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☆愛香園建て替え工事進捗状況☆ 

４つの区画に分けての工事も、３つの区画については内装工事、家具の据付けも終わりを迎え、 

施設内クリーニングを行うのみとなりました。今後は最後の１区画の内装工事を行い、建物引越し 

まであと１ヶ月半を残すのみとなりました。 

 

 

 

8 月 6 日（木）、第 32 回四ツ葉の里夏まつりが石見養護学校グラウンドで開

催されました。 

当日は毎年懸念される突然の夕立も無く、午後６時の夜店模擬店開始ととも

に、いつものように賑やかに祭りがスタートしました。 

各施設のアトラクションも時間が押すほど力が入り、日頃の練習の成果がよ

く出ていました。演し物は出羽神楽団の「土蜘蛛」でしたが、神楽甲子園に出

場した矢上高校生３名が熱演して拍手喝采を浴びていました。 

最後の花火の打上げは今や石見地区の貴重な夏の風物詩となり、夜空をステ

ージに祭りの喝采と静寂を同時に表現していました。 

出来れば来年も花火の打上げを続けてほしいと切に感じました。（山本昌） 
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7 月 1 日（水）から 7 月 2 日（木）今回初めての試みとして新幹線を利用し、大阪方面へ 

一泊旅行に行きました。朝は小雨が降っていましたが、広島駅で新幹線に乗るころには私たちの願

いが届いたのか雨も上がり、1 時間程で姫路に到着しました。姫路で昼食バイキング（時間がもう

少しほしい）をいただき、そしてリニューアルした世界遺産姫路城を見学しました。天守閣に登る

人、残って買い物をする人に分かれ、それぞれ楽しい時を過ごしました。 

2 日目は地上 300m、日本一の超高層複合ビル（60 階）あべのハルカスを見学しました。 

エレベーターの中は、壁に色々なランプが点灯し、まるでプラネタリウムにいるような気分で最上

階を目指しました。展望台フロアーからの眺めは息を呑むほどの景色でした。昼食は神戸の中華街

で中華料理をいただき、その後はショッピングを楽しみました。2 日間天候に恵まれ、初めての新

幹線にも乗り、旅の疲れもなく素敵な思い出を作ることが出来ました。  （松川） 

 

6 月 25 日（木）、広島県呉市へ日帰り旅行に行ってきました♪メインは「大和ミュージアム

！」大迫力の戦艦ヤマトに感激しつつも、資料館の写真を見ると、心が痛み、改めて戦争につ

いて考えるよい機会となりました。今年は戦後７０年ということもあり、長迫公園の慰霊碑に

千羽鶴を奉納してきました。 

その他にも、「千福一杯いかがです～♪」で有名な千福醸造元の見学や、ゆめタウンでのショ

ッピングを満喫し、とっても楽しい１日となりました(*^_^*)        （川中） 
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  ◆ いずみの里だより ◆ 
 7 月 27 日に旧三原小学校で開催された、邑智郡障害者

スポーツ大会に参加しました。 

いずみの里チームはメンバー１１名で参加しましたが、

今年は参加者が少ないチームがあり、羽須美チームとの合

同で競技に臨みました。全種目に出られず、物足りなさを

感じたようですが、出場した競技には一生懸命取り組む姿

が見られました。参加されたメンバーさんの表情も良く、

充実した様子でした。そして、景品も各自頂くことが出来、

大変喜んでいました。（三宅） 

5 月 24 日（日）、今年も交通安全教室を石見

自動車学校にて開催しました。昨年同様晴れ空の

もと、川本警察署署員の方々、井原・日貫の駐在

の方、石見自動車教習所の先生、地区の交通指導

員さんの協力により、安全への意識を高める良い

機会となりました。 

この度、丁寧に教えていただいた交通ルールを

守りながら、これからも楽しく生活していきたい

と思います。どうもありがとうございました。 

   （三浦） 

 

6月18日（木）に四ツ葉の里記念ふれあいデイがありました！ 

今年は天気も良く、お客様もたくさん来場され、瑞穂食品さん、

たこ焼き大明神さんにも出店して頂き、賑やかな一日となりまし

た！美味しいものがたくさんあり、私は食べ過ぎてしまいました

(^□^；) 

ご来店された方々、ご協力してくださった方々、大変ありがと

うございました。 （北村） 

7 月２３日（木）今年も椎茸の搬入

時期となり、川本町の椎茸榾木センタ

ーへ菌床ブロック 5,000 菌床をメン

バーさんと取りに行きました。一日が

かりでの作業ですが、メンバーさん達

の協力よって無事に搬入作業を終え

る事が出来ました。これからハウスの

中で管理し 10 月中旬頃には椎茸が

出始めるでしょう。これからまた忙し

くなります。(^_^;)  （上田） 
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四ツ葉ショップ 

新商品紹介♪ 
今年の夏も暑さ厳しい日が続きます。 

そんな時にピッタリなデザート、抹茶プリ

ンを新発売しました。下の層はなめらかなプ

リンで、上の層はお茶の味をしっかり残した

ゼリー状のソースで仕上げました。 

清涼感ある抹茶プリン 

一個１３０円です。 

是非一度お試し 

ください。（野田） 

苦情解決報告 

（平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 7 月 31 日） 

苦情  件数  相談・要望  件数  

プライバシーなど

の権利侵害につい

て  

1 
生活支援に関

すること  
3 

  
対人関係に関

すること  
1 

  その他要望  1 

計  1 計  5 

特定の利用者の方の夜間早朝（就寝時間帯）の問題行

動による苦情があり、当事者との話し合いの結果、解決

することが出来ました。 

今後とも、利用者の皆さんが日々安心・安全に生活出

来るよう、職員一同努力を重ねて行きたいと思っていま

す。（日高） 

                          

(単位：円)

流動資産 676,743,525      流動負債 189,672,775      

固定資産 1,129,676,654   固定負債 1,290,000           

純資産 1,615,457,404   

　　基本金 151,091,840      

　　国庫補助金等特別積立金 340,005,948      

　　その他の積立金 627,978,941      

　　次期繰越活動収支差額 496,380,675      

計 1,806,420,179   計 1,806,420,179   

就労支援事業収入 37,898,784        就労支援事業収入 38,203,000        

就労支援事業支出 37,900,982        就労支援事業支出 38,297,000        

事業活動収入 770,706,375      福祉事業活動収入 766,613,695      

事業活動支出 586,415,467      福祉事業活動支出 574,096,480      

事業活動外収入 8,525,524           施設整備等収入 176,552,000      

事業活動外支出 7,676,180           施設整備等支出 230,878,889      

特別収入 176,552,000      財務収入 179,271,933      

特別支出 175,052,016      財務支出 331,480,510      

当期活動収支差額 186,338,038      当期資金収支差額合計 -12,599,775       

前期繰越活動収支差額 460,944,464      前期末支払資金残高 498,613,206      

その他の積立金取崩額 179,253,593      当期末支払資金残高 486,013,431      

その他の積立金積立額 330,155,420      

次期繰越活動収支差額 496,380,675      

平成26年度　邑智福祉振興会決算状況

貸　借　対　照　表

事業活動収支計算書 資金収支決算書

行事予定 
9 月 17 日（木）  お月見会 

10 月上旬      引っ越し 

10 月 17 日（土） 愛香祭 

通学支援等で活躍しています！ 
～車両の助成ありがとうございました～ 

 

 このたびヘルパーステーションひまわりでは、日本財団から平成

26 年度助成金の交付を受けてホンダのステップワゴンを購入し、

福祉有償運送（通学支援）等に使用しています。 

新車の香がする 8 人乗りの広い 

車内は特別支援学校に通う生徒 

さん方にも好評です。今後は有償 

運送の他にも、広く地域のニーズ 

に応え有効に活用させていただこ 

うと思っています。（植田） 

 

 

 

 

 

～編集後記～ 
先日、初めてムカデに噛まれてしま 

いました。応急処置をネットで検索 

したところ、毒を出して冷やすより 

も、42℃位の熱めのお湯を患部にし 

ばらくかけた方が効くとのことでした。 

後者で実行し、その後腫れることもなく 

無事完治しました(*^_^*) （石橋） 


