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第３号

みんなと共に、夢に向かって・・・

（平成２５年10月27日：好間農園内にて撮影）

長い夏がようやく終わり、実りの秋が到来し、気が
つけばもう冬が感じられる季節になりました。事業
所開始とともに、好間農園で栽培を開始したぶど
うが、ようやく実りを迎える事ができました。果樹の
成長とともに、私たちも少しづつ成長していけるよ
う、今後一層励んでまいります。
平成２５年６月２２日、事業所内において理事会
が開催され、第４期事業報告および収支報告と、
第５期事業計画および収支予算が発表されまし
（平成２５年８月８日：地鎮祭）
た。放射能汚染の懸念から、農作物の販路拡大
への道のりが厳しく、加工品として販売することで事業収入を保っています。今後は販売会な
どに積極的に参加し、多くの方に認知していただけるよう励んでまいります。
メンバーの受け入れ体制にも限界がきており、当事業所の定員は２０名ですが、９月の平均
利用者数は２２．５人で、定員をオーバーしております。支援を求める多くの人達の受け皿に
なりたい、との願いから、昨年からいわき市役所と検討を重ねた結果、新しく就労継続支援Ｂ
型事業所を１つ増設することとなりました。これで当法人の事業所は２つになり、定員は４０名
となります。現在、事業所となる建物は建築中で、年明けに完成予定となっております。現在
も、見学希望者が後を絶ちません。１日も早く新事業所をオープンさせ、支援を求める多くの
メンバーを受け入れていきたいと思っております。
また、これから法人設立当初からの夢であるワイン作りに向けて、徐々に準備を進めていく予
定です。今年、好間農園で実ったブドウは、山梨県にある「東夢ワイナリー」様の協力のもと、ワ
イン製造を委託し、ワインにする予定です。幾度もの工程を経て、来年には自家栽培ブドウ初
のワインが完成することとなります。いつか、いわきで初のワイナリーを作り、働くメンバーの自信
と活力になればと願っています。

弁当の盛り付け、下ごしらえ、配達、洗い物と、みんなそれぞれ与えら
れた仕事を一生懸命こなしています。自主的に動いてくれるメンバーもお
り、成長していく姿を見て大変うれしく思っています。
今年は弁当以外にも、オリジナルジャムの開発に力を入れました。定番
商品のにんじんジャムだけではなく、季節商品の種類を増やし、県内外の
様々な販売会へ出品しました。現在は、ももジャム、なしジャム、ルバー
ブジャム、うめジャムを季節商品として取り扱っております。また、今後は
ギフト用にも販売していきたいと考えています。
ジャムの種類を増やした事で、キッチンの売り場の改装を行いました。
今、未来キッチン店頭にはたくさんのジャムが並んでいます。近くにお越し
の際は、是非、お店にお立ち寄り下さいませ。
ジャムの他にも、カフェボールやパンナコッタ、マンゴープリン、パウンド
ケーキなども販売しています。特にカフェボールはイベントなどで大人気
で、いつも完売している商品です。
これからも、メンバーと共に新しい事に挑戦し続け、みんなに愛される未
来キッチンになれるよう、がんばっていきます。私たちの活動を、今後とも
温かく見守って下さいますよう、お願い申し上げます。

③

④

②

①

④
③

①
今年もたくさんのレクリエー
ション、施設外研修を行いました。今後もメ
ンバーの笑顔がいっぱいあふれるようなレ
クリエーションの企画をしていきたいと思っ
ています。

①H２４．１０．２０
②H２４．１１．１０
③H２４．１２．１５
④H２５．０１．１９

そば打ち体験
バーベキュー
クリスマス会
いちご狩り

⑥

⑤H２５．０４．２０
⑥H２５．０６．１５
⑦H２５．０７．２０
⑧H２５．０８．０３
⑨H２５．０９．１４
⑩H２５．０９．２７

夕月工場見学
アンモナイトセンター
花火大会予行演習
小名浜花火大会
ボーリング
ココファーム

⑨
⑧
⑤

⑤

⑦

大久
今期より新たに大久農園での活動を始めました。にんじん、ねぎ、ル
バーブ、オリーブ、ぶどうなどの栽培を行っております。何もないところ
を一から開拓し、暑い夏もみんな汗だくになりながら作業を行いまし
た。収穫した野菜や果樹は、弁当のおかずやジャムなどの加工品に
使用しています。
好間農園でも野菜や果樹を栽培しており、特にぶどう作りに力を入
れてきました。その甲斐あって、今年はたくさんのぶどうを収穫するこ
とができました。好間農園の一角には、来年、新たに立ち上げる事業
所の建築工事が進んでいます。事業所の中には作業場もあり、選果・
加工場として活躍する予定です。今までは休憩するスペースもなく、
雨の日はハウスの中で作業する事しかできませんでしたが、今後は屋
内外において効率的に作業できるようになります。

好間

ぶどうが実ったことで、長年の夢であるワイン作りに向けて動き出しまし
た。今年の夏にはスタッフ数人で山梨の「東夢ワイナリー」、長野の「ヴィラ
デストガーデンファームアンドワイナリー」、栃木の「ココファームワイナリー」
を視察してきました。メンバーにも、自分たち未来工房の夢を感じでもらい
たいと思い、９月末に栃木のココファームワイナリーに施設外研修として
行ってきました。多くのメンバーが参加し、実りある研修になったと感じて
います。
私たちが事業として農業を行う理由としては、農作業を通して心身とも
に健康になってもらいたい、作物を育てる喜びを感じてもらいたいとの願
いからでした。しかし、ただ育てるだけではなく、育てた野菜や果樹から加
工品やワインが生まれるという作る喜びと、それを販売する喜びも、今後
は感じてもらいたいと願っています。耕し、植え、育て、収穫し、加工し、
販売する。この一連の作業の中で、今まで以上に多くを学び、感じ、成長
していくのではないかと思っています。
そして、私たちスタッフも、メンバーの為に必ずこの事業を成功させるべ
く、日々勉強と研究を重ねて参ります。

今後も引き続き、全力でサポートを
行ってまいります。

今年６月より未来工房の事業部長として
入所しました鈴木勝也と申します。障がいを
持っている方々のニーズに合わせたきめ細
かい支援をして行きたいと思いますので宜し
くお願い致します。

事-業部長

平成２５年１１月現在、私たちがメ
ンバーをサポートしています。

-

農-業・
支援員

-

-

キ-ッチン -

顧-問・
管理者

理-事長・事務局
-

平成２４年１２月、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉
財団様からの助成を受け、送迎用車両アクアを導入しまし
た。１１月４日には、福島競
馬場にて贈呈式が取り行
われ、当法人の理事長が
出席しました。
導入後、さっそく利用者
の送迎や移動等に活躍し
ています。

平成 ２５年 度 活動 計算書

科目

1 事業収益

平成 ２５ 年４月 ３０日 現在
特 定非 営利 活動 法人 み どりの杜 福 祉会
（単 位： 円）
科目

金額

金額

Ⅰ 資産の部

Ⅰ 経常収益

12,066,5 85

1 流動資産

2 受取会費等

586,000

現金預金

3 受取寄附金

629,407

売掛金

4,053,868
304,913

4 訓練等給付費収入 38,672,8 80

棚卸資産

289,456

5 その他収益

未収入金

6,896,550

8,098,840
60,053,712 60,053,712

経常収益計

(1)

有形固定資産

(1)

人件費

6,150,401

(2)

投資その他の資産

(2)

その他経費

6,174,633

固定資産合計

事業費計

人件費

24,115,5 77

(2)

その他経費

19,794,5 14

6,864,484
18,409,271

1 流動負債
未払金
43,910,091

管理費計
経常費用計

564,954
2,936,327

未払費用
56,235,125
3,818,587

当期経常増減額
Ⅲ 経常外収益

預り金

261,855
3,763,136

流動負債合計

3,763,136

負債合計
Ⅲ 剰余金の部

4,277,373

国庫補助金等積立金 5,135,717

4,277,373

経常外収益計

工賃変動積立金

Ⅳ 経常外費用

経常外費用計

13,500

Ⅱ 負債の部

(1)

1 特別損失

6,850,984

資産合計

12,325,034

2 管理費

1 特別利益

11,544,787

流動資産合計
2 固定資産

Ⅱ 経常費用

1 事業費

未来工房では、農園で栽培
した全ての作物について放射
性物質のスクリーニング検査
を行っています。現在までに
検査を行ったにんじん・ル
バーブ・ぶどう・さつまいも・だ
いこんなど全ての作物におい
て、放射性物質は基準値以
下となっています。

平成２５年度 貸借対 照表

平 成２４年 ５月 １日 から 平成 ２５年 ４月 ３０日 まで
特定 非 営利 活動 法人 み どりの杜 福祉 会
（単 位： 円）

506,250

設備等整備積立金

5,483,413

剰余金合計

5,483,413

2,172,275 7,814,242
.

7,814,242

当 期 正 味財 産 増 減 額

2,612,547

前 期 繰 越正 味 財 産 額

4,219,346

前期繰越正味財産

4,219,346

次 期 繰 越正 味 財 産 額

6,831,893

当期正味財産増減額

2,612,547

Ⅳ 正味財産の部

正味財産合計

←検査結果表

発行元：特定非営利活動法人みどりの杜福祉会
就労支援センター未来工房
事業所
福島県いわき市平南白土２−１−５
TEL:050-5561-1433
FAX:0246-35-0016
MAIL:miraikoubou@midorinomori-f.com
URL:http://midorinomori-f.com/miraikobo/
宅配弁当未来キッチン
福島県いわき市平倉前１０８−９ 倉前クリーンビル３
TEL:0246-24-0039
FAX:0246-24-0100
MAIL:miraikitchen@midorinomori-f.com
営業日：月〜金曜日（祝・祭日を除く）

負債、剰余金及び正味財産合計

6,831,893
18,409,271

賛助会員募集のお願い ご協力、ご支援よろしくお願い致します。
当法人の活動に賛同し、資金面で運
営を支えて下さる賛助会員を募集致
します。
入会金
１，０００円
年会費 １口３，０００円

（お振込先）ゆうちょ銀行
口座名 特定非営利活動法人みどりの杜福祉会
口座番号 ０２２８０−２−７３２２０

編集後記 ： 私たちを取巻く環境は日々変化し、制度も変わりゆく中で、現場もそれに伴い変化しています。
厚生労働省の資料によると就労継続支援B型事業所で、工賃倍増５か年計画の対象となっている施設の平成２３年度平
均工賃は、13,742円です。この工賃を常に上回るようにぐんぐんと枝葉を伸ばした事業を充実させ、またメンバーの生活が
豊かになることを願い未来に向かってしっかりと歩み続けます。
ご縁があって、遠方の支援者・団体や地域の多くの方々に支えられていることに感謝し、御礼申し上げます。（記：管理者 今野宏美）

