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【平成 30 年度決算報告】 
平成 30 年度の決算報告を下記のとおりさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元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。 

7 月野球観戦レクリエーション 

7/20（土）野球観戦レクがありました。埼玉武蔵ヒートベアーズ VS 巨人（3 軍）。

夢工房で作成した新球を、試合開始の選手紹介の際にスタンドへ投げ入れるイベン

トがあり、角晃多 監督が、夢工房の紹介もしてくれました。迫力ある試合が行わ

れ、2 対 3 で今回はヒートベアーズが負けてしまいましたが、次も頑張ってくれる

ことを期待しています。試合の合間には、屋台のおいしい食べ物も購入し、食べな

がら観戦できたのでメンバーのみなさんやご家族も楽しんでおり、いつもの作業の

表情とは違った良い笑顔も見られました。 

 

自分たちが縫ったボールがこのように盛大

に扱われ、野球観戦に来たファンの方々にサインボールとしてプレゼント

され、ありがたいなと思いました。巨人（3 軍）との試合を近くで観て、

球の速さなどのレベルが違うなと思いました。ヒートベアーズも頑張って

ほしいです。また、機会があれば観に行きたいです。O さん 

8 月バーベキューレクリエーション 

今年は梅雨が長く例年に比べると涼しい日が続いています。しかし 8 月 17 日（土）は台風一過の猛暑となり、当

園では令和初となる BBQ を開催！と同時に、野球ボールの納品がありました！！ボールの納品は施設長とメンバ

ー数名で入間向陽高校と川越のグランドで練習している杉並シニアま

で向かい直接野球部の皆さんにお届けできました。お盆期間中でした

がこの日を楽しみにしていたメンバーの参加人数は過去最多となる

18 名(^^)/買い出しから準備までみんなで協力して行い、自家製の窯

で焼いたお肉の味は格別だったと思います。途中、暑さを吹き飛ばす

べく水鉄砲で水遊びを楽しみながら笑顔と笑い声の絶えない時間だっ

たのではないでしょうか。食後はかき氷も楽しみましたよ♪今回の

BBQ が大盛況ということで恒例行事になるかも！？しれませんね

(^^)/休み明けもメンバー同士レクの話題で盛り上がっていたこの夏の思い出です。 

 

8 月 17 日にバーベキューレクをやりました。水鉄砲を使ってびしょびしょになっていたので楽しそうでした。ス

タッフの 2 名の S さんが暑い中焼いていたので大変そうだなと思いながら見ていました。料理はすごく旨かった

です。焼きそばがしょっぱかったですけどスイカとかき氷も暑かったのですごく旨く感じました。またこういう食

レクがあればやりたいなぁと思いました。T.N さん 

 

17 日に施設長さん運転の車で T さんとご一緒に入間向陽高校さんにボールの納品をさせて頂

きました。生徒さんに「こんにちは」と申すと挨拶して下さいました。若い方に挨拶して頂く

と気持ちが良いです。私たちが縫ったボールで生徒さんが練習をして強くなると思うとやりが

いがあります。私の出身高校の 17 年後輩の T さんとお話ができて楽しかったです。高校時代

の話もたくさんしました。私の出身高校は 5 年連続甲子園に出場しましたが、今年は初戦敗退

でした。しかし一昨年の夏は埼玉で初めて優勝しました。 

入間向陽高校さんに納品しました。また暑い中、杉並シニアの方が来るのを待っていましたが、

杉並シニアの方にも無事納品することができました。両チームの発展を期待しております。

M.H さん 

あおぞら通信 

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 81,879 82,294 -415 

事業活動により支出   

 事業活動支出計 67,041 70,644 －3,603 

事業活動収支差額 14,838 11,649 3,188 

施設整備等による収支   

施設整備等資金収支差額 －4,910 －5,043 103 

その他の活動による収支   

その他の活動資金収支差額 －3,735 －3,024 -710 

当期資金収支差額合計    

前期末支払資金残高 35,256 35,256  

当期末支払資金残高 41,419 38,837 2,581 

 

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 82,238 81,476 762 

ｻｰﾋﾞｽ活動による支出   

 ｻｰﾋﾞｽ活動費用計 75,678 75,118 560 

ｻｰﾋﾞｽ活動増減差額 6,559 6,357 201 

ｻｰﾋﾞｽ活動外増減の部   

 ｻｰﾋﾞｽ活動外増減差額 -378 -320 -57 

経常増減差額 6,181 6,036 144 

特別増減の部    

 特別増減差額 -2,972 -5,546 2,573 

当期活動増減差額 3,209 490 2,718 

前期末繰越活動増減差額 43,746 43,255 490 

当期末繰越活動増減差額 46,955 43,746 3,209 

次期繰越活動増減差額 46,955 43,746 3,209 

 

資金収支計算書【Ｈ30.4.1～Ｈ31.3.31】 （単位：千円） 事業活動計算書【Ｈ30.4.1～Ｈ31.3.31】 （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 42,908 39,425 3,483 流動負債 10,718 10,551 167 

固定資産 121,515 132,672 -11,156 固定負債 29,588 34,017 -4,429 

基本財産 84,214 89,342 -5,128 負債の部合計 40,307 44,568 -4,261 

その他固定資産 37,300 43,329 -6,028 純資産の部 

    国庫補助金等特別積立

金 

77,160 83,781 -6,621 

   
 

次期繰越活動収支差額 46,955 43,746 3,209 

   
 

純資産の部合計 124,116 127,528 -3,411 

資産の部合計 164,424 172,097 -7,673 負債及び純資産の部

合計 

164,424 172,097 -7,672 

 

 貸借対照表【Ｈ31.3.31 現在】     （単位：千円） 



B 型 野球ボール修繕 

私を含めＢ型メンバーさんにはボール修繕作業は初心者、という方が多い中、経験豊富な 

メンバーさんの存在は心強い、頼りになる存在です。職員としては指サック着用を励行 

したり、作業時間を午前か午後の半日に留める等、携わるメンバーさんの指への負担や痛みの軽減を図れるように

配慮しています。 

 

修繕ボールは、1 球ごとに、ボールの皮の厚さやボロボロ加減によって、糸の引っ張り加減を調節しています。 

皮に糸を通す穴があいています。穴が裂けているボールは、もともとの穴より、1 センチくらいななめのところを

糸で縫います。 

 修繕ができないボールもあります。ボールの皮が糸の引っ張り加減をしても皮が裂けてしまうものは、修繕不可

にしています。 

 気をつけていることは、ボールの縫い始めと縫い終わりを目立たない様にすることです。 

初めて修繕ボールを縫うメンバーさんには糸をしっかり引っ張り、縫い目とばしがない様にとアドバイスをしま

す。また、慣れないメンバーさんのために縫い始めを準備したり、縫い終わりをやってあげたりしています。 

A さん 

ひまわり 

『ひまわりの花に癒されました。』 

農作業の一環で、メンバーさんに種まきの作業として参加して頂き、6

月頃に巻き始め、蒔いた箇所は 1,500 箇所にもなる作業を行ってきまし

た。その結果、メンバーさんの総力により、8 月中旬には開花し満開と

なりました。また、満開となった「ひまわり」を鑑賞しに来るお客様、

写真を撮られるお客様が多数来園されました。今後、咲き終わった「ひ

まわり」については、種を採る作業になる為、農作業の一環として、メ

ンバーさんとスタッフが一緒に種取りを行っていきます。来年も、来園

されるお客様が感動して頂けるようメンバーさんと共に「ひまわり畑」

を作って行きたいと思います。 

『ひまわりが咲いて感動しました。』 

ひまわりの種まきは初めてでした。一か所に種を 3 粒ずつ入れる作業は大変でした。1～2 週間でひまわりの芽が

出た時は嬉しかったです。ひまわりの茎が伸びるごとに、所々隙間

があいていて種を蒔いていなかったのかと思いましたが、実際は鳥

に種を食べられていたことが分かり、メンバーの皆さんでひまわり

の移植作業をしました。その結果、2～3 ヶ月後は見事にひまわりが

開花しとても嬉しかったです。大きく咲いたひまわりの花を見て感

動しました。また、花が咲いている期間が短いことも改めて知りま

した。来年も、種まきから体験したいと思っています。O さん 

 

 

 

就労移行 個別プログラム 

今年も暑い日が続いていた日本列島ですが、充実した毎日を過ごしているでしょうか。夢工房翔裕園では就職に向

けて日々訓練に励んでいます。 

さて今回は、以前から取り入れていた項目ではありますが皆さんに知ってもらうためにお知らせしたいと思いま

す。それは就職に向けての訓練の中でどうしても足りない部分を「個別プログラム」という形で取り入れているこ

とです。 

これは、日々の訓練の中では足りない部分、またその人にとって今後必要になってくるであろう項目について、毎

日の訓練の中に個別に組み込んでいくものになっています。人それぞれ足りないものは違うので、個別プログラム

を組み込むことで一つの分野に特化して行うことが出来ると思っています。B 型のプログラムに参加させてもらっ

たり、専門の方に聞いて我々夢工房のスタッフでもできるリハビリの訓練も行っています。 

これは利用者だけではなくて、スタッフも一緒にやるからこそ成果が出たときに喜びも共有できると思っている

ので、今後も全員で協力して訓練を頑張っていきたいと思います。 

パソコン教室 

夢工房でパソコンを教え始めて、もう 8 年目となります。 

これまで、パソコン教室のメンバーと色んなことを勉強してきました。そこで、今どんな 

事が教えられるか、ちょっと整理してみました。 

判りやすいように、表にしました。 

項目 概要 

タイピング スムーズなキーボード入力ができることを目指しています。 

特に、ブラインドタッチにはこだわっていません。 

WORD WORD の各機能を勉強して、案内文書やチラシ、ポスターなどが作成できる

ことを目指しています。（できれば自分で文章を考えデザインできるようにな

れば最高です。） 

EXCEL EXCEL の各機能を勉強して、集計表やグラフ作成、ピポットテーブルや関数

が使いこなせることを目指します。（何か必要な集計表があった場合に、自分

で設計できるようになれば最高です。） 

PowerPoint PowerPoint の各機能を勉強して、ポスターやプレゼン資料の作成ができるよ

うに勉強します。 

データ入力 データ入力は、速さよりも正確性が重要になります。仕事としてもデータ入

力をおこなう業務もあります。 

画像処理 写真やイラストの編集をおこない写真を明るくしたり必要ない部分を消した

りして見栄えの良い状態にします。 

ホームページ ソフトを使ったり、html（プログラミングに似たもの）を使ってホームペー

ジを実際に作ってみます。 

その他、ACCESS、動画編集、パソコンで絵を描く（SAI 利用）、Illustrator（他力本願です）など勉強ができる環

境が整っています。 

これから、簿記やプログラミングなどができるように勉強したいと思っています。 

興味があれば、一緒に勉強してみませんか？お待ちしています。 

 


