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　５月24日（火）と25日（水）に奥中山高原へ行ってきました。２グループに分かれて施
設見学とレストランでのランチを楽しみ、みのりホームへは電車を利用して帰ってきました。

１グループはシャローム、２グループは中山の園の施設を見学しました。みのりホームにはない作業に興味津々
で見入っている方や、みのりホームとの雰囲気の違いを感じた方もいました。レストランではランチを食べた後
に、アイスクリームやお土産を購入するなど買い物も楽しんできました。ランチ後は奥中山高原駅まで歩いて移
動し、自分で巣子駅までの切符を購入し電車の旅をしています。電車内では笑顔を浮かべたり、外の景色を楽し
んでいました。初めて経験することも多かった旅行でしたが「また電車に乗りたい」という感想が多く聞かれま
した。

　６月17日（金）、研修旅行で遠野市にある伝承園に行ってきました。伝承園では、
ひっつみ、一口冷やしなめこそば、山菜、香の物、ヤマメの塩焼など地産地消の昼

食を食べたり、語り部による昔話を聞いたりしました。昔話は、「座敷童」、「河童淵」、遠野物語で有名な「オシ
ラサマ」、屁の力で思わぬ幸運を手に入れる「屁っぴり嫁ゴ」、豆腐とこんにゃくが主人公の「豆腐とこんにゃく」
の５つの昔話を聞きました。続いて、伝承園から少し歩いた場所にあるカッパ淵というところで河童釣りの体験
をしました。カッパおじさんから、釣り方のご教授をいただき、皆で釣りを楽しみました。ピーマンやキュウリ
を餌にして待つもののポチャン！と水の音が聞こえただけで河童を釣ることはできず…カッパのほうが１枚上手
でした。釣ることはできませんでしたが、楽しい雰囲気で河童釣りを終えることができました。地産地消の昼食
を食べたり、語り部の昔話・河童釣りをしたりと大盛況のうちに研修旅行を終えることができました。

生活介護

就労継続支援Ｂ型



貸借対照表 平成28年３月31日

Ⅰ．資産の部 Ⅱ．負債の部

流動資産 43,038,313 流動負債 11,821,999 

固定資産 275,043,181 固定負債 5,372,886

　　基本財産 163,938,213 　負　債　合　計 17,194,885 

　　その他の固定資産 111,104,968 Ⅲ.純資産の部

基本金 23,632,015 

国庫補助金等特別積立金 97,744,300 

その他の積立金 85,980,008 

次期繰越活動収支差額 93,530,286 

純資産の部合計 300,886,609 

資　産　合　計 318,081,494 負債及び純資産の部合計 318,081,494 

事業活動収支計算書 平成27年４月１日～
平成28年３月31日

科　　　目 金額

サービス活動
増減の部

収益 129,001,300
費用 127,150,855
差額　① 1,850,445

サービス活動外
増減の部

収益 2,498,344
費用 1,838,028
差額　② 660,316

特別
増減の部

収益 120,923
費用 137,477
差額　③ -16,554

当期活動収支差額①＋②＋③ 2,494,207
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動収支差額 92,955,738
当期末繰越活動収支差額 95,449,945

その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 1,919,659
次期繰越活動増減差額 93,530,286

　７月30日(土)、北部コミセンにおいて「感謝の心を伝えよう」を合言葉に、第15回みのりホーム夕涼み会を開催
しました。今年は、天気も幸いして500人と例年以上の来場者数となり、会場内は外の暑さもあり、熱気ムンムン
で大変な盛り上がりをみせました。

　毎年恒例のみのりホーム利用者によるダンスは、ポッキーのＣＭでおな
じみの曲「シェアザラブ」を踊りました。例年よりも動きが早く、難しい
ダンスではありましたが、暑さに負けず、約３週間かけて一生懸命踊れる
よう練習しました。本領発揮できた利用者、そうではない利用者と様々で
したが、本番では、思う存分
楽しんで踊れたのではないか
と思います。
　また、ステージでは、柳沢
保育園さん、一本木保育園さ

んに可愛いダンスを披露してもらい、一本木中学校さんには生徒22名に
よる地元に伝わる一本木さんさを太鼓と踊りで披露してもらいました。
さらには、盛岡中央高校チアリーディング部の皆様に、ダンスを披露し
てもらい、ダイナミックな動きで、見ているお客さんは虜になっていま
した。
　国体開催年ということもあり、柳沢保育園、一本木保育園及び盛岡中央高校とみのりホーム利用者の合同でわん
こダンスを踊り、マスコットキャラクターのそばっちに来場してもらいました。お客さんが写真を一緒に撮る光景
が見られ、特に子供たちには大人気でした。
　今年も、各関係者には多大なるご支援、
ご協力をいただき、無事成功させること
ができ、来場して下さった方にたくさん
の感謝の心を伝えることができました。
誠にありがとうございました。



資金収支計算書 平成27年４月１日～
平成28年３月31日

科　　　目 金額

事業活動による収支

収入 131,499,644

支出 120,222,352

差額　① 11,277,292

施設整備等による
収支

収入 120,923

支出 1,739,880

差額　② -1,618,957

その他の活動による
収支

収入 439,275

支出 2,766,838

差額　③ -2,327,563

当期資金収支差額合計①＋②＋③ 7,330,772

前期末支払い資金残高 27,293,307

当期末支払資金残高 34,624,079

財産目録 平成28年３月31日

Ⅰ．資産の部 Ⅱ．負債の部

１．流動資産 43,038,313 １．流動負債 11,821,999 

２．固定資産 275,043,181 ２．固定負債 5,372,886

資　産　合　計 318,081,494 負　債　合　計 17,194,885 

差引純資産 300,886,609 

言語療法を始めました言語療法を始めました

希望郷いわて大会に出場しました希望郷いわて大会に出場しました

　今年度より言語聴覚士の松田先生を招いて、利用者の皆さんがより
「自分の想いを伝える」ことが今以上に出来るよう取り組んでいます。
先生には言語だけではなく、利用者一人ひとりにあったコミュニケー
ション手段をアドバイスして頂いております。そのアドバイスを基に
姿勢に気を付けながら食事をしたり、毎日発声練習をしたりしていま
す。対象者は個人ではなく部屋の仲間達と楽しみながら行うことで４
月以降毎日続けることができています。その結果、話す声が大きくなっ
たり、聞き取りやすくなったり、食事中むせることが減ってきました。
　現在は、生活介護での取り組みとなっていますが、今後は就労継続
支援B型の利用者も取り組めるよう計画をしているところです。

　10月21～ 23日に行われた第16回全国障害者スポーツ大
会（希望郷いわて大会）でボーリングの岩手県代表選手と
して三上こずえさんが出場しました。三上さんは定期的に
行われる好敵手達との強化練習の他に自己練習に取り組ん
できました。結果は、６位（417点）と健闘しました。た
くさんチームメイトやボランティアと交流をしたり、とて
も充実した３日間でした。

◀スマホを使って今の気
持ちを表現しています。

▲声のボリュー
ムや呼吸につ
いて勉強中

▼皆で発生練習！

あ～あ～

ホームページが変わりましたホームページが変わりました 資源をあつめています資源をあつめています
　10月よりホームページがリニューアルしました。
今までは、みのりホームのホームページだけでした
が、今度からは、やまゆり会、指定特定相談支援事
業所みのりホームのページを加え、社会福祉法人や
まゆり会のホームページとして生まれ変わりました。
これからも、より充実した情報を発信していきます
ので、ご愛顧のほどよろしくお願いします。
新ホームページアドレス http://yamayuri-kai.com

　みのりホームでは、資源となるダンボールや週
刊マンガ本、単行本などの雑誌、アルミ缶やスチー
ル缶、ウエスの材料となる綿100%の物や、タオ
ル地の古布を集めています。特にタオルや雑誌は
常に不足し悩まされている状況です。ご連絡いた
だければ回収に伺いますので、ご一報くだされば
と思います。よろしくお願いします。



あ と が き
吉田勝彦（生活介護）
　♪マツケンサンバⅡ／松平　健
～ダンスのリズムで歌えるのがとてもいいからです。～

古舘　渡（就労継続B型）
　♪恋するフォーチュンクッキー／AKB48
～曲を聞くと気持ちがウキウキします。～

細田順一（主任生活支援員）
　♪ファイト！／中嶋みゆき
～これを聴くととても勇気づけられます。～

連載vol.6
今回はこの３人が、パワーアップできる一番好きな歌を紹介してくれます！

♪わたしのテーマＳＯＮＧ♪

　今年は、地元で国体や障害者スポーツ大会が開
催された年で、どちらの大会も大いに盛り上がり
ました。みのりホームからも選手が出場し大健闘
しました。そして本人にとっても、とてもよい経
験になったと思います。我々スタッフも利用者の
皆さんがこのようなかけがえのない経験ができる
ようこれからも日々精進を重ねていければと思い
ます。
　また、今号は発行が遅れてしまい、申し訳あり
ませんでした。タイムリーな話題を発信できるよ
う努力してまいりますので、今後もよろしくお願
いします。　　　　　　　　　　　　　　（細田）

　今年度、４月から佐々木連さん、高橋芽生
さん、佐藤広健さんが新たにみのりホームの
仲間に加わりました。連さんは、生活介護事
業で、和紙作りやフルーツキャップ作りと日々
頑張って取り組んでいます。芽生さんと広健
さんは就労継続支援Ｂ型事業で、ウエス作り、
缶選別、菓子製造などの作業を毎日一生懸命
頑張っています。
　これからも様々な事を頑張りますので、暖
かく見守っていただければと思います。高橋芽生さん 佐々木連さん 佐藤広健さん

新 任 職 員 紹 介
角掛　景子 大峠　　桂

　みのりホームに勤務す
るようになり、あっとい
う間に約半年が過ぎよう
としています。至らない
点ばかりでご迷惑をおか
けしているかと思います
が、よろしくお願いしま
す。

　10月からみのりホーム
に勤務しております。ま
だ分からない事や至らな
い事が多々あるかと思い
ますが、一生懸命頑張り
たいと思います。ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

〈 職 員 紹 介 〉
【法人事務局】
　事務局長　　　熊谷かつえ　
　業務部長　　　大野　祥子
　経理主任　　　菅原　寿子

【障がい福祉サービス事業所みのりホーム】
　施設長　　　　　　　　　戸澤　勝進
　施設長代理兼サービス管理責任者　 寺澤　友寿
　生活介護担当係長　　　　昆　かおり　（生活介護）
　主任生活支援員　　　　　細田　順一　（生活介護）
　生活支援員　　　　　　　昆　　佑磨　（生活介護）
　生活支援員　　　　　　　山下　満希　（生活介護）
　看護師　　　　　　　　　鎌田　洋子　（生活介護）
　生活支援員　　　　　　　板垣千恵子　（生活介護）
　生活支援員　　　　　　　加藤　英子　（生活介護）
　生活支援員　　　　　　　佐々木直子　（生活介護）

　就労支援担当係長　　　　小野寺　功　（就労継続B型）
　目標工賃達成指導員　　　澤田　光輝　（就労継続B型）
　生活支援員　　　　　　　三浦　千秋　（就労継続B型）
　職業指導員　　　　　　　大峠　　桂　（就労継続B型）
　生活支援員　　　　　　　三浦　直子　（就労継続B型）
　　　〃　　　　　　　　　角掛　景子　（就労継続B型）
　職業指導員兼生活支援員　出口　国男　（生活・Ｂ型）
　栄養士　　　　　　　　　内澤　信江　
　調理主任　　　　　　　　菅野　明美
　調理員　　　　　　　　　前川　玲子
　調理員補助　　　　　　　瀧澤恵美子

【指定特定相談支援事業所　みのりホーム】
　所長兼相談支援専門員　　釜沢　宗大
　相談支援専門員　　　　　遠藤沙緒里
　
　以上の職員で日々、支援にあたっております。今後とも
よろしくお願いします。
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