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あゆみの里発

はっぴー号
150号

平和学習　in　広島

〇田原員行様（野菜の苗）
〇土佐岡義徳様（観葉植物）
〇協力会員の皆様（ＳＳＴ）
〇地域の皆様（衣類の提供）
〇支える会の皆様
（ボウリング大会）
〇こもれびボランティアの皆様
（レインボーハウス、たんぽぽ、地域活動支援センター、
　　　　　　　　生活介護での活動や作業等のお手伝い）
〇大正琴・手品・手芸ボランティアの皆様
〇ＪＡしまね西いわみ女性部様（手作りおやつサービス）

「あゆみの里発 はっぴー号」
は、点字版・朗読ＣＤ版・拡
大るび版をご用意していま
す。必 要な方はあゆみの里
までご連絡ください。

あゆみの里　開館時間
（月）～（金）8:30 ～ 17:30
（土）　 8:30 ～ 16:00

　８月18日（日）益田市人権センターにて、益田圏域高次脳機能障がい者支援研修会を開催しました。

　今年度は、「 高次脳機能機能障がい者の就労支援 ～ 働き続けることの素晴らしさ ～ 」をテーマに、

第一部は、西部地域支援拠点松ヶ丘病院秋吉氏より、高次脳機能障がいについて分かり易くご講演いただ

きました。第二部は、当事者の福田様に登壇いただき、当事者や家族が直面する実態、本人のたゆまぬ努

力を知ることができました。福田様は、家族・仲間の支援があり「今が一番幸せ」

と話されました。また、益田市障がい者就業・生活支援センターエスポア柳井

氏に、復職に向けての取り組みや課題についてご講演いただきました。

　第三部は、福田様が在籍される和太鼓「結
ゆい
」の演奏を披露していただき、福

田様のいきいきとした表情や和太鼓の強い響きに、参加された皆様から「感動

した」「当事者の声を聞くことができてとても良かった」との感想をいただき

ました。当日は、当事者とその家族、障がい・介護分野で高次脳機能障がい者に携わる福祉事業所や就労

支援者、行政の方々約40名の方に参加していただき、充実した研修になりました。　

《高次脳機能障がい者支援事業　益田圏域相談支援拠点　相談支援事業所ほっと》

『赤い羽根共同募金の助成金を頂き広島へ行ってきました！！』

　６月21日（金）平和学習にレインボーハウス、たんぽぽの利用者職員あわせて34名でバスを
貸切り広島に行ってきました。広島に到着してすぐ、昼食を食べました。昼食は、ホテルのバ
イキングで皆さん好きなものを選んで食べていました。
　広島平和記念資料館は、リニューアルされたばかりで、外国の方や修学旅行の学生さんも多
く来館していました。外国の方は、ガイダンスをイヤホンで聞きなから回っているので館内は
とても静かでしたが人が多く、じっくり観て回ることが難しかったです。そんな中で遺品の展
示物をみて悲しくなったり、涙を流した方もいました。また、利用者さんからは、戦争は怖い、
戦争はやってはいけないと思ったなどの感想がありました。
　やまだ屋ファクトリーでは、もみじ饅頭の作り方の説明を社員の方がおもしろおかしくされ、
皆さん笑顔で話しを聞いていました。話の後は、もみじ饅頭のお土産をいただきました。
　ハプニングもありましたが、みんな楽しく無事に帰ってくることができました。
いつもの仕事をはなれ、広島で感じた思いが良い刺激になったと思います。
　赤い羽根共同募金にご協力いただいた皆様ありがとうございました。

益田圏域高次脳機能障がい者支援研修会
高次脳機能障がい者の就労支援をテーマに研修会を行いました。

　10月27日（日）に開催されました福祉ゾーンふれあいま
つりは、多くの方にご来場いただき、盛況のうちに終了す
ることができました。開催にあたり、ご支援ご協力いただ
きました関係機関・各種団体・ボランティアの皆様に厚く
お礼申し上げます。ありがとうございました。

ありがとう
　ございました。

ご寄贈・ご協力
ありがとうござ
いました。
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平 成 30 年 度 決 算 報 告 書

社会福祉法人はぴねす福祉会

資金収支計算書 事業活動収支計算書

（自 平成30年 4月 1日～至 平成31年 3月31日） （自 平成30年 4月 1日～至 平成31年 3月31日）

貸 借 対 照 表 （平成31年 3月31日現在）

事業活動収入計

事業活動支出計

事業活動資金収支差額

施設整備等収入計

施設整備等支出計

施設整備等資金収支差額

その他の活動収入計

その他の活動支出計

その他の活動資金収支差額

当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

174,916,459

182,974,595

△8,058,136

0

2,898,708

△2,898,708

34,000

0

△34,000

△10,922,844

132,113,416

121,190,572

172,484,896

187,113,868

△14,628,972

2,431,563

883,237

1,548,326

△13,080,646

490,000

　　6

489,994

△12,590,652

155,618,270

143,027,618

0

0

　　　0

143,027,618

事業

その他の

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

基本金取崩額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

資産の部 負債の部

130,468,596

120,881,474

(85,053,288)

(35,828,186)

251,350,070

16,923,971

728,000

17,651,971

5,000,000

69,473,565

16,196,916

143,027,618

233,698,099

251,350,070

純資産の部

詳しい資料をご覧になりたい方は、

あゆみの里館内の掲示や、あゆみの里ホーム

ページに掲載してありますのでご覧ください。

流動負債

固定負債

負債の部合計

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

流動資産

固定資産

　基本財産

　その他の固定資産

資産の部合計

　先般６月21日に開催された理事会において、理事長に選任され
ました岩本悟と申します。
　私は、20年前に脳梗塞で倒れ、その後の後遺症による身体障がい者手帳２級認
定の障がい当事者であります。
　今日まで身体障がい者手帳保持者の団体である、益田市身体障害者福祉協会会長
として、障がい者福祉の向上を目指し、行政等に対し、いろいろな陳情や要望を展
開してまいりました。
　この度、はぴねす福祉会理事長に就任し、二足のわらじを履くこととなりました
が、利用者の皆さまの「笑顔」にお力をいただき、微力ではありますが一生懸命に
頑張っていく所存であります。
　今日の障がい者を取り巻く情勢は、障がい者差別解消法施行等、法的には整備さ
れつつありますが、まだまだこの地域の障がい者施策は充分とは言えません。
　障がい者福祉の専従者として、共に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願
いいたします。

　この度、お世話になります。少し
でも早く仕事を覚えて、皆様のお役
に立てるように頑張ります。よろし
くお願いいたします。

就　任　挨　拶
理事長　岩本　悟

職　員　紹　介

居宅介護事業
渡邉　佳奈

○趣味は・・・料理
○自分を動物にたとえると・・・犬
○好きな食べ物は・・・うに、魚類

　職員と皆さんと良い関係を築いて
いきたいと思います。若い力を存分
に生かして、これから頑張っていき
ます。よろしくお願いします。

生活介護事業
又賀　大喜

○チャームポイントは・・・笑顔
○自分を動物に例えると・・・さる
○好きな食べ物は・・・すし
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