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 ６月 25 日（月）、普段から自自自自転転転転車に乗る利用者さんの技術や適性確

認、交通ルールの理解を目的として、愛香園と愛香園ホームサポート

の共催で自転車検定を実施しました。 

 愛香園施設入所利用者さん 6 名、グループホーム利用者さん８名、

計 14 名の方が参加されました。午前中はＤＶＤで自転車の正しい乗

り方やルールについて学び、その後は愛香園グラウンドにて実技講習

と検定を行いました。 

 午後からは、検定をクリアした利用者さんに路上コースに出てもら

い、実際の道路を走行しました。 

 ６月とはいえ、とても気温が高く蒸し暑い中でしたが、みなさん汗

を流しながらとても真剣に取り組んでいました。 

 自分の運転技量や交通ルールについて、改めて振り返る良い機会に

なりました。  （三浦健） 

↑ 

施設長も検定にチャレンジ??? 

とても暑い日でした(・_・;) 

 8 月 2 日（木）第 35 回四ツ葉の里夏夏夏夏まつりを開催しました。多くの夜店や模擬店に出店していただき、利用

者の皆さんやお越しいただいた地域の皆さんは、会場をあちこち歩き回って食べたり飲んだり、またゲームをし

たりと一様に楽しんでいただいている様子が見受けられました。 

 各施設からアトラクションが披露され、愛香園からは、この日の為に一生懸命練習を重ねた「元気元気マーチ」

と「サザエさん体操」を元気一杯に踊りました(*^。^*)赤いＴシャツ・猫耳・尻尾を付けたお揃いの衣装がさら

に気分を盛り上げていたのではないでしょうか。 

 その後は、出羽神楽団の皆さまによる「土蜘」でお祭りに華を添えていただきました！ 

そして毎年恒例のフィナーレ「大花火」の打ち上げです！！！70 発もの花火が夏の夜空を彩り、大盛況のう

ちに終えることができました。 

ご協力いただいた各種団体・ボランティアの皆さま、またお越しいただいた地域の皆さま、本当にありがとう

ございました。 （三浦和） 
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 7 月 25・26 日の２日間にわたり菌菌菌菌床椎椎椎椎茸を搬入しました。

仕入先は毎年川本町の邑智郡森林組合様からです。 

利用者さんと一緒に椎茸榾木センターへ出向き、5,000 床も

の菌床の積み下ろし作業を行いました。 

両日ともに島根県から高温注意情報が発表され、35 度を超え

ているのではないかと思う程の猛暑の中の作業でしたが、こま

めな水分補給と休憩を挟みながら、無事、搬入作業を終了する

ことができました。 

菌床椎茸はハウスで管理し、10 月中旬頃には椎茸が生長して

大きくなる予定です。秋から冬にかけてたくさんの椎茸を皆さ

まにお届けできるようがんばります！  （上田） 

 5 月 13 日に陸上競技会、5 月 19 日にフライングディスク競技会、そして 6 月 3 日に卓球

競技会が開催され、今年は利用者さん 9 名がそれぞれのススススポーツに挑戦されました。 

陸上競技会には、桑原敏晴さん、多田一雄さん、伊達由香里さんの３名が参加しました。あい

にくの雨模様でしたが、皆さん頑張って上位入賞を果たしました(*^_^*) 

次に、フライングディスク競技会では、田中凡夫さん、藤本聡生さん、上野孝幸さん、城谷正

子さんが参加しました。この大会を目標に日々練習を重ねてきましたが、この日も天候に恵まれ

ず、屋内でアキュラシー競技のみの開催となりました。実力を発揮できた人、発揮できなかった

人様々でした。発揮できなかった利用者さんには「来年ガンバロウ！」と言いながら帰園しまし

た。 

そして、卓球競技会です！毎年、トロフィーを持ち帰るほどの実力者が揃っています(^_^)v 

その期待通り、小林明夫さん、久恒美津子さんが参加し見事 2 人とも優勝を勝ち取りました!!! 

日頃の練習の成果を思う存分発揮することができ、更に大満足の結果を残すことができました。 

 今後も、秋に向けてグラウンド・ゴルフ、バドミントンと競技会が続きます。 

 皆さんの検討を期待しています！    （森脇涼） 

 

 ６月 28 日（木）元気館で開催された「障がい者スポーツ大会」

に、いずみの里利用者さん 12 名、生活訓練利用者さん 2 名、計

14 名で参加しました。 

 この大会を皆さんは、毎年とても楽しみにしています。 

 競技も様々で、「ピンポン玉リレー」、「パン食い競争」、「ゲート

ボール」、「輪投げ」等に参加しました。中でも「ピンポン玉リレー」

は得意としていて、毎年優勝しています！今年も 

見事に優勝しましたよ！ 

 そして、総合成績総合成績総合成績総合成績は３位は３位は３位は３位でした(*^。^*) 

 「来年もまた良い成績を収める 

ことができるよう、他の競技もが 

んばりましょうね」と話しながら 

帰ってきました。   （三宅） 

 夏夏夏夏本番になりました！ 

 現在、いずみの里ではモロッコインゲンや人 

参の他、夏野菜の収穫や販売に加え、新たに６ 

月から内職作業を開始しました！（ミシン糸の 

箱詰めやボールペンのふたはめ作業） 

 新しい作業が気に入ると、利用者さんたちは張り切って

取り組んでくれます。今回の作業はとても気に入ったよう

で、作業スピードも速く、またとても丁寧です。 

 今後も、この作業を活動の一部として取り入れ、利用者

さんたちが楽しく活動できる時間を増やせるよう心掛け

たいと思います。 （中村） 

                各地で最高気温を更新す

る今年の夏。愛香園では涼涼涼涼

を求めて 7 月 26 日に夕涼 

み会を開催しました。 

 一番人気だったのが「カキ氷」です!山盛りの氷にシロップ

と練乳をトッピングしました。フランクフルトもお好みでケチ

ャップを付けてガブリ(^・^)と皆さんとても美味しそうに食べ

ていました。 

 また、‘光るうちわ’を今年の景品の目玉に掲げた『金魚す

くい大会』!!!金魚すくいは初体験の利用者さんが多く、すぐに

ポイ が破れたり、そうかと思えば「どうするん？」と分から

ないながらも 19 匹もすくった利用者 

さんがいたりと様々でした。 

 薄っすら暗くなった頃からは花火を 

楽しみました（*^_^*） 

 夏の風物詩を満喫した一夜となりま 

した。 （片山） 

  

  ↑ 

トラックへの  → 

積み下ろし作業 

  ↑ 

ハウスに並べました！ 
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実施日 事　　業 内　　容

4月29日(日) 信和会総会

・平成29年度事業報告

・平成30年度事業計画の決議

　※参加家族数　36名

6月14日(木) ふれあい交流会

・四ツ葉の里記念ふれあいデイへの買い物

・グラウンド・ゴルフ、輪投げ大会開催

　※参加家族数　　9名

7月14日(土)

島根県知的障害者施設

保護者会連合会研修会

テーマ：「私たちを取り巻く情勢と諸課題」

会　場：松江市　いきいきプラザ島根

参加者：坂本久美子会員、職員1名

 毎年 6 月に開催する「四四四四ツ葉の里記念ふれあいデイ」。 

そして、いつも気になる天気予報･･･ 

 今年は 6 月 14 日（木）に開催しました！そして、梅雨時期とは思えないほどの晴天の下

で開催することができました(*^。^*) 

 「大明神」様、「瑞穂食品」様にもご参加いただいき会場を盛り上げていただきました！ 

愛香園からは、たい焼きや利用者さんたちが日中活動で栽培した露地野菜、そして四ツ葉シ

ョップからパンや食品等を販売しました。お陰様で、とても賑わいのある 1 日となりました！

各テントから、様々な美味しそうな香りが漂ってきたので、その香りに誘われてご来場いた

だいた方もいらっしゃったのではないでしょうか。 

 販売を担当した利用者さんたちは大きな声で 

「いらっしゃいませ～」「いらっしゃいませ～」「いらっしゃいませ～」「いらっしゃいませ～」    

と呼び込みもがんばっていましたよ！ 

 多くの皆さまにご来場いただき、ありがとうございま 

した。 （三上） 

  

島根県知的障害者施設保護者会 

連合会研修会に参加して 

信和会会員 坂本久美子 

 ７月14日に研修会に参加させていただきました。 

平成 16 年に障害者自立支援法が制定され、障害

者を取り巻く情勢が大きく変わりました。それ以降

も法律の詳細な部分の改正が行われているのです

が、その内情は障害者にとって全てが有利なもので

はありません。 

全国の同じ願いを持つ家族の抗議の声は、国にと

っても無視することはできないと思います。「我が

子・きょうだいの幸せを願って」～まずは信和会へ

の活動参加の大切さを再確認させられました。 

 私一人の声は響きませんが、皆で集まって出す抗

議の声は社会の中に大きく反響します。 

 そのために「家族会」があるのだと気付くことが

でき、大変良い研修となりました。 

 
★ 久しぶりの家族団らん ★ ☆ バイキング料理で満腹 ☆ ★☆★ 会長挨拶 ★☆★ 

<<<<    信和会総会の様子信和会総会の様子信和会総会の様子信和会総会の様子    >>>>    

(財)介護労働安定センター島根支部の講師派遣事業を活用して「ASTER-A」代表 中澤博之氏をお招きし、リーダー・管理

的職員のみを対象とした研修会を開催いたしました。具体的な研修テーマは無く、管理的職員が日々の仕事の中で気になって

いること、悩み、課題等について意見を吸い上げ、その意見についての対応方法や考え方等についてご指導いただきました。

管理的職員から出た意見としては、特に職員に対しての関わり方や、管理的職員としての仕事の進め方についての課題が多

く上がっていました。職員に対しての関わり方については、部下等への注意・叱る際のスキルや、モチベーションを上げるス

キルについて細かい助言をいただきました。また、仕事の進め方については、特に会議の運営方法についてご指導いただき、

会議は「議題」のみに執着するのではなく、「目的」を意識して話し合うことが非常に大切だいうことを学びました。 

今回の研修で、自分自身の言葉の重みや、相手を受け入れる感情、管理的職員としての自覚について再度見直す良い機会と

なりました。研修で得たことを早速実践して、個々の職員が仕事に対する姿勢、基本理念、ものの見方など同じ思いで、同じ

方向に進んでいけるような職場環境にしていきたいと思います。   （笹田） 



 

 

ぐっとたいむずぐっとたいむずぐっとたいむずぐっとたいむず    平成平成平成平成 30303030 年年年年 8888 月月月月    

愛香園施設広報愛香園施設広報愛香園施設広報愛香園施設広報    

(単位：円)

流動資産 579,275,937 流動負債 80,391,233

固定資産 1,559,400,967 固定負債 105,568,936

純資産 1,952,716,735

　　基本金 151,091,840

　　国庫補助金等特別積立金 516,447,925

　　その他の積立金 720,803,200

　　次期繰越活動収支差額 564,373,770

計 2,138,676,904 計 2,138,676,904

サービス活動収益 706,482,228 事業活動収入 709,875,198

サービス活動費用 664,651,621 事業活動支出 637,992,025

サービス活動外収益 3,392,970 施設整備等による収入 230,000

サービス活動外費用 201,132 施設整備等による支出 12,206,448

特別収益 230,000 その他の活動による収入 1,702,985

特別費用 230,002 その他の活動による支出 31,720,420

当期活動増減差額 45,022,443 当期資金収支差額合計 29,889,290

前期繰越活動増減差額 549,451,327 前期末支払資金残高 497,638,393

その他の積立金取崩額 1,500,000 当期末支払資金残高 527,527,683

その他の積立金積立額 31,600,000

次期繰越活動収支差額 564,373,770

平成29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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

募集職種 ★支援員・指導員　　★事務員　　★調理員

応募期間 平成30年7月30日（月）～平成30年9月10日（月）

スタッフ募集

　　詳しくは　　　社会福祉法人 邑智福祉振興会 愛香園

　　　　　　　　　　　TEL　0855-95-0811

　　　　　　　　　　　http://aikohen.com

　　　　　　　　　　　（HPに記載しています。）

 今年は梅雨が明けるのが早く、さらにその直後から猛暑が続いて

います・・・ 

 今回の記事の中でも「暑い中～」「猛暑～」といった言葉が見ら

れます。 

 天気予報では熱中症に対する注意喚起を呼び掛け、町の防災無線

や県からの FAX では食中毒に対する注意を呼び掛けています。 

40 度を超えた地域もあり、この夏はびっくりすることだらけで

す。今後、ずっとこのような気候になってしまうのでしょうか。 

 日本の美しい四季がなくならないことを願うばかりです。(吉岡) 

期間：平成 30 年 4 月 1 日～7 月 31 日 

 

★苦情（相談・要望含む）はありませんでした。

 

今後も苦情解決に向け、より多くの声を聴く

ための制度の説明や、訴えに対する配慮を行う

ことで環境整備に努めていきます。 

9/11(9/11(9/11(9/11(火火火火))))、、、、9/149/149/149/14((((金金金金))))    秋の旅行秋の旅行秋の旅行秋の旅行    

9/9/9/9/22222222((((土土土土))))    お月見会お月見会お月見会お月見会    

10101010////20202020((((土土土土))))    愛香祭愛香祭愛香祭愛香祭    

11111111 月下旬月下旬月下旬月下旬    信愛会信愛会信愛会信愛会((((三者合同交流会）三者合同交流会）三者合同交流会）三者合同交流会）    

今まで施設毎で行っていた職員研修を、今年度か

ら法人職員合同で行うこととなり、日帰り班と宿泊

班の 2 班を編成しました。 

まず、日帰り班が 8 月 10 日（金）広島平和記念

資料館へ行きました。計画当初はピースボランティ

アの方に屋外で平和記念公園の記念碑の説明をお願

いしていましたが、連日の猛暑のため資料館内での

説明となりました。 

原爆の恐ろしさや被害の悲惨さはもちろんのこ

と、爆弾の種類や広島・長崎がなぜターゲットにな

ったのか、またどのように復興していったのかなど

詳しく説明して頂きました。 

その後はホテルのビュッフェランチを堪能しなが

ら普段交流することが少ない職員と様々な話をする

ことができました。 

今後も職員間の交流を深め、より良いサービスが

提供できるよう努めて参りたいと思います。（石橋）

 


