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のみなさまや沢山の関

年目に入ります。地域

六年度を以て開設十七

当法人は、平成二十

のよりよい暮らしを目

今後も利用される方々

だまだ未成熟であり、

しかし、法人としてま

当に感謝しております。

ことにより、障害者施

ととなりました。この

はその効力が生じるこ

准し、二月十九日から

の障害者権利条約に批

や社会参加を促す国連

題字 賀山雄太

係者のみなさまに支え
指し尽力していく所存

せるなど沢

法を成立さ

昨年六月には、障害
者差別解消

す。

遂げたと考えておりま

とパラダイムシフトを

ら社会モデルへの転換」

一月二十日

れ、今年の

支えるために、包括的

なさま方の社会生活を

阿闍羅会としても、み

さて、このことから

に、障害者

な取り組みが必要と思

の整備がさ

山の国内法

の 転換 」「医 学 モデ ル か

客体から権利の主体へ

られ、この大鰐町の障

られて参りました。本

策において日本もよう

○ケアホーム ２棟

であります。これから

・就労継続支援Ｂ型

害者施設としてやって

○グループホーム １棟

やく世界の舞台に立っ

・就労移行支援

も、みなさま方からの

・就労継続支援Ｂ型

参りました。また、利

○ワークショップ大鰐

たといえることになり

・生活介護

ご指導やご鞭撻を頂け

○ワークキャンパス大鰐

用されております本人

■実施事業
ま す 。 謂 わば 、「 保 護 の

阿闍羅会

ますよう、よろしくお

電 話 0172( 48) 2426

はもとより保護者のみ

社会福祉法人

願いします。

発行・編集

なさまにも、沢山育て

内字水沢出口１１７－１

の差別禁止

われますが、まずは、
現在利用していらっし
ゃる方々と、これから
利用したいとおっしゃ
っている方々にスポッ
トを当て、その方々が
今、必要としている支
援を効率的に作り上げ
ていく必要に迫られて
いると考えております。
そこで、平成二十六
年度からはグループホ
ームとケアホームが一
元化となり、すべてグ
ループホームという名
前にはなりますが、そ
の制度を生かし重度者
等に対応できるような
体制の見直しと、新規
利用希望者のための新
たなグループホーム立
ち上げを出来るだけ早
い段階で実施します。

遠足（ワ・ラッセ）
四月 二十日 （土）遠足行
事で青森 市にある、 ねぶた
の家 ワ・ラ ッセに行きまし
た。当 初心配した 、天気も
何と か持ち こたえ行くこと
ができ 良かっ たです。館内
で 利用者の 皆様はねぶたの
制作過 程に見 入ったり、ハ
ネ トの笠 をかぶって記念写
真をと ったり と楽しく過ご
し ていま した。その後、 観
光物 産館アス パムでアイス
を食べた り、展示物 を見た
りと 笑顔あ ふれる一日でし

日々増 えていっており、よ

が たい事に、アクセス数は

等を載 せております。あり

し 、施設の紹介や法人概要

たにホームページを開設

て いますか？昨年度より新

ムページ があることを知っ

皆さ んは阿闍羅会にホー

（中畑幸）

ご覧下さい。

の で、お時間 のある時に

するとご 覧いただけ ます

ホ ームページ をクリック

てまいり ます。阿闍 羅会

と入 力しても一 番上に出

は、
「キャンパス・大鰐」

もわからないという方

新設を平成二十七年度

労継続支援Ａ型事業の

行支援事業の強化と就

き や足形こんにゃく等に舌

た！軽食コーナーでたこ焼

と なく、リベンジできまし

は雨にもギリギリ当たるこ

た。ブルーシートを敷き、

り、見所のある景色でし

内では桜がまだ咲いてお

天気予報が雨だったため、

園を予定していましたが、

た。当初は黒石市の東公

お花見をおこないまし

去る四月二十七日（土）、

した。
（泉谷文子）

さん楽しんでいた様子で

はできませんでしたが皆

真を撮ったりして、花見

のこけしけ子ちゃんと写

第 で した 。（ 鎌田 健司 ）

まい。流石だなと思った次

が 、 そ の 場 で 全 員 食べ て し

帰り用のパックを用意した

く 食 べ て い ま し た。 お 持 ち

みの調味料を付け、おいし

組 ん で い ま した 。 そ の 後 好

に 教え、楽しみながら取り

で き る 人は 苦 戦 し て い た 人

か った様子でした。うまく

る・丸める」の作業が難し

の でしたが、種作り「こね

玉粉のみを使った簡単なも

子 つ く り を 行 い ま し た。 白

り多くの 方々に見ていただ

いて おります。とても嬉し

いことで す。また、ホーム

ペー ジ内には「スタッフブ

ログ」なるコーナーを設

け、施設での行事の様子

や施設の中で起こった出

来事を職員が不定期では

ありますが 、おもしろお

かしく（？）更新をして

い ます。是非、閲覧して

いただければと思います。

検索方法ですが 、「阿闍羅

会」と入力しますと一発

のため足湯を楽しむことは

検索ですが、漢字がどう

らず楽しいひとときでし

でき ませんでしたが、今回

た。
（植田善久）
ても、一般就労を目指

た。
（山中司）

また、就労支援に於い
す方々のため、就労移

をめどに実現できるよ

鼓を打ったり、ゆ るキャラ

散歩（猿賀公園）

持ってきたおやつを食べ

行き先を黒石伝承工芸館

お花見（伝承工芸館）

う体制を整えていきま
す。
何卒よろしくお願い
申し上げます。

五月十一日（土）レク
で猿賀公園に散歩に行き
ました。今回のレクは多
数の方が参加してくれま
した。天気が心配されま

たり、遊具で遊んだりと

したが、雨が降らず、園

それぞれ楽しんでいまし

調理学習（ショップ食堂）

五月十八日（土）に団

に変更しました。

昨年の忘年会では、雪

た。少し寒くはあったの
ですが、最後まで雨が降
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青森県南津軽郡大鰐町三ッ目

【平 成 ２６ 年３ 月３ １日 現在 】

長内

和哉

赤川

咲子

※西地区レクリエーション大会（予定）

（予定）

一月 十五日、菌床が入荷

たが、 利用者の皆さんは何

椎の実会総会・三者面談

５／10

ソフトボール・レクリエーション

遠足

５／２４ プラバン工作

５／31

バーベキュー

６／７

６／21

ソフトボール・レクリエーション

文乃

度か経験してい るからか、

４／12

４／２９ レクリエーション

（佐藤直幸）

待ちください。

す。あまり期待せずお

次 回 発 行 予 定は 六 月 で

（と思っております）

の 内 容 に なり ま し た ！

たまって盛りだくさん

さて、今回は記事が

い！（奈良岡亜矢子）

４／１９ 虹の会・三者面談

十川

運ぶ 人、と、それぞれの役

すご く余裕があり、段取り

巷の噂では、椎茸にはい

ろんな効能があると言われ

ています。

・風邪・インフルエンザの

予防（風邪をひいた時は長

時間とろ火で煎じた干しし

いたけがいいようです）

・ガン予防（体の免疫機能

を高めるからと言われてい

るそうです）

・高血圧を下げる

・コレステロールを下げる

・整腸・整胃、便通をよく

する

・自立神経の安定

・糖尿病・肥満予防対策

・二日酔い

・美肌・貧血

※西地区レクリエーション大会

しました。朝、既にトラッ
クが 二台到着しており、朝
の会終了後、九時半よ り作
業が始まりました。
Ｂハウスに菌床を並べま
した。棚に菌床を並べる人、
棚に並 べる人に菌床を渡す
人 、取り出し易いように菌

割を皆が頑張り、九時半か

も把握し ていて、すごく頼

私は初めての作業でし

できました。

ら始 め、なんと十一時半ま

もし く感じました。また、

丁寧に菌 床を扱っており、

しい たけを愛情込めて育て

ていこう とする気持ちが感

またこ れからも菌床入荷

じられる作業でした。

作 業を行う機会があると思

い ま す が 、「 初 心 忘 れ る べ

か らず」で利用者の皆 さん

と一 緒に作業を行っていき
たいと思います。

（奈良岡亜矢子）

大鰐町の鰐ｃｏｍｅ内にある

お食事処「花りんご」さんで、

ワークキャンパスのしいたけを

使用した料理をご提供していた
だきました。

これからも、その他のお食事

処、スーパー等色々な所で使っ

ていただけるよう、買っていた

だけるよう、質の良いしいたけ

づくりをしていけるようがんば

これはあくまでも巷の噂で

６／２１ ソフト・親子レク

一昨年の十二月から、給
食業務を担当させていただ
用者の皆さんとの関わりを

いている十川文乃です。利

初めまして、長内和哉で
大切にしていきながら、お
昨年の十月から阿闍羅会

す。昨年の四月からワーク
食を提供していけるよう一
の一員になりました。平川

床の入 ったカゴを棚に並べ

しいたけ菌床情報

えには作業を終えることが

る人、カゴをトラックから

春～初夏、秋～春
時期

いしく健康的で、新鮮な給

仕事もしいたけとか、色
生懸命頑張っていきますの

懸命がんばっていきたいと

４０００個
数量

キャンパスに来ました。

々あって、楽しく働いてい
市在住の二十九歳です。趣

美樹

初めまして！ケアホーム

山中

ていきたいと思います。

るような環境作りを目指し

利用者さんが楽しく通え

食べることも大好きです。

を歌ったりすることです。

味は、体を動かすことや歌

で、
よろしくお願いします 。

翔太

ます。これからよろしくお
願いします。

竹内
僕は、昨年四月からショッ
プに通っています。作業は
銅線の皮剥きを頑張ってい
ます。友達がたくさん出来
き、毎日楽しく過ごしてい
ます。
あやめの世話人業務を担当
しております。山中美樹で
す。この仕事は全くの未経
験ですが、利用者の方々と
一緒に体験し成長して行き
たいと思っています。利用

思います。よろしくお願い

亜矢子

昨年の六月末から職員と

します。

奈良岡

して利用者の方と一緒に作

者の方を第一に考え、一生

業をさせて頂いています。
いつも笑顔で（パッと見、
顔が怖くてすみません）
利用者の方に接して行ける
よう心がけて行きます。宜
しくお願いいたします。

６０７号オガ種菌
種類

りたいと思います。

すが、健康食品を買うより

も椎茸をぜひ食してくださ
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平 ２６年 ３月３１日

「社会福祉法人阿闍羅会」平成２４年度決算書
自:平成24年4月 1日 至:平成25年3月31日
■貸借対照表
資産の部
流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
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
車両運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
人件費積立預金
設備等整備積立預金
その他

負債の部
91,862,241
61,781,987
29,928,892
9,000
80,000
62,362
180,866,774
95,750,456
53,774,470
41,975,986
85,116,318
34,283,210
3,891,218
845,471
5,235,613
6,400,822
346,806
1,700,000
25,000,000
7,413,178

流動負債
未払い金
預り金
固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
人件費積立金
設備等整備積立預金
備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動収支差額
（うち当期活動収支差額）

資産の部合計
■資金収支計算書
就労支援事業活動による収入
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業収入計
就労支援事業活動による支出
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業支出計
就労支援事業活動収支差額

272,729,015
1,827,561
10,564,464
7,811,508
20,203,533
1,133,971
7,163,079
12,672,484
20,969,534
-766,001

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
■事業活動収支計算書
就労支援事業活動による収入
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業収入計
就労支援事業活動による支出
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業支出計
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就労支援事業活動収支差額

9,566,832
9,088,321
478,511
11,413,178
4,000,000
7,413,178
20,980,010
19,581,442
19,581,442
46,793,191
46,793,191
26,700,000
1,700,000
0
15,000,000
10,000,000
158,674,372
28,669,769
251,749,005
272,729,015
1,827,561
10,564,464
7,811,508
20,203,533
1,133,971
7,163,079
12,672,484
20,969,534
-766,001

第 ９ 号

社会 福 祉法 人 阿闍 羅 会広 報 「阿 闍 羅」

■資金収支計算書
就労支援事業活動による収入
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業収入計
就労支援事業活動による支出
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業支出計
就労支援事業活動収支差額

福祉事業活動による収入
自立支援費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定障害者特別給付費収入

利用者負担金収入
経常経費補助金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
福祉事業収入計
福祉事業活動による支出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計
福祉事業活動収支差額
施設整備等による収入
施設整備等による支出
固定資産取得支出
施設整備投資金収支差額

財務活動による収入
財務活動による支出
借入金元金償還金支出
その他の支出
財務支出計
財務活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

平 ２６年 ３月３１日

1,827,561
10,564,464
7,811,508
20,203,533
1,133,971
7,163,079
12,672,484
20,969,534
-766,001

■事業活動収支計算書
就労支援事業活動による収入
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業収入計
就労支援事業活動による支出
法人
キャンパス
ショップ
就労支援事業支出計

158,237,593
31,126,350
110,633,243
2,296,500
14,181,500
4,780,617
1,501,646
14,985
17,961,745
182,496,586
82,780,691
25,316,014
22,786,962
155,000
17,780,617
148,819,284
33,677,302
1,390,000
5,674,540
5,674,540
-4,284,540
0
25,000,000
1,000,000
905,624
69,037,466
79,781,818
200,546,659
80,574,272
281,120,931

就労支援事業活動収支差額

福祉事業活動による収入
自立支援費収入
経常経費補助金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額

福祉事業収入計
福祉事業活動による支出
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
福祉事業支出計
福祉事業活動収支差額
事業活動外収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計
事業活動外支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計
事業活動外収支差額
経常収支差額
特別活動による収入
施設整備等補助金収入
その他の特別収入
特別収入計
特別活動による支出
国庫補助金等特別積立金取崩額

固定資産売却損・処分損

特別支出計
特別活動収支差額
当期活動収支差額
前期繰越活動収支差額
当期末繰越活動収支差額

次期繰越活動収支差額

ワークショップ大鰐

1,827,561
10,564,464
7,811,508
20,203,533
1,133,971
7,163,079
12,672,484
20,969,534
-766,001
158,237,593
4,780,617
1,501,646
0
4,099,717
168,619,573
82,780,691
25,316,014
22,786,962
10,195,627
724,496
141,803,790
26,815,783
14,985
19,891,126
19,906,111
155,000
18,336,640
18,491,640
1,414,471
27,464,253
1,390,000
3,108,582
4,498,582
2,654,782
638,284
3,293,066
1,205,516
28,669,769
155,004,603
183,674,372
158,674,372

ワークキャンパス大鰐

郵便番号
住
所

０３８－０２２１
青森県南津軽郡大鰐町
虹貝篠塚３３－１１
電
話 ０１７２－４８－３６６２
Ｆ Ａ Ｘ ０１７２－４８－３０２８
ｍａｉｌ ｓｈｏｐ＠ａｊａｒａｋａｉ．ｊｐ

郵便番号 ０３８－０２３２
住
所 青森県南津軽郡大鰐町
三ッ目内字水沢出口１１７－１
電
話 ０１７２－４８－２４２６
Ｆ Ａ Ｘ ０１７２－４８－２４８３
ｍａｉｌ ｃａｍｐｕｓ＠ａｊａｒａｋａｉ．ｊｐ
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