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もくせいの里

ひのきの杜共生

ひのきの杜

もくせいの里では、合同運動会の替
わりにもくせいの里運動会を開催しま
した。「リレーに出たかった」と話してい
た利用者の方も
笑顔で参加され、
皆さん大満足の運
動会となりました！
課長 佐藤和孝

あいにくの雨天でしたがバーベ
キューを楽しむことができました！焼き
そば、焼肉、豚汁などを堪能し、利用
者の皆様かなりお腹いっぱいです♪

毎年恒例の夏祭りはコロナウィル
スの影響で家族不参加で縮小し
て開催。当日の暑さもあり、室内
で食事を終えてから屋外での余興
となりました。車椅子ダンスでは、
夏らしく水鉄砲での演出もありまし
た。お酒を飲んだり、甚平を着てお
しゃれをしたり、思い思いにいつも
と違う夏祭りを楽しみました。
支援主任 近藤慧実

屋内活動では手作りしたハロウィン
グッズで楽しんでいます！
支援主任 針谷清史

みすぎの郷
今年はコロナ禍でしたが３密を避け
て納涼祭を行いました。２ユニットずつ
２日に分けて８月21日(金)、28日(金)
の夕方、デイサービスでは、24日（月）～
の週をお祭り週間として実施しました。
また、恒例となっていたボランティアの
方の催し物や地域の方との交流は控え
例年とは違って小規模の納涼祭でした
が、入居者様とお祭りをより楽しめた
気がしました。
支援主任 梁島秀介

愛晃の杜

やまと

花水木

８月７日（金）“集まらない夏まつ
り”開催。【スーパーボールすくい】と
【かき氷】を楽しみました♪

～ 真夏の醍醐味 ～
目隠しをして、集中力を高めて…
力いっぱい振りかぶり…
「えぃやー！」

９月21日（月）“敬老の日”のお祝
い。放デイ・生活介護のみんなで、
心を込めて作ったプレゼントを渡しま
した！

割ったスイカは皆でおいしくいただき
ました。
グループホーム利
用者の皆さんにと
って、良い夏の思
い出の１ページが
増えました。
支援主任 松本光隆

支援主任
土屋 知美
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今年の愛晃の杜お楽しみ会は、
コロナウイルスの影響でレクリエー
ションを行わず食事会のみとしまし
た。ソーシャルディスタンスを意識
するなど普段と違うお楽しみ会で
したが、利用者さんの笑顔が溢れ
る楽しい行事となりました。
支援主任 大島武徳

すぎのこ

あすなろ

すぎのこでは８月末に夏まつりを
開催しました！今年は残念ながら
事業所内での開催となりましたが、
ヨーヨー釣りや焼きそばなどの屋台
もあり、とっても盛り上がりました！
また10月初めにお月
見会を行いました。
大きな満月の前でパシ
ャリ！楽しかったね♪
支援主任 駒場理美

生活介護ではプチ夏祭りをしまし
た！久しぶりのお祭りに利用者さん
のたくさんの笑顔を見ることができ
ました♬放課後等デイサービスでは
プチ運動会を行いました。サーキッ
トリレーなどを行い、白熱した戦い
が繰り広げられました☆彡
支援主任 武澤彩希

あすひ
今年の夏フェスinあすひは、あすひ秋祭りとして開催しました。コロナウイ
ルスが流行しているため外部の人を呼ばずに利用者・利用児・職員のみで
実施しました。ちょっ蔵すぎのこの焼きそば＆イモフ
ライやフランクフルト・かき氷を食べ、ゲーム等をして
楽しい時間を過ごしました。 支援主事 大島亜弥

けやきの家

みずほの家

けやきの家では９月下旬に秋祭りを行
ないました。例年ではご家族の方も一緒
に参加していましたが、昨今の状況を踏
まえ利用者と職員のみで行ないました。
午前は作業班とデイ班で分かれてゲーム
を行ないました。いつもとは違う雰囲気
に皆さん楽しんでいました。午後は合同
でハンドベルや歌を唄いました。コロナ対
策を行ないながら、楽しい秋祭りを行な
うことができました。
支援主任 片野恵美

爽やかな晴天の某日。毎日
作業を頑張っている利用者さん
とつがの里へ散策に来ました。
たまにはのんびりとこんな日も
良いですね！皆さん、お仕事の
時とはまた違う柔らかな表情で
す。太陽の光をたくさん浴びて、
充電完了！
事務主任 新村智与子
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ひまわり
ひまわりでは、スイカ割りをしたり、
お神輿を担いだりしました！！また、
児童発達支援では、親子で参加の
ミニ運動会も行いました(^^♪
感染症対策のためお祭りを行う
ことはできませんでしたが、元気
いっぱい楽しみました♬
支援主任 倭文仁樹

『

厳しい状況下での決断

』

《 理事長

岩 崎 俊 雄 》

すぎのこ会は、昭和50年６月10日に厚生大臣の認可を受け、同月24日に登記が完了し、誕生しま
した。初代理事長は、私の義父であり養父でもある故岩崎房一郎氏で、農業を営む傍ら町議会議員
を務めていたこともあり、福祉に理解を示し、水田を寄附して施設が建設されました。当時は、米
の生産調整が開始されたとは言え、水田を施設建設用地に寄贈するなど考えられなかったことから、
『房ちゃんは婿に騙されているんじゃないか』との声も聞かれました。しかし、障害を持つ保護者
の皆様の熱い想い、期待に、苦渋の決断をしたのではないかと思っています。
当時に比して、福祉に対する理解は格段に進展しましたが、近年においては取り巻く状況も一変
し、大きな制度改革が行われてきました。その基本に流れる考えは、「公助、共助」から「自助」
への転換ではないか、と最近思っています。少子・高齢化が大きな社会問題となる一方、格差が広
がる中で、自助・互助をベースにした地域共生社会の創造が強調されているようで、今後、注視し
ていく必要があると考えています。
このような中にあって、本会はトータルサポートシステムの構築を目指すことを掲げ、具体的な
施設整備のためのアクションプラン21を策定してきました。現在、第５次プランにまでコマを進め
てきましたが、今回のプランの最重点課題は、現在のひのきの杜、ひのきの杜共生の合築の建物を、
ひのきの杜共生として大規模改修すること、ひのきの杜を新築整備すること、関連してけやきの家
の再編整備を行うこと、です。その第一弾として、過日「新ひのきの杜新築工事」に着手しました。
今回の整備は、現在の建物が建設後20年も経過していないこともあり、国・県補助が無いうえ、コ
ロナ感染症対策のための費用等、当初予算を大幅に上回るものとなりました。
45年前に産声をあげたものの、『こんなチビ助、何になる』というヨチヨチ歩きのすぎのこでし
たが、『何の負けるか、いまにみろ』を胸に秘め、皆様のご支援を頂きながら歩んでまいりました。
そして今､「新ひのきの杜」に辿り着くことができたのです。どのような時代になろうとも、すぎの
こ会は『生きていて良かった』と実感できる社会をめざし、今後とも邁進する所存でおりますので、
これまで同様のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願いいたします。
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お知らせ
令和元年度(平成31年度)の主な事業報告
Ⅰ 総括事項
１ 評議員会（１回）・理事会（８回）・第三者委員会の開催
２ 内部管理体制の整備、法人組織・機能の充実
３ ガバナンスの強化・コンプライアンス体制の構築
４ 透明性の向上・財務規律の強化
５ 権利擁護・虐待防止・苦情解決等の体制整備
※ ９ 施設・事業所等の基盤整備の概要
６ 地域で支える福祉システムの構築
(１) 新ひのきの杜建設用地の購入
７ 地域における公益的な取組
(２) 同 開発行為許可申請業務委託契約の締結
８ 人材の確保、育成と適切な人事、労務管理
(３) 同 総合設計・監理業務委託契約の締結
９ 施設・事業所等の基盤整備
10 施設及び事業の適正、公正な経営
(４) 送迎等車両整備（５台）
Ⅱ 社会福祉事業
１ 第一種社会福祉事業
（１） 障害者支援施設「もくせいの里」
（２） 障害者支援施設「ひのきの杜共生」
（３） 障害者支援施設「ひのきの杜」
（４） 特別養護老人ホーム「みすぎの郷」
２ 第二種社会福祉事業
（１） 多機能型事業所「すぎのこ」
（２） 多機能型事業所「けやきの家」
（３） 多機能型事業所「愛晃の杜」
Ⅲ 公益事業
１ 日中一時支援事業

（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）
（10）

２

多機能型事業所「あすなろ」
多機能型事業所「あすひ」
多機能型事業所「ひまわり」
複合型事業所「やまと」
多機能型事業所「みずほの家」
共同生活援助事業所「花水木」
共同生活援助事業所「わたすげ」

居宅介護支援事業

令和元年度(平成31年度)財務諸表
Ⅰ 貸借対照表

（単位：千円）

資産の部
科目
流動資産
固定資産
資産合計

Ⅱ

負債の部
金額
９８０，２２０
４，４５６，９３２
５，４３７，１５２

科目
流動負債
固定負債
純資産
負債・純資産合計

事業活動計算書・資金収支計算書
資金収支計算書
科目
事業活動収入計
事業活動支出計
事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動収入計
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末資金支払資金残高

当期末支払資金残高
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金額
２３２，１６２
３２０，９６７
４，８８４，０２３
５，４３７，１５２

（単位：千円）
決算額
２，０８３，７６４
１，６８２，１４９
４０１，６１５
６２，３６０
１１０，３９７
△４８，０３７
１，４６１
２２１，９３１
△２２０，４７０
１３３，１０８
７２０，８２４

８５３，９３２

事業活動計算書
科目
サービス活動収益計
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
特別収益計
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
積立金取崩額
積立金積立額
次期繰越活動増減差額

決算額
２，０５０，９０８
１，８４２，８３８
２０８，０７０
３２，８５６
２２，４８２
１０，３７４
６２，３６０
６２，６６６
△３０６
２１８，１３８
２，２４２，４９４
２，４６０，６３２
１，０００
２０７，０００
２，２５４，６３２

※ 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得ます
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職員リレー

今号は､『ひのきの杜共生』です。

大学を卒業し、ひのきの杜共生に配属と
なり11年目となりました。利用者の皆さ
んをはじめとして多くの方々と時間を共有
する中で、福祉に携わる者として、社会人
として、一人の人間として、多くの事を学
び成長させていただきました。これからも、
皆さんといろいろな事を共有、共感し合い
ながら、共に歩んでいければと思います。
総括主任 坂本明久

新卒で入職して15年が経ちました。産休・育休・時短
勤務と、制度を利用させて頂き現在はフルタイムで働いて
います。子育てしながらも、辞めずに働ける環境・制度を
取り入れているすぎのこ会は女性の味方です！本当に感謝
しています。また、育児しながらの勤務に理解を示し、温
かい目で見守って下さる、共生の皆さんにも感謝していま
す。今の自分がいるのは周りの協力あってこそです。そん
な自分がすぎのこ会に恩返しできることは、今後も利用者
さんの為に一生懸命働くことです。15年一緒にいる共生の
皆さんは、家族のような存在です。これからも楽しく共に
生きていきたいと思います。
総括主任 髙野千恵子

平成16年に入職。支援費制度から自立支
援法の変わり目の時代を、当時の先輩や
利用者の皆様、保護者の皆様からたくさ
んのことを学ばせていただきながら、早
いもので17年目となります。すぎのこ会
で”金”の思い出もたくさん作らせてい
ただきました。感謝の思いでいっぱいで
す。感謝の気持ちを忘れず、目の前の１
人を大切に、今後も精一杯頑張って参り
ますので、よろしくお願いいたします。
課長 田村聡史

法人感謝状＊県知事・県社協会長表彰状贈呈式

県知事･県社協会長表彰受賞の皆様

定年・10年勤務の皆様

内部研修
今年度採用職員＆理事長

チェックリスト研修

経営塾

コロナ感染症の影響でなかなか研修が開催できない状
況ですが…すぎのこ会研修部による内部研修の様子で
す。ぜひ、ホームページでもご覧ください <m(__)m>
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フードドライブ
すぎのこ会で３回目となるフードドライブを実
施しました。今回もまた、多くのすぎのこ会関係
者の方からたくさんの食料品を提供していただき
ました。ありがとうございました（最終的には写
真の1.5倍ほど）。集まった食料品は、ＮＰＯ法
人フードバンクうつのみやと栃木市社会福祉協議
会に提供させていただきました。
このフードドライブは、国連が提唱し世界中の
国や企業で推進され、すぎのこ会においても経営
方針に掲げて取り組んでいる『ＳＤＧｓ（エス
ディージーズ）』（※１）の活動ともつながって
います。
気軽に参加できてしかもその価値はワールドワ
イド！なこの活動に、次回もぜひご協力をお願い
します。（※２）
※１ 『Ｓustainable Ｄevelopment Ｇoalｓ
（持続可能な開発目標）』
※２ 賞味期限が１ヵ月程あるけど使い切れない
かな…という食料品が今現在ご家庭にある
方は、次回を待つことなく包括支援事業所
すぎのこまで随時ご連絡ください。

みんなの部屋
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すぎのこ会を守る会
まずは新型コロナウイルス感染症対策に尽力して下さっているすぎのこ会職員の方々、並び
に関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。
娘がけやきの家にお世話になり始めて早６年が経とうとしています。場所に慣れるのに時間
が掛かる子で特別支援学校卒業後、新たなスタートに親としては不安ばかりでしたが、すんな
り溶け込んだ様子に拍子抜けする程でした。
それもいつも暖かく見守って下さる職員さん利用者さんのお陰と思っております。この先も
日々落ち着いた生活が出来る事を願って…これからも宜しくお願い致します。
けやきの家保護者代表 鈴木雄子

ボランティア・寄付
・訪問理髪 ゆう＆みい 様 ・ヘアーサロン セゾン 様 ・けやき治療院 様 ・池澤幸代 様
・福田智 様 ・代田ゆかり 様 ・赤澤千代美 様 ・若菜菊枝 様 ・各施設･事業所保護者の皆様

・とちぎ花センター 様 ・古河あのころ会 様 ・藤野正勝 様 ・鈴木春美 様
・ひのきの杜、共生保護者 様 ・abakat(アバカット) 様 ・味噌まんじゅう新井屋 様
・日産自動車㈱ 様 ・匿名希望 様

みんなの部屋
各事業所の作品、みんなで作っ
た壁画や絵、イラスト等、紹介
したいものを募集しています！
やまとの生活介護、通所介護、共生型生活介護では、「合同生きがい
活動」を日課に取り入れています。現在、取り組んでいるのは「草木
染」。みんなで協力し合い、丁寧に作品を作り上げています。作品に
つきましては、やまとまで、お問い合わせください。
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大
募
集
中

