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ＨＰが完成しました！！

ＨＰ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/

「いわきの夢ワイン研究会」のフェイ
スブックでは、ぶどう栽培、醸造の
様子を随時掲載しております。フェ
イスブックに登録していない方で
も、写真やコメントをご覧になれま
すので、是非ご覧下さい。
http://www.facebook.com/
iwakiwine

第５号

「いわきワイナリー」オープンしました！！

平成２７年７月６日、「いわきワイナリー」オープンの日を迎えることができました。平成２２年４
月にぶどうの苗木を植樹し、東日本大震災を乗り越え、ようやく悲願であったこの日を迎えるこ
とができたのは、ひとえに末永くご支援下さった皆様のお陰です。スタッフ、利用者一同、心よ
り感謝の気持ちでいっぱいです。また、大きな希望、喜びと共に気の引き締まる思いです。
２年程前より、事業所内で収穫したぶどうを山梨県勝沼の東夢ワイナリーへ持ち込み、ワイン
の委託醸造を行っておりました。同時に、ワイン醸造技術の習得に向けての勉強と、いわき市
初のワイナリーオープンに向けた準備を着々と進めておりました。
平成２７年３月１９日、果実酒醸造免許を取得したことを受けて、平成２７年７月６日、いわ
きワイナリーオープニングセレモニーを開催する運びとなりました。セレモニーにはいわき市長
をはじめ、多くの来賓の方々にご臨席いただきました。
その後、いわきワイナリーとして初の醸造に
向けた工場内の整備を行い、９月初旬よりぶ
どうの収穫と醸造を開始しました。皆様にも
楽しんで作業に参加してもらいたい、との思
いから、収穫、醸造は希望者を募り、たくさん
の方に体験していただきました。
歩き始めたいわきワイナリーを、皆様の力
をお借りしながら、大きく育てていきたいと
思っております。末永く見守って下さいますよ
う、お願い申し上げます。
（27.4.14 いわき市長へ、果実酒醸造免許取得の報告）

いわきワイナリーオープンに伴い、ＷＥＢペー
ジを開設しました。いわきワイナリーのヒストリー
やワイナリーへのアクセス、いわき夢ワインを育
てる会の案内、商品の紹介、販売所の案内
や、ネットショップも公開しております。
「IWAKI2014」は完売となりましたが、現在醸
造中の「IWAKI2015」は、赤・白７種類程製造
予定で、平成２８年２月頃からこちらでご購入
いただけます。いわき市の特産品である梨のワ
インも販売予定です。是非ご覧下さい。

いわきワイナリーＷＥＢページ
http://iwakiwinery.com/

いわきワイナリーオープンに先駆け、いわきでのワイン造りを応援し、ワイン文化を
一緒に楽しみ深めていくことを目的として、「いわき夢ワインを育てる会」が発足され
ました。総会には２００名程が出席し、会長には農林水産省料理人顕彰制度「料
理マスターズ」受賞のＨａｇｉフランス料理店、萩春朋様が就任しました。その後、東
夢ワイナリー会長の高野英一様の基調講演と、ワインの食味アンケート調査にご協
力いただき、懇親会ではＩＷＡＫＩ２０１４赤・白を、萩シェフの料理と共に味わってい
ただきました。育てる会会員は既に３００名を超えており、その中には地元の飲食
店や酒店の方も大勢おり、いわきワインの普及活動に積極的に協力して下さってい
ます。皆様の協力の
元、いわきワインを育て
ていきたいと思っており
ます。

育てる会会員と未来工房、未来ファームのスタッフ、利用者と共に、大久
農園においてぶどうの苗木の植樹を行いました。来年醸造のいわきワインの
原材料となるべく、すくすくと成長するように、皆で心を込めて植樹しました。
この日に植えたぶどう
の木は、その後、未来
ファームのメンバーが一
丸となって管理を行って
います。

果実酒醸造免許の取得を受けて、念願のいわきワイナリーがオープンしました。いわき市長、商工会議所会頭など多くの来
賓の方と、育てる会会員、未来ファームのスタッフとメンバー、報道機関など多くの方がご出席下さいました。テープカットの後
は隣接する好間農園の見学と、ワイナリー工場内の見学をしていただきました。新たな門出を多くの方々によって迎えられた
事に、心より感謝いたします。

いよいよいわきワイナリーとして初のワイン醸造が始まりました。いわき
ワイン造りを手伝いたい、皆で一緒に楽しく体験したいという育てる会メンバーと共に、好間農園にてぶどうの収穫体験と醸造
体験を実施しました。今年は赤ワイン、白ワインの他に、ＪＡ様の協力の下、地元特産の梨のワインも醸造します。糖度たっぷ
りのぶどうの香りに誘われてミツバチが飛び交う中、皆で協力しあいながらたくさんのぶどうを収穫することができました。醸造
作業は、ぶどうの品種毎に数日に分けて行いました。
現在は、未来ファームのスタッフが毎日、醗酵状態を確認
しながらかいつき作業（果皮などをかき混ぜる）などを行って
います。おい
しいワインが
できるまで、
もうしばらくお
待ち下さい。

就労支援センター未来工房では、日替わり弁
当の製造販売を中心に活動しています。メン
バーそれぞれが自分の「できる事」を探し、挑戦
しようとする姿が見られ、日々の成長を感じてい
ます。意欲的に自分の「やりたい事」をアピール
する姿も見受けられるようになりました。真夏の
厨房はエアコンが効かず、厳しい環境の中、みん
な汗だくになって作業をがんばりました。

未来キッチンでは、日替わり弁当の他にサイドメニューとしてジャムやおやき、
パウンドケーキ、パンナコッタなどを製造販売しています。様々な販売会へ出品
するとともに、毎年、新田目病院のフリーマーケットにも参加させていただいてい
ます。平成２６年１１月８日のフリーマーケットでは、焼きそば、カフェボール、お
やき、ジャムを販売しました。メンバー達も販売の手伝いや見学に来てくれまし
た。これからも積極的に販売会に参加していきたいと思っています。

今年も花火大会に出店しました。メンバー、
スタッフ総勢１６名で、焼きそば、牛串、豚串、
フランクフルト、唐揚げ、イカ焼き、かき氷、飲
物などを販売しました。毎年の事ながら、夕方
以降店の前に行列ができ、てんやわんやにな
りましたが、無事に終える事ができました。
スタッフの高齢化が進んでいるので（笑）体力勝負はキツイです！が、みん
なの笑顔が見れて良かったです。

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。

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。

（敬称は省略させて頂きます。）

秋永保子・新田目倖造・飯島千津子・池守謙・石井隆雄・石井ナカ子・市川友の会津田沼方面・市川友の会津田沼方面子ども友の会・
糸永伸哉・円通セツ子・遠藤浩子・大熊寿美子・太田知子・大谷翠・小川あい子・小山田勉・解良佳枝・笠原眞弓・熊谷健司・小林治
美・佐藤清美・佐藤利勝・佐藤信人・清水秋夫・鈴木健示・鈴木敏夫・鈴木素子・鈴木成夫・関公子・平友の会・高田実・高田泰子・高
橋敏行・田口理架子・田島玲子・㈱知音・㈱東夢・中野弘子・成田紀子・西澤和貴子・箱崎洋子・橋本明・福島県南酒販㈱いわき支
店・藤塚千佳・船生玄二郎・古谷一人・古谷美由紀・星野晋・堀井瑞子・布袋田キミ子・本多淑子・前山克次郎・松浦クニ子・㈲マックス
ビート・松崎孝夫・松戸友の会・松野尾宣之・松本トメ子・松本美南子・㈱マルベリィ・三上博子・三瀬のり子・三森商事㈱・室谷道子・守
屋明子・山川賀世子・吉田徹

○平成２６年５月
公益財団法人福島県総合社会福祉基金
未来ファーム事業所 庇拡張工事
庇を取り付けた事で、雨の日
でも広いスペースで作業が行え
るようになりました。ぶどうの選
別、破砕、搾汁などもここで行っ
ています。
○平成２６年６月
公益財団法人いわき産学官ネットワーク協会
産学官連携・技術開発支援事業委託費
→いわき産のぶどうを使った着地交流・体験型ﾜｲﾅﾘｰ
事業の収益化可能性調査事業。
○平成２６年７月
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団
半自動キャッパー
→ワインを瓶詰めし、キャップをしめる機械です。
○平成２７年４月
読売光と愛の事業団
フォークリフト
→収穫したぶどうを運んだり、醸造タンクを移動したり、
完成したワインを運ぶのに使用します。
○平成２７年８月
公益財団法人木口福祉財団
もろみポンプ
→破砕したぶどうを搾汁機などへ移す際に使用します。
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
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:0246-27-0011
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
いわきワイナリー
福島県いわき市好間町上好間字田代１１−８
TEL:0246-27-0007 FAX:0246-27-0011

平成２７年６月２０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。
就労支援事業事業活動計算書

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

平成２６年５月１日から平成２７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
金額
経常収益
1 事業収益
15,322,019
2 訓 練等 給付 費収入 51,950,240
3 受取寄附金
873,152
4 受取会費
359,000
5 その他収益
3,510,539
72,014,950 72,014,950
経常収益計
経常費用
1 事業費
(1) 人件費
7,664,891
(2) その他経費
7,641,903
事業費計
15,306,794
2 管理費
(1) 人件費
32,988,288
(2) その他経費
27,015,638
管理費計
60,003,926
経常費用計
75,310,720
当期経常増減額
-3,295,770
経常外収益
1 特別利益
12,265,271
経常外収益計
12,265,271
経常外費用
1 特別損失
12,273,981
経常外費用計
12,273,981
-3,304,480
当 期正味財産増減額
前 期繰越正味財産額
5,999,666
次 期繰越正味財産額
2,695,186

平成２６年度 貸借対照表

科目

平成２７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）
金額

Ⅰ 資産の部

1 流動資産
現金預金
売掛金
棚卸資産
前払費用
未収入金
流動資産合計
2 固定資産
(1) 有形固定資産
(2) 投資その他の資産

固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2 固定負債
負債合計
Ⅲ 剰余金の部

1,337,324
245,423
681,829
1,301,423
8,535,710
12,101,709
24,164,646
13,500
24,178,146
36,279,855
9,086,011
9,852,000
18,938,011

国庫補助金 等積 立金 14,646,658 14,646,658

.
剰余金合計
Ⅳ 正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財 産増 減額

14,646,658
5,999,666
-3,304,480

正味財産合計
負債 、 剰 余 金 及 び正 味 財 産 合 計

2,695,186
36,279,855

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
□当法人は、認定ＮＰＯ法
人です。
（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 ： 厳しかった夏もようやく過ぎ、過ごしやすい季節になりました。福島県の平成２６年度就労継続支援Ｂ
型事業所の平均工賃が、１３，５７４円と発表されました。当法人では、未来工房、未来ファーム共に２万円を超えるこ
とができましたが、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と実感しています。工賃を引き上げる為
には事業収益の拡大が必須となります。お弁当と加工食品の販売を増やす事と、新たに始まったワイン事業を成功さ
せることで、更に多くの工賃を支払えるよう、スタッフ一同これからもがんばっていきます。今年収穫したぶどうで作るワ
インを、みんなが笑顔で飲めるよう、皆様も是非、祈っていて下さい！おいしくできますように・・・。 （事務局：吉田）

