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ほがらか企画３周年記念企画は
160 名参加で大盛況でした！
エスポワール・レインボー

ほがらか企画がスタートして 3 年が過ぎ
ました。現在主な事業である放課後等デイ
サービスびぃーぼに通う、支援学校・学級
69‐47‐7519
等の生徒、30 数名が年間延べ 1900 名以上
通っています。

びぃーぼの子ども・兄妹ダンス

一方ほがらか企画の他の事業や文化企
画に、障害者・福祉関係団体、地域の方々
から沢山のご支援ご協力を頂き、2015 年度
は、会員・賛助会員合わせて 40 名以上と
なり４年目を迎えることが出来ました。

５月２８日（土）1６時～１８時半
武豊町民会館ゆめたろうプラザ
～響きホール～

今回は、この元気で素敵な子どもたちと、
拡がった団体や地域の方々と一緒に“子ど
もも大人もみんなが主人公になって会場
いっぱい歌と踊と大笑いの楽しい劇を企
画しました！

■プログラム■
Ⅰ部
①手話歌 ｄｒｅａｍ☆姫
（映像・生演奏をバックに手話歌など）
②エスポワール・レインボー
（子ども＆職員によるダンス２曲）
③音楽サークル「たまてばこ」
（中高生中心に編成した地域サークル）
④岩瀬よしのり、歌って楽しく！
（企画制作楽大夢主宰）
Ⅱ部
①ほがらか一座による時代劇
（職員による時代劇）
②みんなで歌おう
（子どもたちもステージに上がって）

「手話歌」と生演奏のステージは
～ｄｒｅａｍ☆姫～

全企画に手話通訳・要約筆記が有りました。
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うたって・おどって・大笑い
■総合司会は、武豊観光大使の

武豊乙姫

■エスポワール・レインボー■

牛田有香■

ほがらか企画のびぃーぼに通う子どもと
兄妹・スタッフで結成したのが３月、週
２回の練習を一生懸命してきました！元
気に楽しく踊りました。名前は子どもた
ちが考えた「希望・虹」と言う意味です。

武豊町バリアフ
リーコンサートで
出会い、今回の総
合司会を牛田さん
にお願いしました。
また、今回は武
豊町を通じて「手
話 通 訳 」（ 左 側 ）
「要約筆記」の派遣
を頂き「音で振動をする風船」の設置な
ど、ろう者の方にも楽しんでいただける
よう準備しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■手話歌

ｄｒｅａｍ☆姫■

②「扉を開けて」
メンバーによる
素敵なダンス

ろう者であるボーカルみわさんは、歌の
イメージを大事にしながら、歌詞に込めら
れたメッセージやストーリー性を読み取
り、それを手話表現に込めながら、全身で
みなさんのココロに語りかけることを大
切にされています。更に今回、ほがらか企

３曲目は、
手話歌＋生演奏
＋歌で編成し、

画の生演奏と一緒に創るステージは、今年
２月バリアフリー企画から更に進化をし
ました。

「３６５日の紙飛行機」を発表。
メンバーの皆さんは子育て真っ最中
のお母さんなので、子どもたちも練習
に参加し、本番ステージも一緒に！

「ありのままで」はみわさんの手話歌
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■音楽サークル「たまてばこ」■
昨年もステージで演奏して頂きました。
音楽大好きな若者たちです。
2010 年に、「中高生バンド」として立ち
上げ、2014 年度からは「中高生軽音楽サ
ークル たまてばこ 」として、北山ふれ
あいまつり参加や依頼演奏で活動してい
ます
たまてばこでは、新しい仲間を募集中

■岩瀬よしのり■＆出口大耀くん
1957 年 名古屋生まれ、1973 年（高校
1 年の時）現在のグループの前身「フォ
ークグループ鬼剣舞」を結成。以来コン
サート・作曲・プロデュースなど幅広い
活動を続けており、これまでにステージ
数は 7000 回以上。現在、企画制作 楽大
夢（らぐたいむ）代表
出口くんは、町内中学校の 1 年生、ド
ラムやカホーンが大好きで、プロとのセ
ッション経験もある素敵な少年です。
２部は

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ほがらか企画職員による時代劇
「ほがらか村は今日も晴れ」を公演

子どもたちが、記念行事に向かう中
職員も何かがんばろう！と考え
昨年ハロウインでは、職員の手品
クリスマス会は「ペープサー劇」
とスタッフも挑戦してきた経過か
ら、家族みんなで笑ってもらえる
「時代劇」に挑戦しました。

職員による時代劇のカーテンコール風お礼場面
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内容は「水戸黄門」風の簡単明瞭
時代劇で、最後は「おひねり」も
登場しました。

おやつは
「味の蔵たけとよ」で買いもの！
子どもたちからリクエストのあった、４
月１日オープンの味の蔵たけとよに行っ
てきました。おやつに食べるパンやカステ
ラ等を買いに行きましたが、色々な所を見
てまわる子、サラッと見ていく子等、様々
な姿があり楽しかったです。他春休みは時

子ども達と収穫した新玉ねぎ

間もあるので、クレープやイチゴの白玉団
子等、フルーツを使ったおやつを手作りし
ました。美味しく出来て大満足でした！

楽しみました！春休み！
たくさん遊んだよ！
春休み後半のびぃーぼも楽しく遊びま
した。まずは、新しく購入したキックボー
ドを使い、リレー遊び。始める前にみんな
でルールとコースの確認をしてから競技
を開始。リレーに参加しなかった子は
応援したり観戦をして楽しみました。
他にも砂場でママゴトやブランコ等た
くさん遊びました！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

防災訓練を行いました。
春休み中びぃーぼで防災訓練を行い
ました。今回は火事を想定した訓練。まず、
子供達と一緒に火事が起きた時、どう対応
したらいいのかという話し合いを行いま
した。
学校でしっかり取り組んでいる様で、子
供達の方から、「煙を吸わないように鼻と
口を押さえて避難する」という案や、
「おさない、はしらない、しゃべらない、
もどらない」の「おはしも」といった避難
の仕方も学びました。そして、話し合いで
出たことをみんなで実践し、避難訓練を行
いました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

とても上手に出来た避難訓練でした
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・・・・・・・・
子どももスタッフも今年の目標

ＢｏｋｕＴｕｂｅ
みんなの目標は何かな？
現在びぃーぼ玄関から入り、右手の壁面

あるスタッフの目標だった「イチゴを８

にＢｏｋｕＴｕｂｅを掲示しています。
ＢｏｋｕＴｕｂｅとはびぃーぼでやっ
てみたいことや目標を、自分から発信して
いこうと５月の終わりから、スタッフも一
緒に取り組んでいます。「トランプで遊び

０個収穫」は現在約１００個収穫し、目標
を達成しました。
まだまだイチゴがなっているのでイチ
ゴ収穫の目標はイチゴが大好きな子ども
に引継ぎ、目標を増やして収穫を楽しみに

たい」
「クッキーを作ります」
「イチゴを８
０個収穫します」等、色々なことを自分で
考え書きました。

まっています。

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

＊法人事業報告＊
■愛知県監査室実地指導報告■
５月１９日（木）第４回総会開催
４年目を迎えた法人の節目となる第
４回総会は、町内で 20 年余の実績をも
つ社会福祉法人共生福祉会わっぱ知多
共働事業所所長島田明子氏に「わっぱ知
多共同事業所のとりくみ」をご講演頂き
ました。参加者の利用者お母さんから
は、とても分かり易いお話しだったと好
評でした。
総会は 2015 年度総括・決算、2016 年
方針・予算案の承認を頂きました。
いよいよ３～５年の次期事業計画の
準備が始まります。
＊法人 HP をご覧ください。
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5 月 19 日午後から初めての愛知県総
務課監査指導室による実地指導が行わ
れました。
これは、3 年に１回必ず行われる事
業所指導で、１ヵ月前に連絡があり事
前書類を提出、当日は 2 名の県職員と
１名の町職員が訪れました。
予定より 2 時間長くなりましたが、
普段感じている疑問などに丁寧に応え
て頂き、10 項目ほどの改善点を指導頂
きましたが、その多くは利用者との事
務的な承諾をサインなどで取ると言っ
た内容で、早速利用者の方々には文書
による報告を行いました。

２０１５年度

ほがらか企画事業総括・決算

事業総括（抜粋）
・・・・・・・・・・・・・
更にこのような情勢の中で、昨年４月１
日に厚生労働省社会・援護局から出された
「放課後等デイサービスガイドラインに
ついて」は、２０１５年に約 5.500 ヵ所と、
この１０年で急速に増加した事業所の開
所数と合せ、全国的にその内容や事業運営

２０１５年度事業活動収支決算書
２０１５年４月１日～２０１６年３月 31 日

経常収益

の課題も問われ、「支援の質の向上」を目
的に出された指針です。
その内容は、
「基本的役割」や、
「後方支
援」といった位置づけから、内容、設備、
支援、地域・専門機関連携等といった細か

正・賛会費

98.000

寄付金

247.141

介護報酬

18.184.749

利用者負担金

1.086.916

その他収益

79.655

経常収益

計

19.696.461

人件費

13.152.202

その他経費

5.250.670

経常費用
事業費

な柱建てとなっています。
「指針」が出来たことはとても良い事で
あると思いますが、一方ではそれらを実行
していくためにどのような財政的、人的裏

管理費

付けが必要であるかは明確になっていま
せん。私たち事業者が正に実践をし創り上
げていくことがこれからの大きな課題で
あると思います。
２０１５年度の法人課題は・・・・・・・
・・・新規に取り組んだ家族支援企画、他
の団体とのコラボレーションなど広がり
を持つことができました。
又 2015 年度はより入会し易い会費

人件費

40.337

その他経費

229.997

経常費

計

18.673.206

当期経常増減額

1.023.255

当期正味財産増減額

1.023.255

次期繰越正味財産額

3.887.892

貸借対照表

２０１６年３月 31 日現在

資産の部

改正を行いましたが、その甲斐あっ
て正会員 4 名増の 23 名、賛助会員に
あっては 12 名増の 19 名で、合計 42
名の会員組織となりました。
私たち法人はこれからも、沢山の方
々のご支援ご協力を頂きながら、単に
サービスを拡大するだけではなく、定
款にある「ゆたかな暮らしの実現」を

負債・正味財産の部

現金・預金

3.355.722

未払金

1.078.554

売掛金

3.332.602

短期借入金

2.000.000

預り金
流動資産合

6.688.324

負債の部合計

17.770
3.096.324

計
その他資産
資産合計

めざし、地域が子どもたちを育て、家
族を見守り、更には住民全体が自治力を高
めていくための支援を取り組んでいきた
いと思います。

295.892
6.984.216

正味財産の部合計

負債・正味財産合計

3.887.892
6.984.216

＊尚、資料詳細は当法人ホームページを
ご覧ください

http://www.hogarakakikaku.com
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2016 年度事業方針・予算

２）２０１６年度予算
①２０１５年４月に給付費単価改正が有
りましたが、利用者数の伸び等もあり、２
０１５年度は前年度とほぼ同じ収入とな
った。今年度新しい利用者も増えたことか
ら、昨年平均７名利用を上回る利用者数を
目標にする。
②予算案の中に、「借入金返済」「予備費」
を設け、返済も含めた予算づくりや新規事

１）基本方針
特定非営利活動法人ほがらか企画は、お
おむね０歳から１８歳を対象に、育ちの不
安・遅れのある子どもとその家族や、障害
のある子どもとその家族等を対象に、地域
における子育て・療育・余暇・文化活動等
の支援を行う。また、関係機関との連携・
地域住民との参画や啓発を通し、誰もが身
近な地域で、安心・安全・楽しくゆたかに
暮らし、一人一人のほがらかな笑顔輝く地
域社会の実現に寄与することを目的とし
て事業を実施する。

業計画に対応できるようにした。
また、２０１８年度４月オープンを目指
す事業準備資金の目的で２０１６・１７年
度正味財産を増やしていく。

①児童福祉法に基づく
障害児通所支援事業
■放課後等デイサービス びぃーぼ
■保育所等訪問支援 らるご

２０１６年度事業活動予算
２０１６年４月１日～２０１７年３月 31 日

経常収益

・らるごは地域の社会資源の状況と法人
の将来計画課題から、事業継続の有無に
ついて年度内で検討していく。
②文化活動等による障害児者支援事業
■5/28 創立３周年記念事業：子どもたち
の参加型コンサートとプロによるコン
サート企画
■7/2 と 8/20 山海海水浴場家族企画
■町内及び近隣の手をつなぐ育成会等の

正・賛会費

105.000

寄付金

38.000

介護報酬

18.500.000

利用者負担金

1.100.000

その他収益

1.200

経常収益

計

19.744.200

人件費

12.775.000

その他経費

4.873.100

経常費用
事業費

クリスマスコンサート企画制作
③その他、この法人の目的を達成するため
の事業
・ほがらか企画短期中期将来計画委員会
＊具体的には２０１８年４月オープンを
目指した就労支援事業所の準備。学習会
や事業所見学など、県担当課に相談しな
がら進める。

管理費
人件費

0

その他経費

866.000

経常費
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計

18.514.100

当期経常増減額

1.230.100

当期正味財産増減額

1.230.100

次期繰越正味財産額

5.117.992

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
■愛知県の実地指導報告（抜粋）■

・15 日職員会議
武豊町教育支援委員会実務者会議
・16 日社労士打合せ

・重要事項説明書の一部内容追記
・個別支援計画利用者同意日記載
・町担当課へ契約・変更届
・新規アセスメントシート作成
・ケース検討等同意書新規作成

・18 日愛知県集団指導
バリアフリーコラボまとめ会議
・23 日～24・25・26・28・29
びぃーぼ避難訓練
税理士打合せ
・24 日創立記念企画打合せエンドゴール

＊既に利用者保護者との承諾を得てい
る書類についての変更等が有りました。

・25 日ボランティア受入
・28 日武豊町社会福祉協議会評議会
4月

■協力医療機関協定を 2016 年 5 月 31 日

・1 日新年度準備

下記医院と結びました。

わたなべ小児科

院長

山海公民館申込申請
・2 日職員会議・新年度準備 ・

渡邊次夫医師

・13 日愛知県加算申請

（武豊町長宗 2-43）

・14 日南知多町 NEWS 開所お祝い
・18 日社労士打合せ

よろしくおねがい
いたします。

放課後デイ連絡会
事業所借家契約更新
・20 日税理士打合せ
・27 日ゆめぷら打合せ
町内中学校支援学級担任見学

3-5 月ほがらか活動報告

・28 日ふれあい名古屋打合せ
創立記念打合せ

3月
・4-5 日ほがらか高校生合宿

5月

常滑イオン買い物食事

・1 日山海公民館申込申請

・7 日放課後デイ連絡会主催サロン

・3 日創立記念準備

・8 日武豊町手をつなぐ育成会会議

・7 日ほがらかハート展準備 中央公民館

・9 日利用者ケース会議

県監査資料発送

・10 日 4 年学生スタッフ送る会会食

・9 日職員会議カリキュラム

半田わたぼうし

・10 日愛知県事業所・地域支援 G へ相談

子どもたちと 4 年学生送る会

武豊町教育支援委員会実務者会議

・13 日武豊町ふくしまつり

・11 日法人監事監査

・14 日ほがらかハート展準備

創立記念企画打合せエンドゴール

大垣共立銀行半田支店

・12 日総会講師島田さん打合せ
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・17 日事業所見学 2 名

・23 日ボランティア交流会について

・18 日武豊町手をつなぐ育成会総会

・24 日職員会議

・19 日第 4 回法人総会・学習会

・25 日創立記念スタッフ打合せ

愛知県総務課監査指導室実地指導

・27 日福祉大サービスラーニング打合せ

創立記念企画歌練習

・28 日法人創立 3 周年記念企画

・20 日愛知県集団指導

・31 日協力医療機関申入れ

・22 日大阪市杉・五兵衛見学（循環農法）

２０１６年度会員更新について
～会員・賛助会員継続、新規入会のお願い～
ＮＰＯ法人ほがらか企画の会員と賛助会員の違いは、
正会員の方は、定款第５章２２条の「総会参加権」の有無です。会員の方は総会に
参加いただき（委任状も可能）、会の運営や方針について直接ご意見等いた
だき決議にも参加いただけます。是非継続、及び賛助会員からの変更等お
願いいたします。

年会費３.０００円

賛助会員の方は、総会決議には参加いただけませんが、事務局通信を毎回お送りし、
会の活動や情報を知っていただきます。遠方であったり、なかなか参加で
きないけれども、様々なご支援、ご協力いただける方は是非、継続、新規
賛助会員をお願いいたします。 年会費１.０００円
振 込 先
①ゆうちょ銀行
加入者名

振替口座記号番号

特定非営利活動法人

００８３０－９－１８３３２０
ほがらか企画

②他銀行等からゆうちょ銀行への振込用口座番号（振込手数料同上）
ゆうちょ銀行 振替口座店名 ０八九店（０８９）
口座番号：当座０１８３３２０ 加入者名：特定非営利活動法人ほがらか企画
③銀行からの振込み 口座番号（振込手数料同上）
銀行名 大垣共立銀行 支店名・番号 半田支店・普通・９２２５２
加入者名：定非営利活動法人 ほがらか企画
理事長 山本 憲司
カタカナ省略の場合

トクヒ）ホガラカキカク

以上、今年もご支援ご協力よろしくお願いいたします。
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法人これからの予定

「海はともだち、山海ほがらか家族研修」

■主 催：NPO 法人ほがらか企画
共 催：SURFER’S TOY
■場 所：山海公民館と山海海水浴場
■時 間：１０時～１４時
■対象者：びぃーぼ利用者ご家族・南知多

昨年の「山」から「地元の海」企画です。
山海サーフィンプロショップＴＯＹさん
のご協力で「本格的海あそび」のサップ・
貝殻アート等家族で楽しく体験・海につい
ての安全学習も行います。

手をつなぐ育成会他１０組程度
■費 用：参加費は無料
（ワークショップ一部実費）
■スタッフ等：TOY スタッフ・ほがらか企
画職員・ボランティア等

■7 月 2 日(土)・8 月 20 日（土）■
やまみ

地元山海海水浴場で

遊んじゃいましょう！！

・・・皆様へおねがい・・・・・・
・日用品やおもちゃ・絵本等のご寄付をお願いします。

子どもたちが生活する場に必要な品々が揃ってきま
したが、タオル、食器、おもちゃ、絵本等ございまし
たら、是非、ご連絡ください。（山本）

感謝・お礼
■３月１日～５月末までのご支援・ご協力下さった
方々のご芳名を掲載し、報告・お礼とさせて頂きます。
（順不同・敬称略）
・柴田明男・齋藤泰隆・岩瀬靖志・久野遥雅・伊賀善則
・匿名ほか

・・・ありがとうございました・・・
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