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　まだまだ新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、草の実学園でもやっとワクチン接種がスタートしました。全員の接種
が終わり、市中での新型コロナウイルスが治まることでやっと普段の生活が戻ってくると思います。それまでクラスターなどが発
生しないように気を引き締めて活動を行っていこうと思います。
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じゃがいも収穫

生産活動・炭焼き 　日中活動の作業で新しい商品の開
発を行っています。今回は「炭製品」を
取り上げてみました。室内に置いてお
くと脱臭効果などが期待できます。
　竹や松ぼっくり、花き、レンコンなど
いろいろな物を、密閉した容器で焼き
上げて炭にしていきます。火の具合や
焼く時間、または材料の大きさ、置き
方などで変化して、なかなか上手に作
品が出来上がりませんが、これから何
度も試行錯誤を繰り返しながら商品
として完成させていきたいと思ってい
ます。

橋本 美紀

内樋 有希

小椋 若香

今回から農園の場所が変わり、新しい農園でじゃがいもを収穫しました。
今年もたくさん採れ利用者さんと食べたり近所の小学校などに配りました。

新人職員紹介
漆原 央実

柴田 千春 土井 梨可

矢野 　光

西岡 寛太
利用者さんの笑
顔を大切に、新
人らしく元気
いっぱい楽しく
支援できるよう
に頑張ります。

板東の丘より異
動して来まし
た。また新しい
気持ちで頑張っ
て行きたいと思
います。

いつも笑顔で元
気よく、最大限
の支援ができる
ように頑張りま
す！よろしくお
願いします！

利用者さんが元
気で楽しく安全
に過ごせるよう
に支援していき
たいです。

板東の丘より異
動となりまし
た。利用者様の
笑顔がたくさん
見られる支援を
目指します。

利用者さんが毎
日笑顔で楽しく
過ごせる様支援
したいと思いま
す。よろしくお願
いします。

どんな時も笑顔
を欠かさず、新
しい環境でも一
生懸命頑張る
ので、よろしくお
願いします。

板東の丘より異
動になりまし
た。利用者さん
が楽しく生活出
来るように支援
していきたいと
思います。
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草の実学園には143.03㎡の広さの多目的ホールがあります。
パイプいす100脚、長机10台、ピアノ1台、カラオケセット、プロジェクターを備えています。
地域の方、団体等、どなたでもご利用いただけますのでお申し込み下さい。（TEL.088-689-1381）

地域交流スペース（コスモスホール）ご利用のお知らせ

大麻福祉の町 評議員、理事、監事氏名
任　期 評　議　員：令和3年6月15日から選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結時まで
 理事、監事：令和3年6月15日から選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結時まで
理事長 岡本勝秀
評議員 齋坂康弘、穂田英夫、近藤龍彦、楠 博孝、藤本雅史、野口泰延、手塚芳夫、橋本信子、元木正武、安丸順子
理　事 川端正義、圓藤壽穗、野口典子、福島明弘、高田逸雄、堂内 克、岩瀬健一郎 
監　事 江本正吾、森口幸一 （全て順不同）

社会福祉法人大麻福祉の町福祉サービス苦情解決第三者委員
江本　正吾（社会福祉法人大麻福祉の町監事） 　森口　幸一（社会福祉法人大麻福祉の町監事）
楠　博孝（社会福祉法人大麻福祉の町評議員）

園長　退任挨拶　矢野 浩史
　知的障がい者の施設に勤務して38年が経とうとしています。昭和59年に吉野川育
成園に入職、野球をしていたこともあり、体育スポーツ関係を担当していました。平成2
年に現板東の丘に人事交流の一環として異動、そこでもソフトボールやキャンプなどを
計画し、利用者と一緒に楽しむということが、私の中での基本となりました。その後平
成16年に草の実学園に配置転換となり、まず初めに感じたことは、季節ごとの行事が
少ないこと、利用者、職員も高齢化していることでした。行事としては、年末の餅つき、正
月飾りの門松、地元桧地区の獅子舞の慰問などを復活しました。高齢化に関しては、利
用者、職員の健康年齢を引き上げることを目標に取り組みました。日課の中に、ウォー
キング、ストレッチ、ヨガ体操を取り入れ、定着を図りました。健康な肉体、精神を持って
利用者支援、地域貢献に尽力してもらいたいと思います。
　今まで、お世話になった皆様に感謝の意を表してお礼を申し上げます。「ありがとうご
ざいました」

福祉車両寄贈

園長　就任挨拶　岩瀬 健一郎
　令和3年7月1日より草の実学園園長に就任いたしました岩瀬健一郎です。
　平成10年に大麻福祉の町へ入職し、今年で24年目になります。
　さて、最重要課題である新型コロナウイルス対策ですが、利用者・職員・保護者等の
ご辛抱とご協力により、当学園では現在まで発症者は出ておりません。また、利用者・職
員ともに7月1日を皮切りに随時ワクチン接種を受けており、8月5日にはほとんどの利
用者・職員が接種を終える予定です。ワクチン接種が全てではありませんが、それを終
えることで普段の生活に近づくのではと考えております。
　また、コロナ禍という非常に制約がある状況を逆手にとった施設内イベントを職員
一丸となって計画・実施した内容を次ページ以降に掲載していますので、是非ご覧くだ
さい。おかげさまで利用者さんからは大変ご好評をいただきました。

　続きまして、就任のご挨拶をさせていただきます。私は、支援員時代、利用者さんを「主役」に捉え、ニーズを実現す
る支援を心がけるべく、様々な研修会等に参加させていただき、刺激を受けることで自己研鑽を重ねてきました。
　ただ、いつしか管理職という職種に就くことで、自分を磨く事以上に魅力ある職場作りも必須と考えるようになり
ました。そのためには、職員も「主役」にならなければなりません。
　福祉業界に限りませんが、人口減による人材不足は今後ますます拍車がかかると予想されます。それに備えるた
めに新たな職員を採用する方策に知恵を絞るのはもちろんですが、私といたしましては、今、働いている職員のみな
さんをより大切にすることが優先であると考えます。加えて、職員同士（同僚・先輩後輩を問わず）が互いに尊敬し合
い、より調和のとれた集団を目指すことで、自然と件の職場が作られると思います。その結果、利用者さんの笑顔や
心の豊かさを今まで以上に見ることができ、感じられる支援に繋がっていくと信じています。
　最後になりますが、園長職という「大役」を仰せつかったからには、結果は後からついてくると信じ、強い責任感を
もって果たしていく所存です。
　皆様からのご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　令和3年3月、公益社団法人24時間テレ
ビチャリティー委員会様より福祉車両の寄
贈がありました。
　1度に2台の車イスを乗せる事が出来ます。
　皆様の善意の詰まった車両です。通院や
ドライブなどの外出などに大切に使わせて
いただきます。

令和2年度苦情解決事業 実施状況
　苦情解決事業は、利用者個人の権利を
擁護し、利用者や保護者・職員の意見・要
望・苦情を聞き、円滑な解決の促進と施設
の信頼を高めることを目的としています。今
年度は利用者の方からの苦情・要望が3
件、保護者からの要望・相談が16件、職員
からの意見・相談が0件でありました。 なし

保護者からの
要望・相談

職員からの
意見・相談

3件

16件

0件

利用者からの
苦情・要望

要望：居室に本人以外の物が多いので整理してほしい
対応：荷物整理を行う　 等

苦情：食事中、他利用者の声が大きい。静かに食事をしたい
対応：座席の変更を行う　 等  

令和2年度 草の実学園拠点区分決算報告
資金収支計算書　（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

事業活動による収支
　 事業活動収入計⑴
　 事業活動支出計⑵
　 事業活動資金収支差額⑶＝⑴－⑵
施設整備等による収支
　 施設整備等収入計⑷
　 施設整備等支出計⑸
　 施設整備等資金収支差額⑹＝⑷－⑸
その他の活動による収支
　 その他の活動収入計⑺
　 その他の活動支出計⑻
　 その他の活動資金収支差額⑼＝⑺－⑻
前期末支払資金残高取崩収入⑽
 　　　　　　　　　予備費⑾
当期資金収支差額合計⑿＝⑶＋⑹＋⑼＋⑽－⑾

455,755,373
386,699,011
69,056,362

3,000,000
7,388,020

△ 4,388,020
 

831,017
54,068,129

△ 53,237,112
0

11,431,230

金　額

事業活動計算書　（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

454,509,347
401,599,851
52,909,496

1,246,026
1,093,454
152,572

53,062,068

6,047,443
3,000,003
3,047,440
56,109,508

48,125,070
104,234,578

0
0
0

51,000,000
53,234,578

金　額サービス活動増減の部
　 サービス活動収益計⑴
　 サービス活動費用計⑵
　 サービス活動増減差額⑶＝⑴－⑵
サービス活動外増減の部
　 サービス活動外収益計⑷
　 サービス活動外費用計⑸
　 サービス活動外増減差額⑹＝⑷－⑸
　　　　　経常増減差額⑺＝⑶＋⑹
特別増減の部
　 特別収益計⑻
　 特別費用計⑼
　 特別増減差額⑽＝⑻－⑼
　　　　　当期活動増減差額⑾＝⑺＋⑽
繰越活動増減差額の部
　 前期繰越活動増減差額⑿
　 当期末繰越活動増減差額⒀＝⑾＋⑿ 
　 基本金取崩額⒁
　 基本金組入額⒂
　 その他の積立金取崩額⒃
　 その他の積立金積立額⒄
　 次期繰越活動増減差額⒅＝⒀＋⒁－⒂＋⒃－⒄

貸借対照表　令和3年3月31日現在 負債の部資産の部

流動資産
固定資産

資産の部合計

243,580,861
693,184,044

936,764,905

21,906,178
25,685,009
383,523,121
187,616,019
264,800,000
53,234,578
936,764,905

流動負債
固定負債
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
負債及び純資産の部合計

科　目金　額 金　額科　目

前期末支払資金残高⒀
当期末支払資金残高⑿＋⒀

213,643,453
225,074,683
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　 施設整備等収入計⑷
　 施設整備等支出計⑸
　 施設整備等資金収支差額⑹＝⑷－⑸
その他の活動による収支
　 その他の活動収入計⑺
　 その他の活動支出計⑻
　 その他の活動資金収支差額⑼＝⑺－⑻
前期末支払資金残高取崩収入⑽
 　　　　　　　　　予備費⑾
当期資金収支差額合計⑿＝⑶＋⑹＋⑼＋⑽－⑾

455,755,373
386,699,011
69,056,362

3,000,000
7,388,020

△ 4,388,020
 

831,017
54,068,129

△ 53,237,112
0

11,431,230

金　額

事業活動計算書　（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

454,509,347
401,599,851
52,909,496

1,246,026
1,093,454
152,572

53,062,068

6,047,443
3,000,003
3,047,440
56,109,508

48,125,070
104,234,578

0
0
0

51,000,000
53,234,578

金　額サービス活動増減の部
　 サービス活動収益計⑴
　 サービス活動費用計⑵
　 サービス活動増減差額⑶＝⑴－⑵
サービス活動外増減の部
　 サービス活動外収益計⑷
　 サービス活動外費用計⑸
　 サービス活動外増減差額⑹＝⑷－⑸
　　　　　経常増減差額⑺＝⑶＋⑹
特別増減の部
　 特別収益計⑻
　 特別費用計⑼
　 特別増減差額⑽＝⑻－⑼
　　　　　当期活動増減差額⑾＝⑺＋⑽
繰越活動増減差額の部
　 前期繰越活動増減差額⑿
　 当期末繰越活動増減差額⒀＝⑾＋⑿ 
　 基本金取崩額⒁
　 基本金組入額⒂
　 その他の積立金取崩額⒃
　 その他の積立金積立額⒄
　 次期繰越活動増減差額⒅＝⒀＋⒁－⒂＋⒃－⒄

貸借対照表　令和3年3月31日現在 負債の部資産の部

流動資産
固定資産

資産の部合計

243,580,861
693,184,044

936,764,905

21,906,178
25,685,009
383,523,121
187,616,019
264,800,000
53,234,578
936,764,905

流動負債
固定負債
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
負債及び純資産の部合計

科　目金　額 金　額科　目

前期末支払資金残高⒀
当期末支払資金残高⑿＋⒀

213,643,453
225,074,683
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ヒーローショー

令和3年度「第５７回草の実まつり」の中止について令和3年度「第５７回草の実まつり」の中止について
　平素より草の実まつりの開催にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　草の実まつり実行委員会では、令和3年4月29日（祝）に開催を予定しておりました「第57回草の実まつり」を、中止す
ることといたしました。
　開催に向けて検討を続けてまいりましたが、利用者・ボランティア・来場者・保護者・関係者の皆様が新型コロナウイル
ス感染症に感染するリスクがあり、皆様の健康と安全の確保を最優先に考えて、大変残念ではございますが、中止という
決断をいたしました。
　新型コロナ感染症が一日も早く終息し、来年こそは、皆様と会場でお会いできることを心から祈念しております。来年
以降の草の実まつりにご期待、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

職員がヒーローや悪役に扮装し、ショーの中でコロナウイルス対応の手洗いや消毒、
マスクの着用をすすめました。ショーの間利用者さんは大喜びでした。
ご希望があればどこへでも参上します。

コロナをやっつけるために「ワクチンヒーローケントマン」参上！

草の実ショップ

園内行事の様子

利用者さんが自分で好きなジュースやおやつを選んで購入しています。とても楽しみにしてくれています。

あかね寮

ききょう寮

玄関飾りつけ

毎月、各寮が試行錯誤して事務所玄関や寮内を飾りつけています。
６月は職員が手作りで「てるてる坊主」を作製しました。いろいろな個性を持った「てるてる坊主」。カラフルに玄関を彩っています。

新型コロナワクチン接種について
　１回目７月１日、２回目７月２２日に、６５歳以上の利用者へ新型コロナ
ワクチン接種がコスモスホールにて実施されました。
　事前に協力医療機関の板東診療所と打ち合わせを行い、密にならずス
ムーズに接種できるように接種時シミュレーションを実施し、当日を迎えま
した。大きなトラブルもなく接種を終えてホッとしています。
　今後段階的に接種範囲が拡大されていくので、状況に合わせて草の実学
園全体が無事新型コロナワクチンの接種を終了できるようにしていきたい
と思っています。早く新型コロナウイルスが収束し、草の実学園での平常の
生活や活気が戻ることを願っています。

つ
ば
さ
寮

す
だ
ち
寮

バーベキュー、
クリーム

ソーダ、たこ焼き
、うまい

棒パーティー、
バイキン

グなど美味しい
イベント

がたくさんありま
した。
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　まだまだ新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、草の実学園でもやっとワクチン接種がスタートしました。全員の接種
が終わり、市中での新型コロナウイルスが治まることでやっと普段の生活が戻ってくると思います。それまでクラスターなどが発
生しないように気を引き締めて活動を行っていこうと思います。

●ホームページ：http://kusanomi.or.jp/　●ブログ：http://kusanomigakuen.blog.fc2.com/　●メールアドレス：kusanomi@wing.ocn.ne.jp

異動職員紹介

広
報
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第49号

障害者支援施設
草 の 実 学 園

じゃがいも収穫

生産活動・炭焼き 　日中活動の作業で新しい商品の開
発を行っています。今回は「炭製品」を
取り上げてみました。室内に置いてお
くと脱臭効果などが期待できます。
　竹や松ぼっくり、花き、レンコンなど
いろいろな物を、密閉した容器で焼き
上げて炭にしていきます。火の具合や
焼く時間、または材料の大きさ、置き
方などで変化して、なかなか上手に作
品が出来上がりませんが、これから何
度も試行錯誤を繰り返しながら商品
として完成させていきたいと思ってい
ます。

橋本 美紀

内樋 有希

小椋 若香

今回から農園の場所が変わり、新しい農園でじゃがいもを収穫しました。
今年もたくさん採れ利用者さんと食べたり近所の小学校などに配りました。

新人職員紹介
漆原 央実

柴田 千春 土井 梨可

矢野 　光

西岡 寛太
利用者さんの笑
顔を大切に、新
人らしく元気
いっぱい楽しく
支援できるよう
に頑張ります。

板東の丘より異
動して来まし
た。また新しい
気持ちで頑張っ
て行きたいと思
います。

いつも笑顔で元
気よく、最大限
の支援ができる
ように頑張りま
す！よろしくお
願いします！

利用者さんが元
気で楽しく安全
に過ごせるよう
に支援していき
たいです。

板東の丘より異
動となりまし
た。利用者様の
笑顔がたくさん
見られる支援を
目指します。

利用者さんが毎
日笑顔で楽しく
過ごせる様支援
したいと思いま
す。よろしくお願
いします。

どんな時も笑顔
を欠かさず、新
しい環境でも一
生懸命頑張る
ので、よろしくお
願いします。

板東の丘より異
動になりまし
た。利用者さん
が楽しく生活出
来るように支援
していきたいと
思います。


