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報 恩 感 謝
人権尊重、障害者の自立と
社会参加を支援

常に深 い感 謝 の 心 を
もって自ら行 動する
一 人ひとりの 人 格 を大 切に
生きる喜び・働く喜びを知る
社 会に開 かれた活 気に満ちた環 境 を創る
福 祉サービスの 理 想 像 を
求めて常に前 進する

社会福祉法人

朝日園

常務理事

松家

等

初夏の候︑皆様にはいっそうご活躍のこととお慶び申し上げま

す︒平素は格別のご高配を賜り心から感謝し︑厚くお礼申し上げま

す︒さて︑今年度も早二ヶ月が経過しましたが︑次の通り事業を取
組んで参ります︒
事業の基本方針

ご挨 拶

平成二七年度

一．より一層の就労支援︵就労継続支援Ａ型︑Ｂ型︑生活介護での﹁働く﹂ことへの支援 )
二．福祉サービスの質向上︵安心して暮らせ︑働ける環境整備・良質の福祉サービスの提供︶
て対応︶

三．虐待防止及び権利擁護と苦情解決︵虐待防止の体制整備︑苦情解決実施要綱に誠意をもっ

四．利用者本位のサービスの提供︵利用者参画の個別支援計画︶

五．地域との連携︵地域活動に積極的に参画し︑地域と共存できる法人を目指す︶

六．人材の養成と確保︵使命感を持った職員育成︶

七．法人運営の強化︵一体化・情報開示・経営会議・安定した財務基盤の確立︶

八．施設整備・設備整備︵中長期整備計画に基づき︑各事業所の建物修繕・機器整備︶

九．相談事業の充実︵﹁障害者生活支援センターあい﹂での相談支援事業の実施︶
この中での重点ポイントとして
☆人材の養成と確保の具体策として

ＧＳＨＭＳ を導入し︑社会福祉法人朝日園の理念に基づき人間性を尊重し︑﹁安全・安心﹂

﹁健康保持推進﹂を安全衛生活動の基本方針とし︑ＧＳＨＭＳを運用実施して法人内において

の﹁災害の撲滅と職員・利用者及びその他の関係者の健康増進﹂を図り︑安全衛生委員会を定
期的な活動として新たに取組みします︒

平成二五年度から平成二九年度までの五年間を計画期間として策定した﹁香川労働局第一

・ＧＳＨＭＳ︵グッド・セーフティ・ヘルス・マネージメント・システム︶とは

二次労働災害防止計画﹂において第三次産業︑とりわけ小売業︑社会福祉施設及び飲食店を

労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種とし︑安全管理体制の整備が徐々に進められてい

る︒こうした内容を法人内で取組み促進させるシステム︒

☆施設整備・設備整備で大きな投資となっている障害者支援施設﹁朝日園﹂の改造工事を今年

四月に地鎮祭を行い九月末完成予定で工事を開始しています︒今回の工事は利用者増となり︑

現在の作業場が手狭となった為︑第二作業場を増設しています︒

今後とも利用者の福祉サービスの質向上に努力して行きたいと考えます︒宜しくご指導︑ご
鞭撻お願い申し上げます︒

http://asahien.or.jp/
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福祉サービス 質の向上

第 88号
社 会 福 祉 法 人 朝日園の理 念

▲開園39周年記念式典後の記念撮影

朝日園開園 三十九周年記念式

平成二十七年四月四日︵土︶︑朝日園開園三十九
周年記念式が催されました︒
壷井理事長・髙橋管理者・菅谷管理者の挨拶の
後︑利用者様表彰︑職員永年勤続と続き︑最後に朝
日園の歌を皆さんで歌って記念式を締めくくりまし
た︒その後は朝日園のウッドデッキにて全員の記念
撮影を行いました︒
来年は朝日園開園四十周年の節目を迎えます︒福
祉をとりまく環境は開園当時とはずいぶん変わりま
したが︑朝日園の理念を常に忘れず︑利用者様と共
に歩んで行きたいと思います︒

表彰者
●利用者様
努力賞
中條 英二さん︵朝日園︶
中山 博喜さん︵朝日平成園︶
平井
豪さん︵すずらん︶
スポーツ賞
木内 直紀さん︵朝日園︶
●職 員
永年勤続賞
谷口 純一さん
︵朝日園・二十年︶
植村 節子さん
︵朝日園・二十年︶
伊豆野敦教さん
︵朝日園・二十年︶

人事異動

◆鈴木美砂江
朝日園セルプ課 就労継続支援Ｂ型
生活支援員及び看護師
︵すずらん 看護師︶

生活支援員
生活支援員︶

◆山地麻友美
すずらん 生活介護 看護師
︵朝日平成園 生活介護 看護師︶

◆南
知佳
すずらん 生活介護
︵朝日園 生活介護課

◆小蓑百合恵
すずらん 生活介護 生活支援員
︵朝日園 総務課 事務員︶

◆檀原美佐子
朝日園セルプ課 就労継続支援Ｂ型
生活支援員及び目標工賃達成指導員
︵朝日園セルプ課 就労継続支援Ｂ型
目標工賃達成指導員︶

◆内海 千賀
朝日園セルプ課 就労継続支援Ｂ型
目標工賃達成指導員及び事務員
︵朝日園総務課 事務員︶

◆猪熊 理恵
朝日園総務課 生活支援員及び事務員
︵ 朝日園 総務課事務員及び目標工賃達成指導員︶

就労継続支援Ｂ型

◆村西 八重
朝日平成園 就労継続支援Ｂ型
生活支援員
︵朝日園 生活介護課 生活支援員︶

◆畝木 悠煕
朝日園 セルプ課
職業指導員

◆髙橋 幸代
障害者ホームヘルプあさひ
サービス提供責任者

平成二十七年四月一日付

お花 見
平成27年4月4日㈯、法人合同のお花見
会が開宴されました。当日の天気予報は
「雨」、心配されたお天気も過ごしやす
い薄曇りの一日となり、利用者様とご家
族、地域の方や企業の方など多くの人に
来園いただき、楽しい宴になりました。
このお花見会は朝日園後援会様の協賛に
より、お花見弁当やうどん、お抹茶（和
菓子付）の接待を来園の皆様に楽しんで
頂きました。今年は満開の時期が早く、
美しい花吹雪のなか楽しむことができま
した。
新人職員が担当します「カラオケ」に
は多くの方が参加いただいたり、職員に
労いの言葉をかけていただくなど感謝の
気持ちで一杯です。お礼申し上げます。
さて、来年4月には社会福祉法人朝日
園開園40周年を迎えます。利用者の皆様
はもちろんのこと、朝日園に関わる多く
の方々にお祝いして頂けるようなお花見
会を企画してまいります。是非ご参加下
さいませ。

（朝日園生活介護）
朝日園で生 活 面 や
就労面を安定させて、
好きな英語が学びたい
です、
。
♥趣味はコブクロを聴
いたり歌ったりするこ
と。野球（キャッチボー
ル）。
（H２7.4〜）

新入職員紹介

淳也

新利用者様紹介

林

髙橋

幸代

（障害者ホームヘルプあさひ
サービス提供責任者）
色々な資格を取っ
て障がい者の皆様の
ニーズに応えていき
ます。
♥趣味はこれから見
つけます。今は主人を
支えることに一生懸
命です。
（H２7.4〜）

畝木

悠煕

八重

海美

米田 絢音

（朝日園職業指導員）

（朝日園調理員）

（朝日園生活支援員）

朝日園でたくさん
のことを学びたいと
思います。よろしくお
願いします。
♥趣味は読書です。

一生懸命頑張りま
すのでよろしくお願
い致します。
♥趣味は映画を見る
ことです。

（H２7.4〜）

（H２7.4〜）

たくさん迷惑をか
けると思いますが、
こ
れから頑張っていく
のでよろしくお願い
します。
♥趣味は手話とカフ
ェ巡りです。
（H２7.4〜）

障害者支援施設 朝日園

就労A・B

ニューマシン導入！
4月8日㈬、「Horizonエアー給紙紙折り機
PF-P3300(卓上折り機)」が印刷科に導入さ
れました。今まで手折り作業で行っていた、
複雑な折り方（観音折り、外三つ折り、内三
つ折り、片袖折り、四つ折り等）が、この機
械で可能になりました。それに伴い、短納期
の注文にも対応することが出来るようになり
ました。
この折り機は操作・設定が簡易で、利用者
様にも扱うことができます。加えて様々な紙
の厚さに対応でき、現場
の負担も軽減したと思い
ます。
この折り機を長期間稼
働し、質の良い製品を提
供するためにも、日々の
清掃およびメンテナンス
により一層気を配りたい
と思います。

就労Ｂ

大須賀先生による新書道教室

５月21日㈭、大須賀先生による初めての
書道教室を行われました。
参加された利用者のみなさんも初めは緊
張されていましたが、先生が来られて自己
紹介を含めて積極的に利用者のみなさんに
声をかけて頂いたので、自然と緊張感もな
くなり和やかな雰囲気で絵を描いたり、字
を書いたりされていました。
毎月テーマを決め、色鉛筆やマジック、
絵の具を使って皆さん
自由に絵や字を書いて
います。大須賀先生の
丁寧な御指導もあり、
利用者さま一人ひとり
が楽しみながら活動に
参加されています。今
後、どんな作品が出来
上がっていくのかが楽
しみです。

障害福祉サービス事業所 朝日平成園

丁番作業

新しく取り組み始め
た作業です。向きと数
に気を付けて、丁番と
部品を箱詰にします。真剣に取り組みながらも
時々はおしゃべりを楽しんでいます。

生活介護

生活介護

創作活動

もうすぐ梅雨がやってきますね。一足先に紫陽
花に休むかたつむりを作りました。細かい作業も
ありましたが、出来上がりに満足しています。他
の利用者様の癒しになってくれればと思います。

食堂清掃

昼食後の食堂を責任を持って清掃して
います。職員の補佐がなくても最後まで
仕上げています。

障害福祉サービス事業所 す
ずらん
セラピューティックケア

すずらんでは、週に１回利用者様へのセラ
ピューティックケアを行っています。
セラピューティックケアとは、ハンドマッ
サージのようなもので、手の麻痺や硬縮のあ
る利用者さんに緊張を和らげたり、肌をケア
したりする目的で行っています。香りのよい
クリームを使い、一人ひとりていねいにケア
していきます。その間ゆっくりと利用者様と
話をし、かかわりを持つことができる大切な
時間となっています。

同行援護始めました！

調理実習

５月９日（土）調理実習を行いました。
メニューは焼きそば・おにぎり・お吸い
物・フルーチェアイス・ジュースでした。
利用者様と職員が一緒になり、調理活動を
し、ホットプレートで焼きたてアツアツの
焼きそばをみんなでいただきました。
みなさん、お代わりをされ、お腹いっぱ
い!!
デザートもおいしく、ゆったりとした一
日を過ごしました。

ホームヘルプ あさひ

かねてより要望がありました同行援護を今年2月より「障害者ホームヘルプあさひ」におき
ましてサービスの提供をはじめました。
同行援護とは、移動に著しい困難を有する視覚障害のある利用者様が外出する際、ご本人に
同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排泄、食事等の介護の他、ご本人が外出す
る際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者様が行きたいところに連れて行くだけでなく、外出先での情報提供や代読・代筆
などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活においてなくてはならないサービ
スです。
スタッフ一同、視覚障害のある方に不安や不便を
解消していただき、安心して出かけられるサービス
を提供できるよう心掛けていきます。
体力的にも外出することが不安で億劫にな
っていたのですが、同行援護を使いヘルパー
さんと散歩したり買い物へ行ったりと、安
心・安全に外出しています。足腰もだいぶ強
くなり、体力もつきました。今ではヘルパー
さんとの外出がとても楽しみです。
（利用者 A様）

施設だより
地域活動支援センター

あさひ

地域活動支援センターあさひでは、2〜3カ月に一度レクリエ
ーションとして脳トレを行っています。脳トレは脳の機能低下
を防ぎ、前頭葉を働かすことにより認知症が予防されると言わ
れています。並び替え問題では、【ととま】を並び替えると、
一つの単語ができます。正解は【とまと】です。さて、ここで
問題！
Q．【りんえつうりこん】並び替えてみると…？
他にも、計算問題・漢字問題・迷路・クロスワード等いろい
ろな問題に挑戦し脳を活性化しています。約1時間、集中して脳トレを行うことで、頭がすっ
きりする！楽しい！などの声をいただいてます。
認知症を予防し、体も元気！脳も元気！で長生きできるよう支援しています。

最後に…Q．【りんえつうりこん】→A．【りつりんこうえん】でした。

障害者生活支援センター

あい

障害者生活支援センターあいでは、障がい児・者の皆さんやその家族が住み慣れた地域で
より良い生活ができるように様々なご相談をお受けし、必要なサービスやプランを一緒に考
え、支援していく相談窓口です。
日常生活の中で困りごとがあれば、気軽にご相談ください。
★ご利用できる方
原則として、高松市・三木町・直島町にお住いの障がい児・者、およびその家族、関係者
の方。
★ご利用方法
障害者生活支援センターあいの窓口に来所していただく
か、電話・FAX・Eメールでご相談ください。必要に応
じて訪問もいたします。
★ご利用時間
午前9：00〜午後5：00
＊祝祭日はお休みです

(月〜金、第1・3土曜日)

TEL：087-847-1021
FAX：087-847-1031
Eメール：soudan-ai@seagreen.ocn.ne.jp

セブンイレブン

ギャラリーあさひ

法人朝日園の利用者様には︑
積極的に創作活動をされている
方がおられます︒﹁ギャラリー
あさひ﹂はその方の活動を園外
の方にも知っていただこう！と
いうコーナーです︒今回は朝日
園軽作業科に所属し︑アビリン
ピック写真部門でも何度か入賞
を果たしている松原幸利さんで
す︒

Ｑ．写真を好きになったきっか
けは何ですか？
Ａ．アビリンピック出場者募集
のチラシを見て参加したい
と思い︑カメラを買ったこ
とがきっかけです︒

Ｑ．よく撮影に行く所はありま
すか？
Ａ．県内なら栗林公園︑県外な
ら松山城です︒城の写真が

松原 幸利 さん

▼

第三回

好きです︒
Ｑ．尊敬する写真家はいますか？
Ａ．デジカメサークル﹁香写﹂の
西内先生です︒

平成26年度障害者雇用支援月間
ポスター
（写真の部）理事長賞奨励賞受賞
タイトル 「一生懸命に仕事と戦う」

Ｑ．これからの夢を聞かせて下さ
い︒
Ａ．規模が小さくてもいいので個
展を開きたいです︒

松原さんは障害者雇用支援月
間ポスター写真の部でも入賞を
されています︒今後の活躍を期
待しています！

▲一番気に入っている写真
（高知城）

印刷・軽作業 承ります
朝日園では名刺印刷から封筒・自費出版・ポスター等、小ロット印刷から大量印刷まで幅広くお客様のご
要望に対応できます。ぜひ一度「障害者支援施設朝日園」の印刷をご利用下さい！

自分史を
作りたいんだけど
いくらぐらいかかるの
か知りたい

会社の伝票がそろそろ
無くなるけど、
どこか
安く印刷してくれる所は
ないかなあ？

袋詰めの仕事が
たくさんあって
とてもできないわ。
外注できないかしら

納品書

お店を始めるので
名刺を作りたいんだけど
それとチラシも！
カワイイデザインで
作ってくれないかなあ？

OPEN
かふぇ

あさひ

あさひ

朝日

はなこ

花子

〒761-07
木田郡三 01
木町池戸
TEL 087
931-6
-898-232
FAX 087
3
-898-606
0

そんな時は 朝日園 まで
お電話下さい！
印刷・軽作業のご用命は

☎ 898-2399

（営業担当：井上・檀原まで）

FAX 898-6060

〜

2015. 5

かがわ食育講習会

に関した勉強会を植村管理栄

が開催されました︒まずは食

をテーマにかがわ食育講習会

催による﹁おいしいかがわ﹂

︵土︶ＮＰＯすずらんの会主

高松市役所︑三月十五日

七年二月十六日︵日︶に

する場として︑平成二十

の取り組みの成果を発表

松市アートリンク事業﹂

一年間取り組んだ﹁高

高松市アートリンク事業

養士が行いました︒皆さん熱

︵月︶︑十七日︵火︶に

平成二十七年二月十四日

心に聞いておられ︑質問もされていました︒

朝日園・朝日平成園も参加し︑自主製品の販

みました︒日頃料理はなかなか出来ない利用

鍋・おでんが出来上がり︑皆で楽しく鍋を囲

野菜や肉を使用︑寄せ鍋・もつ鍋・キムチ

を勧めるため︑鍋の食材はすべて香川県産の

■舞台の上でカッコよく表現できました︒たくさ

た︒

が︑充実した素敵な時間を過ごすことができまし

塩江美術館では大勢の観客の前で緊張しました

塩江美術館の二ヵ所で発

売・ＰＲを行いました︒また利用者様もスタッ

者様にとっては︑とても良い勉強会になった

んの人が見てくれてうれしかったし︑楽しかった

そして︑いよいよ調理開始です︒地産地消

フとして参加し︑アンケートコーナーで受け付

のではないでしょうか︒又開催して欲しいと

です︒

多くの利用者様も仕事の見学や買い物に来ら

渡辺さん︶

表会ライブを開催しました︒

れて︑賑やかな三日間でした︒

の声も多かったです︒

けや販売をしていただきました︒

■人とのコミュニケーションも楽しかったし︑

︵朝日平成園

仕事をしている充実感がありました︒
︵朝日園・篠原さん︶

︵朝日園・小林さん︶

ました︒

来たので家でもピンクの包丁を買ってもらい

■包丁を持つのが苦手だったけれど上手く出

コビバザール﹂が開催されました︒

︵日︶の三日間︑イオンモール綾川にて﹁ヨロ

平成二十七年一月三十日︵金︶〜二月一日

ヨロコビバザール

2015. 1

ＡＩＰ発表会・提案賞表彰
平成二十七年三月二十八日︵土︶︑
朝日園リハビ

最優秀賞
セルプ課
タイトル
﹁赤い焦燥﹂

優秀賞
すずらんチーム
タイトル
﹁リリーベル﹂

6月
7月
8月

リ場にて平 成二十 六 年 度ＡＩＰ発 表 会が行われ

よりよいサービスを提供するために、皆さん
のご意見（苦情）をお聞かせください。第三者
委員に直接相談することも可能です。

ました︒

これからの予定

2015年 6月〜12月

福祉サービスについて困ったり、
改善してほしいことはありませんか？

七グループに分かれ︑
それぞれの現場が抱える
課 題 か ら ︑ひ とつのテーマを 決め︑グルー プで改
善していきます︒
一年間取り組んだ結果を時には
シビアに︑時にはユーモアも 交 え 発 表しまし た ︒
全てのグループの発表終了後︑
審査員より総評と

10月

結 果 発 表 が 行 わ れ︑優 秀 なチームが 表 彰 さ れま
した︒
合わせて年 間の優 秀な提 案に対しての表 彰も
行われました︒受賞された職員の皆様︑
おめでと
うございます︒

す ず ら ん 内 での 危 険
要 因に目 を 向 け たこ と
に よって ︑危 険 防 止 に 対
す る 意 識 を 高 める こ と
が で き ま し た ︒今 後 と
も︑
より一層安心して過ご
せる す ず ら ん を 目 指 し
ていきたいと思います︒

12月

◆朝日園 ２件 ◆朝日平成園 ０件

専 門 家 派 遣 事 業 にて
川上先生指導のも と︑印
刷 のミス︑
ロス率 を 算 出
し︑無 駄を 減 少できるよ
う 努 力 し た 甲 斐 が あり
ま し た ︒こ れ ら も 継 続 ︑
維持できるよう頑張って
まいります︒

提案賞

平成27年1月2日〜平成27年5月20日現在までの苦情受付

11月

吉隆

重良・岡崎

森山

第三者委員

拓

英雄・菅谷

髙橋

良子
幸代

伊豆野敦教・高橋寿美代・大西
平賀 啓子・星野 彩花・髙橋

苦情受付担当者

9月

定期健康診断・菖蒲見学
七夕まつり
ナイスハートバザールイン香川2015
バーベキュー大会
秋の防災訓練・
香川県障害者スポーツ大会
地域交流ふれあい秋まつり・
年賀状受付開始
定期健康診断・レントゲン撮影・
インフルエンザ予防接種
忘年会

苦情解決責任者

厨房グリーストラップ清掃の会

銀賞

定期清掃を行い衛生状態を維
持します。（植村節子・三宅
侑紀菜・岩部紀美子・六条康
直・兵頭康之）

防災マニュアルを更新する会

金賞

災害発生時に利用者様と職員
自らの安全を守ります。
（中村久美代・植村節子・植
松奈美）

かがやきびと

このコーナーでは︑法人朝日園
で働く女性にスポットをあて︑そ
の活躍を紹介します︒今回は永年
朝日園で管理栄養士として活躍さ
れ︑三児の母でもある植村節子さ
んにインタビューを行いました︒
．献立を考える時に︑どんなこ

とを大切に考えていますか？

Ａ．仕事を続けられたのは朝日園が
働く女性を応援してくれている事
と︑家族の協力が大きいと思いま
す︒育児をしていた時期は大変で
したが︑朝日園は働くママも多く︑
相談できる環境があり︑自分をと
りもどせる場所でもありました︒
両立の秘訣はどちらも楽しむ事だ
と思います︒
．こんな給食をやってみたい！と

いうアイデアはありますか？

Ａ．ロング流しそうめん・トルコの
ケバブ・キャラ巻きずし︒
．マイブームは何ですか？

Ａ．娘と生ハムを使った料理をする
事です︒
．調理員の三宅さんから植村さん

に一言！

Ａ．先輩と

Ａ．年齢層や障害の程度が幅広い
ので︑皆様の食べやすい定番のメ

してとて

もよろし

これから

ています︒

も尊敬し

ニューと︑アンケート調査の希望
も取り入れた変化も考慮していま
す︒食材はできるだけ旬の物を取
り入れ︑香川県の郷土料理も季節
ごとに組み込むようにしています︒

くお願い
いします︒

現場の

今回は障害福祉サービス事業所
﹁すずらん﹂の利用者様︑六車文子
さんにスポットライトを当ててみま
した︒
六車さんは毎週火曜・金曜日にす
ずらんを利用され︑平行棒の歩行訓
練や塗り絵などの創作活動を頑張っ
ておられます︒
．平行棒でリハビリを行う理由は
何ですか？
Ａ．歩行訓練を頑張りたいので︒
．平行棒をされるきっかけは？
Ａ． 以 前 ︑ 病 院 に 入 院 し て い た 時 ︑
平行棒でのリハビリに熱心に取り組
んだ経験があり︑そのことがきっか
けです︒

すずらん

．﹁すずらん﹂に来ていて楽しい
ことは？
Ａ． 今 は 塗 り 絵 に は ま っ て い る ︒ き
れいに塗ることを頑張っている︒
お楽しみ会や調理実習が︑みんな
でわいわい作れるし︑おなかいっ
ぱい食べられるので︑とても楽し
いです︒

．目標はありますか？
Ａ． い つ か 手 す り を 持 た ず に 歩 け る
ようになりたい︒行きたい場所が
あるので︒

Q3

．これから﹁すずらん﹂でどんな
ことをしたいですか？
Ａ． み ん な で 折 り 紙 を し て ︑ 何 か 作
品を作りたいなあ︒

塗り絵の技術も段々と上手くなっ
ているとのこと︒これからが楽しみ
ですね︒

▲塗り絵を楽しまれる六車さん

Q3

節子 さん
植村

Q4

Q5

朝日園 管理栄養士

．育児と仕事の両立は大変だと

りますか？

▲ちなみに人気のメニュー ベスト３は
カレー・一人鍋・さぬきうどんだそうです

第３回
思いますが︑上手くいく秘 訣はあ

Q2

Q1

Q2

Q1

Q4

Q5

diversity

▲平行棒でのリハビリ

法人朝日園

委員会活動

提案委員会
●活動目的

提案委員会では、年間の提案件数260件以上を目標として、共有されるテーマに向き合
い、一体感を育成することを目的に取り組んでいます。全職員で、利用者の支援の質の向
上が図れ、メリット・デメリットも考えた内容で提出しています。提案を通じて、気付か
される点も多くあり、より良い施設運営に繋がるよう日々努力を重ねています。（高橋寿）
◆メンバー

松家委員長・内海千賀・植松奈美・伊豆野敦教・高橋寿美代・大西良子・星野彩花

安全衛生委員会
●活動目的

安全衛生委員会は、朝日園の理念に基づき人間性を尊重し、「安全・安心」「健康保持
推進」を安全衛生活動の基本方針とし、GSHMSを運用し、法人内においての「災害の撲
滅と職員・利用者及びその他関係者の健康増進」を図ることを目的とするシステムです。
推進委員となりました私としては、職員及び利用者の方の職場内でのストレス軽減や労働
災害防止等について一緒に考え推進していきたいと思っています。（日下）
◆メンバー

壷井委員長・松家副委員長・高橋英雄・菅谷拓・谷口純一・藤井剛・植村節子・
吉田真理・藤澤怜史・日下悦子・大西良子・平賀啓子

朝日園開園40周年準備委員会
●活動目的

来年平成28年度は法人40周年の記念すべき年になります。しかも創立者白井要平氏の生
誕100年の年でもあります。法人朝日園としては、今年４月に創立40周年記念準備委員会
を立ち上げ、委員長に壷井邦子理事長に就任していただき、今までの感謝の気持ちを、関
係していただいた皆様と分かちあえるようなイベント等企画していきます。記念式典やイ
ベント等、例年よりも充実した内容になるよう検討していきます。よろしくお願いしま
す。（菅谷）
◆メンバー

壷井委員長・菅谷副委員長・松家等・高橋英雄・谷口純一・藤井剛・中村久美代
伊豆野敦教・高橋寿美代・長町幸代

寄附・寄贈

障害者支援施設
朝日園

平井奉仕会様より
折り機 １台

日本財団様より
軽自動車
１台

さつき会様より
ドラム式洗濯機
２台
香川県共同募金様より
液晶テレビ １台
入居者
募 集

障害福祉サービス事業所
すずらん

障害者ホームヘルプ あさひ

福祉ホーム

朝日ケ丘

高松市
共同募金会様より
加湿機能付
香川県
空気清浄器
共同募金会様より
４台
液晶テレビ
１台

「朝日園で働きたいが住む所が見つからない…」という障がいをお
持ちの方に、低額な料金で居室を利用頂くことで朝日園での就労・生
活を送ることが出来るようお手伝いします。詳しくは朝日園（伊豆
野）までお問い合わせ下さい。

●所在地

●設

〒761-0701
香川県木田郡三木町池戸857番地8
TEL（087）898‒2323
FAX（087）898‒6060

備

１人向け個室・２人向け個室
浴室・炊事場共同 室内ミニキッチン・
トイレ有り

夫婦向け個室 16,800円
●１ヵ月あたり家賃 １人向け個室 8,400円
※共用の水光熱費・管理費は無し ※自室の光熱費・食費は別途

●社会福祉法人朝日園 事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日

●社会福祉法人朝日園 貸借対照表

(至) 平成27年 3月31日

平成27年3月31日現在
（千円） 【資産の部】

支 出

繰越活動収支差額の部

支 出

勘定科目
決算額
304
借入金利息補助金収入
65
受取利息配当金収入
1,000
経理区分間繰入金収入
1,369
事業活動外収入計(7)
314
借入金利息支出
1,000
経理区分間繰入金支出
1,314
事業活動外支出計(8)
54
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)
経常収支差額（10）=(3)+(6)+(9) -24,752
450
施設整備等補助金収入
190
施設整備等寄附金収入
640
特別収入計(11)
4
固定資産売却損・処分損（売却原価）
450
国庫補助金等特別積立金積立額
454
特別支出計(12)
185
特別収支差額(13)=(11)-(12)
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) -24,567
前期繰越活動収支差額(15) 524,631
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 500,064
1,500
その他の積立金取崩額(19)
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 501,564

収入
支出
特別収支の部

収 入

福祉事業活動の部

決算額
139,421
139,421
126,086
13,456
39
139,582
-161
318,567
26,788
7,340
1,852
2,063
22,485
379,095
239,930
52,887
44,517
52,846
13,560
403,741
-24,645

収 入
支 出
事業活動外収支の部

就労支援事業活動の部

収入

勘定科目

就労支援事業収入
就労支援事業活動収入計(1)
就労支援事業販売原価
販売費及び一般管理費
徴収不能額
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
自立支援費等収入
補助事業等収入
利用料収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
福祉事業活動収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)

※端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

お問い合わせ

障害者支援施設

朝日園

勘定科目
流動資産
預
金
受取手形
売掛金
仕掛品
原材料
未収金
仮払金
固定資産
基本財産
建 物
土 地
その他の固定資産
建 物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
土 地
建設仮勘定
ソフトウェア
備品等購入積立預金
工賃変動積立預金
設備等整備積立預金
その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

（千円）【負債の部】
当年度末
勘定科目
405,299
流動負債
324,117
買 掛 金
1,340
未 払 金
15,448
預 り 金
95
仮 受 金
844
賞与引当金
61,424
固定負債
2,028
設備資金借入金
1,258,879
退職給与引当金
934,535
負 債 の 部 合 計
647,924
286,610 【純資産の部】
324,344
勘定科目
5.791
基本金
15,619
国庫補助金等特別積立金
16,332
その他の積立金
2,392
備品等購入積立金
36,518
工賃変動積立金
12,953
設備等整備積立金
706
次期繰越活動収支差額
27,074
次期繰越活動収支差額
62,189
（うち当期活動収支差額）
10,500
純資産の部合計
123,161
11,104
負債及び純資産の部合計
1,664,179

香川県木田郡三木町池戸931-6 ＴＥＬ(087)898-2323

（千円）
当年度末
50,573
13,835
21,641
898
637
13,560
23,604
12,500
11,104
74,177
（千円）
当年度末
547,722
344,863
195,851
62,189
10,500
123,161
501,564
501,564
-24,567
1,590,001
1,664,179

http://asahien.or.jp/

