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今年の納涼祭は、ふっくら亭前の駐車場にて行ないました。
地域の方々の参加も多く、大盛況でした。
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納涼祭
＜7 月 25 日＞
毎年恒例の納涼祭を行ないました。昨年までは学園内の奥まった作業棟前で行なっていま
したが、今年の納涼祭は、学園入口にあるふっくら亭前にて行ないました。

近隣住民の方々にもたくさんの参加を頂き、大
盛況でした。
学園入口にて行なうのは、初めての試みだった
ため、利用者さんの安全面では、最大限の配慮を
行ない、また町会の方々のご協力もあり、大きな
事故もなく無事に終えることができました。

ふっくら亭から生活
棟までの坂道に出店を
並べました。お祭りの
雰囲気がでていて、利
用者さんも楽しんでい
ました。
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食堂改修しました
『食事時間が少しでも楽しくなるように・・・』と、
食堂改修工事を行ないました。
テーブル、イス
も新調し、暖かい
イメージを大切に
仕上げました。
間接照明もあり、おし
ゃれな雰囲気に・・・。
5 月に出張お寿司屋さんに来てもらい、「食堂竣工祝い食事
会」を行いました。
今までよりも明るいきれいな食堂で、利用者さんもとても嬉
しそうでした。

パーティションで空間を区切ることもでき、状況に合わせて
会議などにも利用できるようになりました。

お花見会
＜3 月３０日＞
夕やけ小やけふれあいの里にて、お花見会を行いま
した。残念ながら、桜の開花が遅れ、満開の状態で見
ることができませんでしたが、豪華なお弁当を食べ、
カラオケもして１日楽しく過ごしました。
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日中活動・余暇活動日帰り旅行

＜６月８日 埼玉県こども動物自然公園＞
天候は曇りでし
たが、気持ちよく散
歩ができました。
外でのんびりと
お弁当を食べてき
ました。
＜６月２２日 山梨方面さくらんぼ狩り・動物園＞
目の前にたくさんのさくらんぼがあり、どれから取って
いいのか迷っている利用者さんもいました。

＜７月１４日 埼玉県こども動物自然公園＞
園内散策中、突然の
大雨が降ってきました
が、屋内の展示場所も
あり、たくさんの動物
をみることができま
した。
＜７月２２日 サンリオピューロランド＞
可愛らしい雰囲気の園内では、みんな笑顔
でした。お土産を買う時が一番、目が輝いていて
楽しそうでした。
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日中活動・余暇活動一泊旅行
＜7 月５・６日

箱根方面

星の王子さまミュージアム・
箱根園水族館＞
ミュージアム内はきれいな庭園になっていて、絵本の中の登
場人物のオブジェもあり、目で楽しむこともできました。
箱根高原ホテルに宿泊し、温泉に入りました。
２日目、箱根園水族館に行きました。大きな魚に驚きの声を
上げていました。

＜７月１２・３日 埼玉方面 鉄道博物館・お菓子屋横丁＞
博物館では、電車の中を模写した食事場所で駅弁を食べました。
２日目、お菓子屋横丁を散策。
お菓子のお店がたくさんならび、
何を買おうかみんな迷っていま
した。

＜７月２０・１日

群馬方面

群馬サファリパーク・
渋川スカイランドパーク＞
サファリパークでは車中から大きな動物を見ることができ
ました。
２日目、遊園地で様々な乗りものに乗
ってきました。
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AED 講習会・ケアホーム避難訓練
八王子消防署に依頼し、全職員で
AED の使い方について講習会を行
いました。
毎月、各ケアホームでも避難訓練
を実施しています。利用者さんが寮
にいる夜間を想定し、真剣に取り組
んでいます。

いずみ寮に避難はしごが
設置されました。
子育て支援応援企業
子育て中の職員
を応援し、子供の成
長をやさしく見守
る企業として子育
て支援応援企業と
して八王子市に登
録されました。

職員勉強会
毎月２〜４回、職
員の勉強会を実施
しています。
この場を通して、
職員が、自分の支援
を振り返り、利用者
主体の支援ができているかの確認をしあっていま
す。

地域行事参加
地元の日枝神社のお祭りにパン販売で参加しました。利
用者の元気のいい「いらっしゃいませ〜」の声に、たく
さんのお客さんが集まってくれました。
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○平成２２年度事業計画・予算が、理事会で決定しました。
・長期展望に基づく経営基盤及び経営組織の強化
・新体系事業の定着
・利用者サービスの向上とコンプライアンス（法令順守）の徹底

２２年度事業計画（主要事業）

・生産活動の整備強化
・共同生活介護、共同生活援助事業の拡大
・施設、設備の改善

・人事管理の充実

・財務管理

・福祉サービス第三者評価の継続受審

・事業経営の透明性の推進
経理区分

一般会計

２２年度予算

収

入

支

出

特別会計

法人本部

54,967,600 円

54,967,600 円

施設入所

222,293,149 円

222,293,149 円

生活介護

213,632,485 円

213,632,485 円

短期入所

14,786,855 円

14,786,855 円

共同生活

48,491,209 円

48,491,209 円

554,171,298 円

554,171,298 円

29,730,549 円

29,730,549 円

29,730,549 円

29,730,549 円

計
製パン・店舗
事業

計

（詳細は、ホームページ・事務所で閲覧できます。
）

○平成２１年度事業報告・決算が、理事会で承認されました。
・理事会改革

・事業規模の堅持

・日中活動の活性化と利用者支援の改善
・利用者の住環境の改善
・利用者の安心、安全対策の強化
・個別支援計画に基づく利用者サービスの更なる向上
・給食の改善（食堂改修、栄養ケア委員会の創設等）

２１年度事業報告（主要事業）

・各種行事の充実

・パン工房ふっくら亭（店舗）開店

・パン工房等生産活動設備等の整備
・事務改善（介護支援システム更新、パソコン環境の整備等）
・第三者評価の４年連続受審
・助成金の活動

・施設見学の増加

・効率的業務の執行

・人材育成の充実
・職員の健康増進と安全衛生制度の創設に向けての準備
貸借対照表

21 年度決算

資産合計 1,706,059,166 円 負債合計 71,485,718 円
純資産合計 1,634,573,448 円

資金収支計算書

当期資金収支差額合計 38,012,337 円

事業活動収支計算書

当期活動収支差額

年度末財産目録

差引純資産

55,459,786 円
1,634,573,448 円
（詳細は、ホームページ・事務所で閲覧できます。
）
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学園の動向

平成 22 年 2 月〜平成 22 年 8 月

卒園しました
山口

静加さん

6 月１４日付

介護老人保健施設へ移行。

退職しました
小森 ひとみ（常勤職員） ３月３１日付
鷹野 舞
（非常勤職員）３月３１日付
高橋 美穂 （非常勤職員）３月３１日付
平野 孝子 （非常勤職員）３月３１日付
原
一夫 （非常勤職員）3 月 31 日付

仮屋薗公子 （非常勤職員）3 月 31 日付
鴨井 功男 （非常勤職員）3 月 31 日付
藤原 弘子 （非常勤職員）3 月 31 日付
樋口 和子 （世話人）
3 月 31 日付

就任しました
佐々木 香維（常勤職員） ４月 １日付
山田 祐子 （常勤職員） ４月 １日付
武井 一磨 （常勤職員） ４月 １日付
小室 健治 （常勤職員） ４月 １日付
永田 美歩 （非常勤職員）４月 １日付

石井千鶴子 （非常勤職員）４月 １日付
寺岡 洋子 （非常勤職員）４月 １日付
矢口 八重子（世話人）
5 月 １日付
小森 ひとみ（非常勤職員）6 月 １日付

募集しています
利用者募集！！（就労継続支援Ｂ型事業）
「パン工房ふっくら亭」・・・パンの製造、販売を行なっています。

今後の予定
毎月の予定
＊避難訓練
＊利用者懇談
＊歯科往診
＊理美容
その他
＊一泊旅行
＊日帰り旅行

９月
＊理事会
10 月
＊家族会
＊健康診断

11 月
＊いちょう祭り
＊理事会

平成２３年 1 月
＊新年会
＊理事会

12 月
＊布団乾燥
＊クリスマス会
＊家族会
害虫駆除

2月
＊家族会
３月
＊理事・評議員会

【編集後記】(=^・^=)

事故発生状況

５月３０日でパン工房ふっくら亭店舗が１周年を迎え
ました。利用者さん・ご家族、ご近所の皆様などにご愛顧
頂き、ありがとうございます。今後も美山学園と共に、ふ
っくら亭をよろしくお願いします。

〔２／1〜８／３０〕
転 倒・・１件
怪 我・・１件
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