
 

いわき初のワイナリーを目指し、始動！！ 

ＨＰが完成しました！！ 

目次：みどりの杜だより 

いわき初のワイナリーを目

指し、始動！！ 
1 

「いわきの夢ワイン研究

会」のご案内 
１ 

活動報告 

 －未来ファームー 
2 

活動報告 

 ー未来工房ー 
3 

レクリエーション 3 

賛助会員及びご寄付下

さった皆様 
4 

助成事業報告 4 

決算報告 4 

賛助会員募集のお願い 4 

編集後記 4 

発行元：認定法人特定非営利活動法人みどりの杜福祉会 

2014/11/7発行 

第４号 

 日増しに寒くなり、冬の訪れを感じる季節となりました。

今年も無事にぶどうの収穫が終わり、山梨県勝沼市の

㈱東夢ワイナリー様へ持ち込み、いわきの夢ワインの製

造を行っております。今年は赤ワインと白ワインを製造し

ており、来年２月頃に完成する予定です。今年はどんな

味に仕上がるのか、今から楽しみです。 

 いわき初のワイナリー開業に向けて、来年春～夏頃には酒の醸造免許を取得し、来年収穫

したぶどうは事業所内の醸造機器で製造したいと思っております。その為に、ヤマト福祉財団

様より助成を受け、ワイン醸造用機器の購入費用の一部を助成していただきました。現在、機

器が次々と納品されている状況です。 

 ワインの製造販売を軌道に乗せることで、利用者工賃の更なる引上げを達成することができ

ます。就労支援センター未来工房の平成２５年度の平均工賃は２０，０２５円で、開所以来、

毎年工賃引上げを達成しております。しかし、利用者達が自立した生活を送るためにはまだま

だ足りないのが現状です。平成２６年２月には、新たに就労支援センター未来ファームを立ち

上げたため、両施設共に飛躍していく為にも、常に試行錯誤を重ね、皆様からのご意見やご

指導を賜りながら精進していきたいと思っております。 

 また、いわき市内において、圧倒的に相談支援事業所が不足しており、支援計画の策定が

大幅に遅れている現状を鑑み、平成２７年度において当法人も相談支援事業所を開設する

予定でおります。今後も地域の福祉増進を図る為にがんばる所存でおりますので、ご支援の

程よろしくお願い申し上げます。 

 

   いわきの風土に適したぶどう品種・栽培方法・醸造技術な

どの調査・研究・確立を目的とし、ワイン研究会を発足致しま

した。「いわきの夢ワイン」の品質を高め、もっと美味しく、み

なさんに口にしていただけるようにしていきます。現在、会員

を募集しております。興味のある方は下記までご連絡下さい。 

   ＴＥＬ 050-5561-1433 （いわきの夢ワイン研究会事務局 担当：今野、吉田） 

 そして、当事業所でのぶどう栽培の様子も含め、ワイン研究会の活動内容を頻繁に情報

提供できるよう、FACEBOOKをはじめました。FACEBOOK登録をしていない方でも、写真や

コメントをご覧になれますので、是非ご覧ください。 

いわきの夢ワイン研究会 FACEBOOKページ http://www.facebook.com/iwakiwine 

ＨＰ･ブログのご案内 

ＨＰでは弁当メニュー表等を定期

的に更新しています。 
http://midorinomori-f.com/ 
 miraikobo/ 

また、ブログではレクリエーション報

告などを掲載しておりますので、是

非ご覧くださいませ。 
http://midorinomori-f.com/   

 miraikobo/miraiblog/ 

http://www.facebook.com/iwakiwine
http://midorinomori-f.com/
http://midorinomori-f.com/


 

 平成２６年２月１日に開所した就労継続支援Ｂ型事業所「就労支援センター未来ファーム」は、「就労支

援センター未来工房」の農業部門の業務を引き継ぎ、農園での果樹や野菜の栽培管理業務を行っていま

す。特に、ぶどうの栽培管理に力を入れ、病気や鳥の被害からぶどうを守るために、毎日きめ細やかな管理

を行ってきました。その甲斐あって、今年は昨年よりも多くのぶどうを収穫することができました。 

 ９月２４日、メンバーとスタッフでぶどうを収穫し、その日のうちにスタッフの手で山梨県勝沼市の東夢ワイナリーに持ち込み、

ワイン製造にとりかかりました。来年２月の完成までに、幾度も勝沼に足を運び、様々な工程を経ていわきの夢ワインが完成し

ます。 

  未来ファームでは、今年の夏より新規事業として、一般家庭の庭掃除請負業務を

始めました。草むしり、草刈り、垣根の剪定など、お庭で抱える問題を解決すべく、メン

バーとスタッフがチームを組んで、依頼者のご自宅に伺い作業を行いました。炎天下

の中の作業は非常に過酷でしたが、日々、農作業で体を鍛えている甲斐あって、み

んな体を壊すこともなく、一生懸命作業に取り組んでくれました。これからの季節は落

ち葉拾いなども行います。お困りの事がございましたら、お気軽にご連絡下さい。 

 

 未来ファームは開所してからまだ１年に

も満たない事業所ですが、利用者実数

は１６人、平均利用者数は１２人程になり

ました。利用を希望する多くの方々の受

け皿になりたい、との思いから始めた事業

所でしたが、メンバー達に助けられなが

ら、今後も皆でがんばって成長していきた

いと思っています。 

（今年１月の好間農園） （今年８月の好間農園） 

（好間農園にて、ぶどうの収穫） 

（山梨県勝沼市の東夢ワイナリーにて、ワイン醸造作業） 



  

 

 就労支援センター未来工房は、平成２２年４月に開所し、４年半が経過しました。メイン事業である未来キッチンはオー

プンから３年以上が経過し、メンバーも仕事に慣れ、手際良く作業を行っております。特に、開所当初からのメンバーは、

新しいメンバーに作業を教えたり手助けする様子も見られ、日々成長する姿を我々スタッフもうれしく思っております。 

 未来キッチンの主な作業内容は、宅配弁当の製

造販売です。早朝からスタッフが仕込みを行い、メン

バーは８時半に出勤し、調理の手伝い、お弁当の盛

り付け、配達準備、配達、翌日の仕込み、洗い物などを行います。また、定期

的にサイドメニューのジャム、おやき、パウンドケーキ、パンナコッタの製造など

も行っております。福島県授産事業振興会を通じて様々な販売会にも出品

し、未来キッチンの商品のアピールを行ってきました。 

 ４月には、福島県共同募金会様からの助成を受け、食料品加工用機器整

備事業を行いました。これにより、今まで全て手作業で行っていたジャムの製

造が機械化され、製造効率が大幅に向上します。また、パウンドケーキやクッ

キーの製造にも活用できます。今後も試行錯誤を重ね、新商品の開発と質

の向上を図り、利用者工賃の引き上げを目指していきたいと思っています。 

日 月 火 水 木 金 土 

  4(   個) 
シュウマイ黒酢あんかけ 154ｋcal 
さわらの照焼                     127Kcal 

コールスロー                         40Kcal 

5 (   個) 
牛肉と大根のとろ煮       249Kcal 
とまとソース厚揚げ                 91Kcal 

きんぴら                                      57Kcal 

6(   個) 
豚と蓮根のｵｲｽﾀー 炒め         103Kcal 
野菜のかきあげ                  181Kcal 

カラフルマリネ                   58Kcal 

7(   個) 
野菜コロッケ                    178Kcal 
肉みそキャベツ           131Kcal 

わかめの酢物               18Kcal 

8 
 
 

9 
 

10 (   個) 

豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め      117Kcal 
塩ほっけ            74Kcal 

人参とツナの炒め煮     117Kcal 

11(   個) 

ミラノ風ﾁｷﾝｶﾂﾚﾂ                     203Kcal 
焼きビーフン                          89Kcal 

切干大根のﾋ゚ ﾘ辛味噌煮      37Kcal 

12 (   個) 
肉野菜中華炒め                         182Kcal 
鮭の南蛮漬け             111Kcal 

こんにゃくのおかか煮     27Kcal 

13(   個) 
とり照焼                     128Kcal 
厚揚げ千草焼き          82Ｋcal 

ポテトサラダ                117Kcal 

 14(   個) 
さんまのぽうぽう焼き       224Kcal 
野菜ごまみそ炒め          76Kcal 

切り昆布の含め煮                        90Kcal 

15 
 
 

16  17(   個) 
メンチカツ                   234Kcal 
スパニッシュオムレツ 118Kcal 

きのこのバターソテー  20Kcal 

18(   個) 
信田巻き                                             190Kcal 
いかの生姜焼き                  75K cal 

ごぼうのサラダ               110Kcal 

19(   個) 
とりの甘酢餡かけ                      200Kcal 
春雨チャプチェ                130Kcal 

かいわれとｶﾆｶﾏのﾏﾖｻﾗﾀ゙      59Kcal 

20(   個) 
さばネギ味噌焼き      178Kcal  

名古屋風唐揚げ       270Kcal 

きのこのみぞれあえ                   12Kcal 

21(   個) 

豚の生姜焼き                                  185Kcal 
カラフル野菜炒め                    109Kcal 

もやしのﾏｽﾀー ﾄ゙ 和え             17Kcal 

22 
 

23 
     

 25(   個) 
牛肉と野菜の炒め物                        158Kcal  

玉子とにんじんの袋煮             148Kcal                       
かぼちゃのマリネ                           54Kcal 

26(   個) 
照焼チキン                                           163Kcal 

白身魚西京焼き                                 80Kcal 
ｶﾚｰ味のｼ ｬ゙ ﾏーﾝﾎ ﾃ゚ﾄ          64Kcal 

27(   個) 
煮込みハンバーグ               186Kcal 

野菜ソテー          76Kcal 
卯の花                                          145Kcal 

28(   個) 

ブリ照り                150Kcal 

ひき肉ｽﾀﾐﾅｵﾑﾚﾂ                   146Kcal 

青菜のからし醤油あえ     17Kcal 

29 

30 
     

     

 

お客様名：        ご担当者： 

連絡先TEL： 

ご住所： 

※食材仕入れの都合により内容が変わる場合がございます。米は国産のものを使用しています。 

未来キッチン 
 福島県いわき市平倉前108-9倉前ｸﾘｰﾝﾋﾞﾙ3      
 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 
 〒970-8025福島県いわき市平南白土2-1-5 

   HP  : http://midorinomori-f.com/ miraikobo/ 

●未来キッチン店頭では日替わり弁当の
他、お惣菜、各種ジャム、パウンドケーキ
等を販売しております。 

 
心温まる家庭の味をお届けします 

INFORMATION 

201４年 1１

宅配弁当注文表 

◆ご希望の個数を日付の欄に記入し、下記までＦＡＸにてご注文をお願い致します。 

◆ご注文･ご予約は前日の１７：００までにお願いします。(変更は当日朝９：００まで) 

◆電話･メールでのご注文もお受け致します。 

  ＴＥＬ：0246-24-0039  ＦＡＸ：0246-24-0100    

ＭＡ ＩＬ：miraikitchen @m idorinom ori-f.com 

     

 

ランチ日替わり弁当 

  １個４５０円 
★★カツ丼カツ丼          ４５０円４５０円  

★ソースカツ丼   ４５０円★ソースカツ丼   ４５０円 

★デラックス弁当 ６００円★デラックス弁当 ６００円  
  （ご飯大盛りｻｰﾋﾞｽ・味噌汁付） 

 
もっちりふわふわのパウンドケーキ、大好評発売中です。 

くわしくは裏面サイドメニュー注文書をご覧ください。 

未来キッチンサイドメニュー
★未来キッチンでは、お弁当のほかにも

文承ります。お弁当ご注文の方のみ配達

 カフェボール

外

オレ

 パンナコッタ

つるりとした

にぴったり

 

米粉

米粉

ごたえがありくせになります

 

手作

旬

手作

堪能

 
 

パウンドケーキ

卵

を

ケーキです

があります

今月 はぶど うジャム、かぼちゃ

ジャムができました！ 

キッチンサイドメニュー注文書  
のほかにもデザートやジャムをつくっています。お電話・メール・

配達致します。★ＴＥＬ：0246-24-0039  ＦＡＸ：0246

カフェボール 

 １袋７個入り ２００円 

外はサクッと中はふ んわり食感のカフェ

オレ風味の一口スイーツです。 

 

カフェボール

         

パンナコッタ 

１個 ２００円 

つるりとした口当たりで食後のデザート

にぴったり☆ 

 

パンナコッタ

         

米粉のおやき 

 １個 155 円 

米粉をつかっているのでもちもちと噛み

ごたえがありくせになります。 

さつま餡おやき

         

小松菜おやき

         

手作りジャム 

 110g１個 360 円 

（もも・ぶどうのみ 460 円）

150ｇ１個 520 円 

（もも・ぶどうのみ 620 円）

旬の素材を贅沢につかったジャムです。

手作り ならではのやさしい味わい をご

堪能ください。お子様にもおススメ。 

にんじんジャム

110ｇ 

ルバーブジャム

110ｇ 

うめジャム

110ｇ 

ももジャム

110ｇ 

なしジャム

110ｇ 

ぶどうジャム

110ｇ 

かぼちゃジャム

110ｇ 

パウンドケーキ(要予約) 

 ホール１本 620 円 

カット １切 130 円 

卵とﾊﾞﾀｰ、そして未来キッチンのジャム

を生地に混ぜ。とってもお得なパウンド

ケーキです。しっとりしていて、食べ応え

があります。 

キャロットパウンド

ﾎｰﾙ  

梨パウンド

ﾎｰﾙ  

キウイパウンド

ﾎｰﾙ  

 

配達希望日

 

※ご希望の日

時頃にお届け

  ※価格は税込です 

・メール・ＦＡＸにてご注

0246-24-0100 

カフェボール 

         袋 

パンナコッタ 

         個 

おやき 

         個 

おやき 

         個 

にんじんジャム 

  個･150ｇ  個 

ルバーブジャム 

  個･150ｇ  個 

うめジャム 

  個･150ｇ   個 

ももジャム 

  個･150ｇ  個 

なしジャム 

  個･150ｇ  個 

ぶどうジャム 

  個･150ｇ  個 

かぼちゃジャム 

  個･150ｇ  個 

キャロットパウンド 

  本･ｶｯﾄ  切 

パウンド 

  本･ｶｯﾄ  切 

キウイパウンド 

  本･ｶｯﾄ  切 

配達希望日：   月   日 

日の 10 時～12

け致します。 

 

今年もたくさんのレクリエーションや研修会を行いました。 

これからも、みんなの笑顔がいっぱい見られるようなレク 

リエーションと、ためになる研修会を企画していきます。 

http://midorinomori-f.com/miraikobo/
mailto:miraikitchen@midorinomori-f.com


（敬称は省略させて頂きます。） 

秋永保子・新井道夫・新田目まさの・飯島千津子・池守正枝・石井智恵・石井ナカ子・市川友の会・市川友の会津田沼方面・伊藤幸枝・

糸永伸哉・稲富素代子・海野クリ子・円通セツ子・大熊寿美子・大谷生子・大谷翠・小川あい子・小椋慶子・小倉徳子・小澤甚一・小野

修・小野孝子・解良佳枝・柏木功・金成みつ江・國井良広・熊谷健司・桑名基勝・小林治美・酒井哲郎・佐藤きみ子・佐藤清美・佐藤利

勝・佐藤信人・佐藤フサ・佐藤利勝・志賀正弘・四家圭子・設楽あさ江・清水秋夫・白井恵子・新野剛・鈴木健示・鈴木繁生・鈴木衆一・

鈴木敏夫・関場昭子・関場守・平友の会・高田実・高田泰子・高橋敏行・竹渕久美・土居泰子・豊田富美子・長沢清美・中島京子・中田

弘子・㈱知音・成田紀子・西川則子・二瓶アヱ子・羽賀易昭・羽賀淑子・箱崎洋子・蜂須賀昌子・原田康博・平澤茂光・平山邦恵・藤塚

千佳・船生玄二郎・星野晋・星野淑子・布袋田キミ子・堀井瑞子・本多淑子・前山克次郎・松浦クニ子・松崎孝夫・松戸友の会・松野尾

明・松本トメ子・松本美南子・㈱マルベリィ・三上博子・皆川國生・皆川富美子・室谷道子・森田明美・守屋明子・矢吹喜平・矢吹匠・山

川賀世子・山崎進・山本久恵・湯田愛子・弓削尚子・吉田きみ子・吉田徹・吉野公喜・吉村義男・米田武子・渡邊豊成・渡辺信夫 

賛助会員及びご寄付下さった皆様に、心より御礼申し上げます。 

発行元：特定非営利活動法人みどりの杜福祉会 

  事務局 福島県いわき市平南白土２－１－５ 
        TEL:050-5561-1433  FAX:0246-35-0016 
        MAIL：midori@midorinomori-f.com 
        URL：http://midorinomori-f.com/miraikobo/ 
  就労支援センター未来工房 

           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 
  就労支援センター未来ファーム 

        福島県いわき市好間町上好間字田代１１－８ 
        TEL:0246-27-0008  FAX:0246-27-0007 
      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 

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        ０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 ： ５年程前に、いわき市初のワイナリーを作りたいと漠然と考えていた夢が、いよいよ現実味を帯びてきま

した。もちろん、その工程は容易ではなく、ぶどうの管理、栽培、収穫、ワイン製造に至る様々な過程において、たくさん

の問題にぶつかり、その度に、色々な方からの助言や指導によって乗り越えるという繰り返しです。現場で働くメンバーや

スタッフの話を聞いたり、作業風景の写真を見る度に、大変そうだけど、充実していて楽しそうだな、とも思います。何か

をみんなで創るという作業は、人との繋がりを実感でき、自身を成長させる源になるのではないでしょうか。今後も事務局

は縁の下の力持ちとなって現場の人達を支えていければと思っております。                           （事務局：吉田） 

 平成２５年１２月、公益財

団法人日本財団様より助成

を受け、送迎用車両を導入

しました。これにより、施設は

増えましたが今後も送迎

サービスを継続することがで

きます。 

    

 平成２６年４月、社会福祉法人

福島県共同募金会様から助成

を受け、食料品加工用機器整備

事業を行いました。未来キッチン

のサイドメニューのジャム、パウン

ドケーキ、クッキーなどの製造に

おいて作業効率を上げ、事業収

益の拡大につなげ、利用者工賃

へ還元していくことを目標としてい

ます。 

 平成２６年４月、公益財団

法人ヤマト福祉財団様より助

成を受け、果実酒醸造用設

備を導入しました。来年には

醸造免許を取得し、本格的

にワインの製造を行っていき

たいと思っております。 

 

Ⅰ Ⅰ

1 13,951,035 1

2 45,717,930 4,467,820

3 525,000 408,103

4 353,000 424,745

5 2,259,802 8,296,390

62,806,767 62,806,767 13,597,058

Ⅱ 2

1 (1) 6,178,918

(1) 6,504,282 (2) 13,500

(2) 7,434,942 6,192,418

13,939,224 19,789,476

2 Ⅱ

(1) 31,014,398 1

(2) 21,359,456 560,000

52,373,854 5,019,676

66,313,078 188,529

-3,506,311 5,768,205

Ⅲ 2

1 3,979,717 3,404,000

3,979,717 3,404,000

Ⅳ 9,172,205

1 1,305,633 Ⅲ

1,305,633 4,617,605 4,617,605

-832,227 . 4,617,605

6,831,893 Ⅳ

5,999,666 6,831,893

-832,227

5,999,666

19,789,476

金額

平成２６年度　活動計算書
平成２５年５月１日から平成２６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）

科目

受取寄附金

事業費計

管理費

人件費

経常収益

事業収益

訓練等給付費収入

経常費用

事業費

人件費

その他経費

経常費用計

管理費計

その他経費

経常収益計

受取会費

その他収益

経常外収益計

経常外費用

当期経常増減額

経常外収益

特別利益

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

特別損失

経常外費用計

平成２６年度　貸借対照表
平成２６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

未収入金

流動資産合計

固定資産

有形固定資産

資産の部

流動資産

現金預金

売掛金

棚卸資産

固定資産合計

資産合計

負債の部

流動負債

投資その他の資産

短期借入金

未払費用等

預り金

流動負債合計

負債合計

固定負債

長期借入金

固定負債合計

剰余金の部

国庫補助金等積立金

剰余金合計

正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債、剰余金及び正味財産合計

平成２６年６月２１日、当法人事業所内において、定時理事会を開催しました。

平成２６年度事業報告および収支報告、平成２７年度事業計画および収支予算

報告を行い、全員一致で承認可決されました。
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http://midorinomori-f.com/miraikobo/
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