
あおぞら通信 第５０回   平成３０年９月１０日 

社会福祉法人元気村 夢工房翔裕園 

〒365-0025 埼玉県鴻巣市下谷 41 

TEL048-540-5000 
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あおぞらベーカリー TEL048-540-7080 

【平成 29 年度決算報告】 
平成 29 年度の決算報告を下記のとおりさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 貸借対照表【Ｈ30.3.31 現在】     （単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科目 当年度末 前年度末 増 減 科目 当年度末 前年度末 増 減 

流動資産 39,425 38,405 1,019 流動負債 10,551 9,876 674 

固定資産 132,672 143,881 ‐11,208 固定負債 34,017 39,441 ‐5,426 

基本財産 89,342 94,471 ‐5,128 負債の部合計 44,568 49,320 ‐4,751 

その他固定資産 43,329 49,410 ‐6,080 純資産の部 

    国庫補助金等特別積立

金 

83,781 89,709 ‐5,928 

   
 

次期繰越活動収支差額 43,746 43,255 490 

   
 

純資産の部合計 127,528 132,965 ‐5,437 

資産の部合計 172,097 182,286 ‐

10,189 

負債及び純資産の部

合計 

172,097 182,286 ‐10,189 

平成 30 年度も施設運営に皆様のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

ひまわりを植えて・・・ 

私達は、スタッフの方々とともに 6 月の中旬にひまわりの種を植えることにしました。ひまわりの種は今まで見

たことのない青色をしていて、私達はとてもおどろきました。みんなで「いつ頃咲くのかなぁ？」とか「どれくら

いの大きさのひまわりができるのかなぁ？」とか、咲くひまわりを想像しな

がら楽しんで植えました。1 ヶ月後、成長したひまわりはまだ 1cm 弱で、

私達は夏に間に合うのかとても心配でした。そして台風や豪雨なども過ぎ

た 8 月頃、なんと畑いっぱいにひまわりが咲いていました。ひまわりは 2ｍ

くらいにまで成長していて、みんな太陽に向かって元気良く開花していま

した。畑いっぱいに咲いたひまわりはとても美しくて、私達

に元気をくれるすばらしいものになりました。ひまわりを植

える体験をすることができ、スタッフの方達とメンバーの方

達にとても感謝しています。 

メンバーＫさん 

 

 

ブルーベリー畑 

ブルーベリーが色付いて防鳥ネットを張るときは、メンバーの皆さんと一斉に網を引っ張っ

たのですが、けっこう重たくて力のいる作業でした。ブルーベリー狩りのお客様が奥まで通

れるように、草刈りを頑張りましたが、炎天下の中とても暑いので、汗だくになりながらの

作業で大変でした。作業後にブルーベリーの実を試食させてもらい、甘くてさっぱりした味

でした。大きな粒もありとても美味しかったです。たくさんのお客様が来てくれると嬉しい

です。 

メンバーＡさん 

 

さつまいも畑 

定植した苗のほとんどが、翌日降った雨の影響により上手く根付きま

せんでした。しかし、元気に育っている苗もあるので、1 つでも多く

の収穫ができることを期待しています。草むしりは、今年の猛暑もあ

ってさぼりがちになってしまっていますが、涼しくなったらみんなで

手入れを頑張っていきたいです。 

職員より 

 

 

 

 

 

 

夢工房翔裕園 

勘定科目 予算 決算 差異 

事業活動による収入   

事業活動収入計 80,530 81,632 ‐1,102 

事業活動により支出   

 事業活動支出計 71,139 69,496 1,669 

事業活動収支差額 9,391 12,162 ‐2,771 

施設整備等による収支   

施設整備等資金収支差額 ‐5,235 ‐4,617 ‐617 

その他の活動による収支   

その他の活動資金収支差額 ‐8,284 ‐5,211 ‐3,072 

当期資金収支差額合計 ‐4,128 2,333 ‐6,461 

前期末支払資金残高 32,922 32,922 0 

当期末支払資金残高 28,794 35,256 ‐6,461 

 

勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減 

ｻｰﾋﾞｽ活動による収入   

   

 ｻｰﾋﾞｽ活動収益計 81,476 84,918 ‐3,442 

ｻｰﾋﾞｽ活動による支出   

 ｻｰﾋﾞｽ活動費用計 75,118 80,393 ‐5,274 

ｻｰﾋﾞｽ活動増減差額 6,357 4,525 1,832 

ｻｰﾋﾞｽ活動外増減の部   

 ｻｰﾋﾞｽ活動外増減差額 ‐320 ‐344 23 

経常増減差額 6,036 4,180 1,856 

特別増減の部    

 特別増減差額 ‐5,546 400 ‐5,946 

当期活動増減差額 490 4,580 ‐4,089 

前期末繰越活動増減差額 43,255 38,675 4,580 

当期末繰越活動増減差額 43,746 43,255 490 

次期繰越活動増減差額 43,746 43,255 490 

 

資金収支計算書【Ｈ29.4.1～Ｈ30.3.31】 （単位：千円） 事業活動計算書【Ｈ29.4.1～Ｈ30.3.31】 （単位：千円） 

10 月 7 日に「サツマイモ掘り」 3 株 600 円 

開催します。ご都合がよろしければホームページ予約サイトよりお申込みください。 



七夕祭り 

北本市中丸公民館の七夕祭りにあおぞらベーカリーが出店しました。 

パンとラスクの販売を 10 時頃から 12 時半頃まで行いました。 

当日は、天候がおもわしくなかったもののメンバーの T さんがパソコンの授業中に作った七夕飾りが華を添え、

完売することができました。来年も出店する予定ですので、みなさん、是非七夕祭りにお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者就労支援センター情報交換会 

9 月に入り早いもので今年も残り 3 か月となりました。例年になく台風の発生が多発し気象状況の変化も激しいで

すね。体調管理も就職に向けて大切なことの一つです。暑さに負けず残暑も乗り切っていきましょう！ 

さて、7 月の終わりに第 7 回障害者就労支援センター情報交換会に初めて参加してまいりました。この情報交換会

は 3 年目に入り今回は初めてパネルディスカッションの場も設けられました。 

開催の目的は大きく 4 つあります。 

①各就労支援センターでは企業から障害者雇用の相談を受けるが、登録者ですぐに就労出来る人がい

ない現状があるため事業所を利用している方で合う求人があれば広く雇用につなげていきたい 

②各事業所での相談があった企業やお付き合いのある企業を出し合うことで、より多くの方の障害者

雇用につなげていきたい 

③事業所の利用者で、就労が近い方の相談の機会の提供 

④事業所間での就労支援についての相談の機会の提供 

今回参加させていただき当園以外の就労支援事

業所の取組を知ることができたことや支援員と

しての課題も見つかりました。新たな求人票もあ

り何名か企業見学にも結び付いています。これか

らも多職種・他機関が連携して皆さんの訓練や就

職に活かせるネットワーク作りにも力を入れて

いきたいです。 

 

 

合同企業説明会に参加して 

皆様夏休みは楽しめたでしょうか。 

9 月に入っても夏の残暑がまだ続いており、暑さ対策はまだまだ必要な時期が

続いています。夢工房では就職に向けて企業見学へ動くことが多くなりまし

た。 

今回は 7月にエルミこうのすで行われた企業の合同面談会に参加した時のこと

を書いてもらいました。30 社近くの企業が参加していた面談会なので自分たち

が「やってみたい」と思える企業が見つかればいいなと思います。9 月以降は

合同面接会が多く開催される時期になるので「就職する」という意識を高めて

いければと思いました。 

今回は面談会に参加した利用者の中から 2 名の方に感想を書いてもらいまし

た。ぜひ読んでみてください。 

 

大勢の人で混みあった会場、企業の各スペースに参加者が所狭しと座り、真剣な顔つきで話を聞いていた。 

 私が面談を行ったのは 2 社だ。今回の面談は就職に影響がないと言われてはいるが、失礼な態度をとることは

許されない。私は、緊張から軽い眩暈を覚えつつも会社の方の前に座った。 

 面談が始まり、淡々とした企業説明が行われるのかと思ったが、そのようなことはなく、互いに質問を交えなが

ら業務内容、障がい者の雇用について等、時間が短く感じられる程に説明してくれた。面接の様な重い空気になる

だろうという考えが杞憂であったことの安堵と、知りたいことを教えてもらえた満足感に浸りながら、またこのよ

うな機会があれば足を運んでみたいと思えた企業面談会だった。 メンバー M さん 

 

私は初めて合同面談会に参加しました。３１社から興味がある会社を１社選びました。思ってたより会場が狭くて

人がたくさんいたのですごく緊張してしまい頭の中が真っ白になってしまいました。 

会社の担当者に質問もたくさんされたのですが、１つも答えられなかったので今度は答えられるように頑張りた

いです。 メンバー T さん 

 

パソコン教室 

パソコン教室では、WORD,EXCEL を中心に勉強していますが、動画の編集の方法も

取り込みたいと思い現在勉強中です。これまで、マイクロソフトのムービーメーカー

の使いかたの講習はおこなったことがありますが、できることが限られていて、面白

い映像を作ることができませんでした。今回勉強中のソフトは VIDEO STUDIO と

いう市販のソフトで編集の自由度が高く、使いこなせればいろいろな映像を作ること

ができます。 

面白い、講習ができるように頑張りますので、興味があれば、言ってください。 

目指せ、ユーチューバー！ 

 


