用者様
と地域社会との繋がりも拡充したい
と思います︒

資産の部合計

271,828,613 流動負債
38,978,902
321,003,753 固定負債
23,628,520
96,244,897 負債の部合計
62,607,422
224,758,856
純資産の部
基本金
119,249,836
国庫補助金等特別積立
41,294,512
その他の積立金
140,042,870
次期繰越活動収支差額 229,637,726
純資産の部合計
530,224,944
592,832,366 負債及び純資産の部合計 592,832,366

令和３年3月31日現在
資産の部
負債の部
目
当年度末
科
目
当年度末

流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

決算書

倉持・大澤・柿沼
保護者の皆様︑地域の皆様︑コロ
ナ禍の生活が続き心底笑えない日々
ですが︑常に温かいご協力とご理解
を頂きまして誠に有難うございます︒
お陰様で５月現在︑平野の里利用者
様職員共々コロナ発症はなく制限は
ありますが元気に過ごされています︒
もちろん不安な毎日ですが︑今まで
出来ていた事が自粛になり不満に
なってしまう利用者様のお気持ちを
しっかり考えて︑楽しい活動の工夫
をしています︒コロナ終息後も戻す
事と今のやり方を持続する方法を検
討しています︒
今年度からあやめ寮本体と４ヶ所
のグループホームの統括者として総
合施設長に倉持一雄・あやめ寮本体
施設長に大澤まさ江・地域課施設長
に柿沼隆史が配置になりました︒ど
うぞ宜しくお願い申しあげます︒新
職員も先輩職員もお互い助け合い学
び合い努力しています︒福祉に夢を
持って選んできた職員が益々意欲を
持って働ける施設にしたいと思いま
す︒コロナ禍で多々研修や会議が減
りましたので時間を有効に使い︑建
物や利用者様の現状を見直し災害時・
新型コロナウイルス感染症の緊急事
ＢＣＰの確認含め︑今後の構想を練
りました︒利用者様は病気が重くな
い限り︑あやめ寮の支援のなかで皆
さんと生活を楽しみ︑地域移動もで

貸借対照表

令和２年度

⑵
令和３年７月号

あ や め 寮 会 報
平野の里
社会福祉法人

①趣
味
将棋・卓球
②モットー
学校の授業や部活︑バイト
などでは︑とにかく楽しみ︑
笑顔でいることを一番に考
えてきたので︑今後も変え
ることなくモットーにして
います︒
③心
境
最初の頃は︑とにかく緊張
していて︑色々不安を感じ
ていました︒あやめ寮の雰
囲気などを感じていくにつ
れて不安や緊張は和らぎ︑
早く業務を覚え︑いずれ後
輩が出来たらお手本となる
職員を目指したいと思うよ
うになりました︒
④意気込み
入職してから何ヶ月か経
ち︑少しずつではあります
が︑業務を覚えてきました︒
これからも努力し︑少しで
も早く先輩方のようになれ
るよう頑張っていきたいで
す︒よろしくお願いいたし
ます！

嵩斗さん
三浦

幸手街歩きに行って来ました
入社式・辞令交付式を行いました

平野の里
社会福祉法人

あ や め 寮 会 報
令和３年７月号
⑶

新 職 員 紹 介

相談員︒学校や医療機関を利用し
ている方など︑様々な資源・関係
機関とのつながりがあります︒
そういった普段から関わりのあ
る関係機関や︑身近な方々とのネ
ットワークづくりを大事にしなが
ら︑その都度相談に乗り︑一緒に
解決に向けた調整︑支援をしてい
ます︒
個々の相談や地域の関係機関か
らの相談・報告を受け︑この埼葛
北地区の課題として捉え︑地域課
題を解決していくために自立支援
協議会の運営を︑行政と共に行な
い︑解決に向けての方策を検討し
ています︒また︑地域全体の相談
支援力の向上を目指し︑関係機関
との連携を深める場の提供や研修
会等の開催も積極的に行なってい
ます︒
日ごろから行政や関係機関の
方々と連絡や協議を重ね︑また︑
訪問をして直接話を伺うことを通
じて︑顔の見える関係性づくりを
大切に︑誰もが住みやすい地域を
作っていけるよう仕事に励んでい
ます︒

相談支援専門員 瀬谷 真吾

﹃埼葛北基幹相談支援センタートロンコ﹄の仕事

相談支援の事業において︑平野
の里がある幸手市は︑地域に暮
らす障がいのある方や︑その支
援者︵家族・関係機関等︶の相
談支援を広域︵蓮田市︑幸手市︑
白岡市︑宮代町︑杉戸町の３市２
町で構成︒通称 埼葛北地区︶で
取り組んでいます︒埼葛北地区で
は︑基幹相談支援センターを３市
２町が共同設置し︑平成 年より
社会福祉法人みぬま福祉会︑社会
福祉法人じりつが委託を受けて運
営をしてきました︒令和３年度よ
り︑新たな事業として︑地域生活
支援拠点の整備が始まりました︒
新規事業の立ち上げに伴い︑人的
体制の検討を経て︑平野の里も加
わり︑３法人での運営となりまし
た︒
基幹相談支援センターの役割と
して﹃障害のある方が安心して暮
らせる地域づくり﹄があり︑障
害のある方の生活に関わっている
方は︑身近なところでは家族や親
族︑近隣住民︒障害福祉サービス
を利用している方はサービス提供
事業所の職員や相談支援事業所の
30

︵今はお弁当︶

コロナウイルス感染予防を行いながら、
今年度もこども食堂開催致しています！
皆さま、是非お立ち寄りください！
今年の盆踊り大会・あやめチャリフェ
スタは、情勢を鑑みまして、規模縮小
での開催や違った形での催し等、考え
ています。未だ、
コロナウイルスにより、
予防の徹底が必要な状況でございます。
ご理解・ご協力の程、お願い致します。

仲良く

からあげクンを

イ
アップルパ
を
香りと甘さ
満喫…

⑷
令和３年７月号

あ や め 寮 会 報
平野の里
社会福祉法人

G.W. お楽しみイベント
大物が釣れたよ

大好きな職員

と一緒に

あやめ笑顔食堂

順不同

ありがとうございます︒

温かいご協力に深く
感謝申し上げます︒

※一般会員

︿順不同﹀

佐々木 峰雄様
高橋 靖子様

︿順不同﹀

︿令和三年一月一日〜令和三年五月三十一日﹀

淳夫様
孝子様
洋子様

●協力会・寄付金

柴崎
太田
道下

●頂き物

秋田 輝昭様
コカ・コーラ 奈良様
森田 まなぶ様
小原 求見様
山田 祐子様
石塚様
信戸 サツ子様
槇島 晃様
沢 明日香様
染谷 晃一様
杉原 良善様
渡辺 一利様
内田 保子様
埼玉保育教育学院 坂内様
帝京平成大学様
社会福祉法人邑本会 しびらき様

※記入漏れがありましたらお許しください︒

葛西武次様

いつもたくさんのお野
菜をご提供して下さり︑
ありがとうございます︒
ご利用者様︑職員共々︑
とても美味しく賞味させ
ていただいております︒

