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第４５号 

平成 2７年 ８月 

社会福祉法人八つ鹿会 八つ鹿工房 

（URL http://tensyaen.sakura.ne.jp/ ） 

（和霊）愛媛県宇和島市和霊元町 2丁目 4-27  

0895-25-0725  Fax 0895-25-0728 

（高光）愛媛県宇和島市高串字丁田 1 番耕地 625 番地１ 

0895-26-2040  Fax0895-26-2039 
 

ニュース 

この度、理事長に就任いたしました。 

八つ鹿会設立以来、早くも十六年が経過いたしましたが、障害福祉サービス事業等を中心

に大きく発展しており、大変嬉しく存じております。今後は、皆様方のご指導ご支援をい

ただきながら、利用者の意向を尊重し、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう、

創意工夫を行い、自立した生活を地域社会において営むことが出来るよう、役・職員一丸

となり取り組んで参りたいと考えております。 

 楽しい会話が聞こえ笑顔のこぼれる施設づくりに努めます。どうか「八つ鹿工房和霊」

「八つ鹿工房高光」をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

理事長  毛利 健二 

毎年恒例となりました、宇和島市役所ロビー展を開催し、たくさんの方

にお越し頂きました。展示作品数は約６００点。毎年楽しみに待っていて

来て下さる方も定着してきました。会場は緑と花で癒しの空間がかもし出

され、ゆったりとした空気が流れ、たくさんの方が足を止め見ていって下

さり、貴重なご意見もたくさん頂きました。 

市役所の職員の皆さん、来場して頂きました皆さん、本当にありがとう

ございました。 
 

      

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

を行いました！ 

 

[文書の引用文や注目すべき箇所

の要約を入力してください。テキ

スト ボックスは文書のどの位置

にも配置できます。抜粋用テキス

ト ボックスの書式を変更するに

は、[描画ツール] タブを使用しま

す。] 

《メダル獲得数(和霊・高光合計) 》 

①金メダル… ２個 

②銀メダル… ３個 

③銅メダル… ７個 

就任のご挨拶    
 

この度、理事長に就任いたしました。 

八つ鹿会設立以来、早くも１６年が経過いたしましたが、障害福祉サービス事業等を中心に大きく発展

しており、大変嬉しく存じております。今後は、皆様方のご指導ご支援をいただきながら、利用者の意向

を尊重し、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう、創意工夫を行い、自立した生活を地域社会に

おいて営むことが出来るよう、役・職員一丸となり取り組んで参りたいと考えております。   

 楽しい会話が聞こえ笑顔のこぼれる施設づくりに努めます。どうか「八つ鹿工房和霊」「八つ鹿工房高光」

をよろしくお願い申し上げます 

に出場しました！ 

             

 

さわやかな５月晴れのこの日、第１０回愛媛県障害者スポーツ大会が

開催され、八つ鹿工房和霊・高光から合わせて、昨年より２名多い３１

名の方が選手として参加しました。平成２９年度のえひめ国体に向けて、

大規模回収が行われているスタジアムでの開催ということもあり、会場

は、例年とは違った緊張感のある雰囲気に包まれていました。 

今回、初出場の方も数名おられましたが、暑さの中、皆さん練習の成

果を出し切ろうと、一生懸命プレーされていました。 

また、応援として参加して頂いた方からは心のこもった温かい応援を

して頂きました。ありがとうございました。 

 

日時 平成２７年５月２４日 

場所  ニンジニアスタジアム 

 

日時 平成２７年５月２５日～２９日 

場所  宇和島市役所１階ロビー 

 

しました♪ 

 

 

日時  平成２７年７月１日 

場所  八つ鹿工房和霊・高光 

福祉体験学習の一環として広

見中学２年生の皆さんが和霊と

高光に分かれて作業などを体験

し、利用者さんと交流を深めまし

た。 

最後に気持ちのこもった出し

物をして頂き、利用者・職員一同

楽しい時間を過ごすことができ

ました。本当にありがとうござい

ました。   日中一時支援事業では、今年も和霊大祭の見学にいきました。みんなで手

をつないで歩いていき、それぞれ好きな味のかき氷を食べました。太鼓橋に

向かう大きな牛鬼も見ることができ、みんな楽しそうな様子でいい表情をし

ていました。 

夏休みにはプールで楽しく泳いだり、ドライブやそうめん流しにも行く予

定です。これからも安全に気を付けていい思い出を作りたいと思います。 

 

日時  平成２７年７月 24 日 

場所  和霊神社 

を行って頂きました 

 

 

日時  平成２７年７月９日 

場所  八つ鹿工房和霊 

愛媛県歯科医師会による平成２７年度心身

障害児（者）歯科巡回事業として利用者さんの

歯科検診を行って頂きました。 

検診の後は、歯磨き指導もあり、皆さん正し

い歯磨きの仕方を改めて教わっていました。い

つまでも自分の歯でご飯を食べることができ

るよう、これからも気をつけて毎日の歯磨きを

頑張りましょう(^o^) 

 

 

 

 

 

 

 



■　事業報告

　法人の行う事業

　１　第２種社会福祉事業

　２　公益事業

■　決算報告
貸 借 対 照 表 （単位：円） 資 金 収 支 計 算 書 （単位：円） 事 業 活 動 計 算 書 （単位：円）

資産の部 事業活動による収支 サービス活動増減の部

　流動資産 34,998,347 　就労支援事業収入 12,614,207 　就労支援事業収益 12,614,207

　固定資産 140,961,972 　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 101,179,929 　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益 101,179,929

資産の部合計 175,960,319 　経常経費寄附金収入 20,000 　経常経費寄附金収益 20,000

　受取利息配当金収入 13,279 　　サービス活動収益計 113,814,136

負債の部 　その他の収入 1,743,978 　人件費 71,424,425

　流動負債 15,724,125 　　事業活動収入計 115,571,393 　事業費 11,505,614

　固定負債 7,485,935 　人件費支出 70,889,021 　事務費 10,953,394

負債の部合計 23,210,060 　事業費支出 11,505,614 　就労支援事業費用 12,469,754

　事務費支出 10,953,394 　減価償却費 5,069,027

純資産の部 　就労支援事業支出 12,334,380 　国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,347,426

　基本金 41,077,637 　その他の支出 1,361,175 　　サービス活動費用計 110,074,788

　国庫補助金等特別積立金 22,052,603 　　事業活動支出計 107,043,584 　　サービス活動増減差額 3,739,348

　その他の積立金 35,315,840 　　事業活動資金収支差額 8,527,809 ｻｰﾋﾞｽ活動外増減の部

　次期繰越活動増減差額 54,304,179 施設整備等による収支 　受取利息配当金収益 13,279

　（うち当期活動増減差額） 4,341,710 　固定資産売却収入 0 　その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 1,743,978

純資産の部合計 152,750,259 　　施設整備等収入計 0 　　ｻｰﾋﾞｽ活動外収益計 1,757,257

　固定資産取得支出 28,496,647 　その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用 1,361,175

負債及び純資産の部合計 175,960,319 　ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務の返済支出 844,800 　　ｻｰﾋﾞｽ活動外費用計 1,361,175

　　施設整備等支出計 29,341,447 　　ｻｰﾋﾞｽ活動外増減差額 396,082

　　施設整備等資金収支差額 -29,341,447 経常増減差額 4,135,430

その他の活動による収支 特別増減の部

　積立資産取崩収入 15,340,000 　固定資産受贈益 206,280

　　その他の活動による収入計 15,340,000 　　特別収益計 206,280

　積立資産支出 4,675,404 　固定資産売却損・処分損 0

　　その他の活動支出計 4,675,404 　　特別費用計 0

　　その他の活動資金収支差額 10,664,596 　　特別増減差額 206,280

当期資金収支差額合計 -10,149,042 当期活動増減差額 4,341,710

前期末支払資金残高 32,217,408 繰越活動増減差額の部

当期末支払資金残高 22,068,366 　前期末繰越活動増減差額 38,972,469

　当期末繰越活動増減差額 43,314,179

　その他の積立金取崩額 15,340,000

　その他の積立金積立額 4,350,000

　次期繰越活動増減差額 54,304,179

　　　　　　　　　 就労移行支援

　　　  　　　　管理者：薬師神 津一

                管理者：薬師神 津一

（２）　日中一時支援事業（障害者総合福祉法に伴う地域生活支援事業）

（福）八つ鹿会　八つ鹿工房　平成26年度　事業報告・決算報告

　　　　　　　　　 生活介護

　　　　  　　　　特定・障害児・一般

　　　　  　　　　管理者:薬師神 津一

（１）　障害福祉サービス事業の経営 　　　　（２）　相談支援事業所　八つ鹿工房

　　　　　　　  多機能型

　　　　　　　　　 就労継続支援B型

 

 

 

  

 

 

 

 
放課後児童の送迎や日中一時支援事業等で使用させて頂いてます。助

成頂いた車は、小回りがきき、またスライドドアなので、狭い道でもス

ムーズに運行することができます。今まで使用していた車両は老朽化が

激しく、今回の更新で、安全に送迎できるようになりました。赤い羽根

共同募金に協力して下さった皆様への感謝の気持ちを忘れずに、これか

らも障害を持つ方々やそのご家族の就労支援などのため、より良いサー

ビスを行ってまいります。本当にありがとうございました。 

 

日時 平成２７年８月２日 

場所  奈良県文化会館 

 

 

   

愛媛県では、「愛顔（えがお）つなぐハートフルポイント制度」を実

施しています。障害者就労施設から商品を購入したり、サービスを利

用した際に、購入額に応じてポイントシールをお渡しし、貯まったポ

イントを商品券と引き換えることができる制度です。県指定の県内大

手小売店の商品券などと交換ができます。 

ポイント交付施設・販売店、商品券交換窓口などの詳しい情報は、

愛媛県のホームページをご確認ください。 

 

９月  防火・防災訓練 

１０月  作陶展 

社会見学研修旅行 

１１月  みかん狩り      

 

 

 

 

 

生活介護に仲間

入りしました 

松本博樹です 

これからもみん

なと仲良くし、作

業も１日も早く

覚えて頑張って

いきたいです。 

 

就労移行支援

に仲間入りし

ました 

大野拓哉です。 

いろいろと大

変ですが、頑張

っています。 

就労移行支援

に仲間入りし

ました 

西川清次です。 

なんでも作業

と目標に向け

て頑張ります。 

 

就労継続支援Ｂ

型に仲間入りし

ました 

山口兼生です。 

先輩達と一緒に

色々なことを頑

張りたいと思い

ます。 

よろしくお願い

します。 

 

  

 


