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５月４日（木）ほがらか畑交流会は
60 名以上の参加者で大成功！
会

５月４日（木）に行った「第一回ほがらか畑交流会」は
ほがらか企画やびぃーぼの利用者、兄弟姉妹、ご家族、
会員等６０名、地域や支援者など合わせ６６名の参加で
69‐47‐7519
取り組むことが出来ました。
そして天気もまずまず、風もあり最高の草取り日和と
なりました。
また、途中取れたてトマトの差し入れや、注文した
「パン研さんのおみそぱん」も休憩時間に参加者で美味し
く頂きました。
今回はなんといっても、初めての企画で、テントやトイレ設営、駐車場の誘導など、
スタッフだけでは対応できない準備や運営を、利用者のお父さん５名が手伝ってくださり、
事故ケガもなく、楽しく、また沢山の草取り
石拾い等が出来ました。
参加者のご家族は勿論、ご支援、ご協力下
さった皆様本当にありがとうございました。

「ほがらか畑」とは、
２０１９年４月オープンを目指して昨年
より準備を進めている、
「農業と福祉」の施
設づくりを予定している、武豊町内にある
1,000 坪の借地畑の呼び名です。
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放課後等デイサービス

また書道を取り組むにあたり、
「ほが
らかハート展」という明確な目標を設
定して、そこに向かって取り組みを行
いました。更に「ハート展」は子ども
の作品を地域の中に拡げていき、びぃ
ーぼのことを知る機会にもしていく目
標を持ちました。

びぃーぼ
だより

２）書道に向けての準備・目標として、
①書道を通して書く、描く楽しみを経

「ほがらかハート展」
（書道展）

験する。
②新しいことに挑戦する機会を作る。
③目と手の協応動作の能力を育む。
この３点をねらいに掲げ実践を取り
組むことを職員会議で確認し、準備を
始め、書道経験者の職員と３年目の個
別課題を確認し、各曜日職員に周知を
行い取り組みました。
１月中旬から３月中旬まで約２カ月

3 年目の実践
１）書道をはじめた経過
それは、びぃーぼが開所してから２
年目の冬期、軸となる取り組みを考え
る所からはじまりました。夏季やハロ
ウィン、クリスマスは遊びや生活に重
点を置いた行事が多くありましたので、
そこで冬季の取り組みでは、学習面で
も進めていこうと「書道」を取り入れ
ました。

の取組み後、３月下旬から４月中旬に
かけて、大垣共立銀行（半田市）と武
豊町中央公民館で、それぞれ２週間ほ
ど展示を行いました。

A さんの 3 年間
１年目は墨の素材に抵抗があった A さんも、墨を使いこなし、作品作りへの意欲
が３年目の作品に現れ、力強い作品が完成しました。
課題
墨の素材に慣
１年目
2014

２年目
2015

３年目
2016

様子
墨汁で汚れることに抵

作品
ハート展の題字を書く。

れる、墨や画
抗があったが、職員との 題字制作責任者に任命され
材、筆を使って 関係性の中で上着を着
やる気になった。
書く、
て書く。
どう書くか自
分で決める。

墨を磨ることに興味を
持ちそこから書き始め
る。

自分で作品作
りを行う。

職員と相談してどう作
品作りを行うか決めて

記号を書
きその後

取り組む。

字を書き
ました
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自分の名前を書く。

３）展示会場風景と感想ノート紹介
大垣共立銀行半田支店の展示準備は
子どもたちと一緒に行いました。

約
2 週間の展示風景

武豊町中央公民館の展示風景
約１０日間の展示
（会場設置の感想ノートより抜粋）
■素敵な作品に心ひかれました。
のびのびと楽しんで書く姿が目に浮かぶようです。
■とてもユニークで面白い字等で見せてもらって楽しくなりました。夢がありますね。
■孫に誘われて一緒に見に来ました。自慢げに僕のがあると教えてくれました。展示会
を見に来るのを楽しみにしていました。
■卒園した子どもさんの生き生きした作品にとてもワクワクして観させて頂きました。
一人一人の好きな物、個性が光っていました。ありがとうございました。・・・・
■習字を習っていますが（６８才）字の大きさ、字の太さ、字の真っ直ぐさなんてあま
り考えなくても“いいな”と思えて来ました。
■毎年楽しみにしています。それぞれの子どもが、好きなことを大切にしてもらってい
ることが作品の中から伝わってきます。
■今年も見に来ました。いっぱい書いて、つづり風になったり、楽しいイラストもあっ
たり良かったです。
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BokuTube の更新をはじめました！
昨年度から始めた BokuTube を新
年度になり更新を始めました。
前回はびぃーぼでやりたいことや、
やってみたいことを中心に発信しま
したが、今回は新年度ということもあ
り「自分の好きなこと」を中心に自己

BokuTube とは、
びぃーぼの子どもたちやスタッフが
「自分の事を紹介したり、目標などを
みんなに発信する」掲示板です。

紹介カードとして使います。
うたやダンス、アニメやゲーム等い
ろいろ好きなことを自分で決めて更
新しています。
また、５月末に各曜日で取り組んだ
後は、
「びぃーぼでやりたいこと、や
ってみたいこと」を中心にした
BokuTube に更新していこうと考え
ています。

各曜日で「子ども・スタッフ交流会」！
新年度が始まって２カ月が経ちました。
新一年生や新しい友だちも増え、現在登録は３６名になり、スタッフも５名
加わり、各曜日の子どもとスタッフ集団も生活や場に慣れてきたところです。
そこで、みんなのことを知る場として各曜日交流会を開きました。
はじめに楽しい交流会の名前を決めましが、それぞれの曜日で奇抜な名前案が
出ました。例えば、酉年なので「にわとり交流会」や子ども達の好きなキャラ
クター「クマもん交流会」等、とってもユニークな名前になりました。
交流会の内容は、自己紹介と質問タイム、
歌やダンスの発表、ビンゴやまとあて等の
ゲームをして楽しみました。

中学生から希望が出たフォークダンス
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＊法人事業報告

また、６月には「第１回販売農家体
験研修」にも参加して、今後の大豆づ
くりについて学びました。

畑づくり（ほがらか畑）は
＊
オレンジのツナギで畑仕事をしています 。
今年の２月から少しずつ耕してきた
「ほがらか畑」も４カ月が過ぎました。

７月には「大豆種まき」
これから、またほがらか畑の草刈・
ゴミ拾い、耕作、種植え等行います。
これからが本番で、草刈り機の使用、
農薬、肥料なども使用します。

この間、行政を始め、地域の方、関
係者の方々から指導・援助頂き、
「大豆
耕作」に向け準備が進んでいます。

よろしくお願いいたします。

５月１８日（木）第５回総会開催しました。
いよいよ５年目を迎える法人の節目となる第５回総会は、
昨年の第４回総会のわっぱ知多共働事業所の講演から１年の成果と、法人
研修で見学に行った「社会福祉法人アンサンブル（長野県）」の研修報告と
「第２期ほがらか事業計画」の内容やそれに伴う定款変更等についての内容
でした。
事業経過では、特に借地が見つかるまでのエピソードや、今年度がとても
大きな節目になる事、「募金活動」についての説明を行いました。
また総会は 2016 年度総括・決算、2017 年方針・予算案の承認を頂きま
した。
＊詳しくは法人 HP をご覧ください。
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２０１６年度

ほがらか企画事業総括・決算

事業総括（抜粋）
・・・・・・・・・・・・・

２０１６年度事業活動収支決算書
２０１６年４月１日～２０１７年３月 31 日

このような社会資源の増加の中で、
私たち法人では２０１６年度４年目を
迎える６月前に、事業所開始から初めて
の愛知県監査指導室による実地指導が行
われました。

経常収益

監査は３年に１度行われるもので、特
には実務関係書類の指導を中心に実施、
全体的に利用者への周知や確認を各書類
について取るなど、実務的な点を中心に
指導がありました。
また、監査は午後行われ、利用者の元
気にあそぶ姿も見てもらいことが出来、
その姿などから、日頃の内容についても
良い評価を受けました。監査の最後に法

正・賛会費

101,000

寄付金

214,130

介護報酬

20,577,365

利用者負担金

1,395,007

その他収益

88,096

経常収益

計

22,375,598

人件費

14,156,430

その他経費

5,358,072

経常費用
事業費

管理費

人からは前述の「教員の児童指導員資格」
などについて意見をだしました。

人件費

0

その他経費

45,807

経常費

２０１６年度の大きな課題の一つであ
る「第２期ほがらか事業計画」推進につ
いては、６月より武豊町福祉課・産業課
と法人の三者会議を継続的にもち現在に
至っておりますが、各課担当者から様々
な助言や提案などもいただき、２０１９

計

19,560,309

当期経常増減額

2,815,289

当期正味財産増減額

2,815,289

次期繰越正味財産額

6,703,181

貸借対照表

２０１７年３月 31 日現在

資産の部
現金・預金

年４月オープンへ向けた準備が進んでい
ます。
このように２０１６年度は、事業所の
新たな実践として、将来計画への展望を
持ちながら、地域や関係団体、行政など
からたくさんのご支援ご協力をいただき、
あらためて「法人の思い」を整理できた
と思います。

売掛金

負債・正味財産の部

4,803,630

未払金

1,434,511

3,827,287

短期借入金

1,000,000

預り金
流動資産

8,630,917

負債の部合計

75,060
2,509,571

合計
その他資

581,835

正味財産の部合計

6,703,181

産
資産合計

9,212,752

負債・正味財産合計

9,212,752

＊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
又は、NPO 法人ほがらか企画で検索
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2017 年度事業方針・予算

２）２０１７年度予算
①２０１６年度は平日と特に長期休暇の
利用が伸びたため、年間延べ 2.200 人
余の利用となりましたが、２０１７年
度の利用者登録数はほぼ変わらないた
め、利用収入も大きくは変動しないと
見込まれる。
②2017 年度予算案では、年度後半期から
本格化する新規事業の準備のための資
金（建設までの手続き等準備費用）に

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。

向けた予算組が必要となり、概算で
150 万円をその他経費に計上する。こ
れについては中間決算の状況を見なが
ら新規借入も含め検討を行う。

以上の基本方針を基に、
放課後等デイサービスびぃーぼでは、
２０１７年度新規利用希望者の中で、保
護者の方が送って来た時に、
「スタッフと

２０１７年度事業活動予算

話が出来る」事を希望の一つに利用を考
えたという方が何人かいました。
放課後デイの一般的な学校送迎サービ
スから見ると、ほがらか企画の「父母に
よる送り」は、利用し難い要因かもしれ
ませんが、利便性だけではなく、
「父母と
の日常的なコミュニケーション」と言う
「大切にしたいこと」を「必要とする父
母」に支援することを大切に、事業を取

２０１７年４月１日～２０１８年３月 31 日

経常収益
正・賛会費

105,000

寄付金

520,000

介護報酬

20,500,000

利用者負担金

1,200,000

その他収益

1,200

経常収益

計

22,326,200

人件費

13,950,000

その他経費

5,163,600

経常費用

り組んでいきたいと思います。
また、法人将来計画の「第 2 期ほがら
か事業計画」に基づく定款の変更を行い、
「農業と福祉」の事業も加えた、今後の
法人事業方針を定める。
以上の課題から、
①児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
②文化活動等による障害児者支援事業
③その他、この法人の目的を達成するた

事業費

管理費
人件費

0

その他経費

1,856,000

経常費

めの事業
④第２期ほがらか事業企画推進
を取り組む。
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計

20,969,600

当期経常増減額

1,356,600

当期正味財産増減額

1,356,600

次期繰越正味財産額

8,059,781

2-5 月ほがらか活動報告

４月

・2 日子ども部会
・5 日 dream☆姫練習
・6 日知多南部放課後デイ連絡会
・7 日カリキュラム会議
・10 日町議会議員訪問・相談
バリアフリーコラボ会議
・11 日 dream☆姫練習

・1 日山海公民館申込
・3 日カリキュラム・準備
・4 日びぃーぼ開始
・6 日大足地区公職者見学（社協）
子育て支援課職員見学
・7 日ほがらかハート展 OKG 最終日
・11 日カリキュラム・ゆめプラ申請
・13 日山海里山
・14 日税理士決算打合せ

・12 日知多半島春の音楽祭 dream☆姫
・14 日中山区長へ訪問
・15 日武豊町農業委員聞取り
・16 日武豊町福祉課聞取り
税理士打合せ
・17 日知多南部放課後デイ交流会
エンドゴール打合せ
・19 日イオン常滑 dream☆姫
・20 日社労士打合せ

・15 日利用者父母相談
・17 日利用者父母相談
バリアフリー会議
・18 日ほがらかハート展公民会準備
スタッフ打合せ
農業指導打合せ
・19 日脱穀機寄付（伊勢）
・20 日放課後デイ
・21～22 日アンサンブル見学研修

・21 日保健センターケース会議
・23 日武豊町部会
・25 日武豊町手をつなぐ育成会餅つき

（長野県）
・24 日ほがらか畑関係借地相談
・25 日利用者ケース会議（武中）
・27 日ほがらか通信配布
・28 日ほがらかハート展片付け

２月

３月

・1 日カリキュラム会議・見学者
・3-4 日高校生合宿
・6 日４年生を送る会職員
〃子どもたちの送る会

５月

・2 日山海公民館申込
・3 日家族交流会準備

・7 日武豊町教育支援員会実務者会議
・12 日武豊町社協ふくしまつり
dream☆姫練習
・14 日ほがらか畑契約
・16 日農業指導契約
・17 日設計士打合せ
・18 日バリアフリー準備
・19 日バリアフリーコラボレーション
・21 日社労士打合せ

・4 日ほがらか畑家族交流会
・9 日武豊町教育支援員会実務者会議
・10 日税理士打合せ
法人監事監査
・11 日愛知県集団指導
・12 日第２回理事会
・17 日子ども部会
・18 日法人総会（地域交流センター）
・19 日社労士打合せ

・22 日愛知県集団指導
・23 日ほがらかハート展 OKB 準備
・31～4/3 日新年度準備

・21 日 dream☆姫練習
・22 日武豊町手をつなぐ育成会総会
・23 日個別支援計画懇談
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法人今後の予定
７月１日（土）ゆめプラ響ホール＆ほがらか畑にて！
マゴソスクール支援コンサート＆「ほがらか畑」大豆種まき
一昨年沢山の参加者で楽しい音楽・ダンス、そしてアフリカケニアのスラム街で
生きる子ども達の話を聞き、募金を取り組んだ企画の第２弾です。
今回は２部で「ほがらか畑」に移動し、大豆種まきとミニコンサートを行います

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

７月２２日（土）・８月１２日（土）

今年も山海・家族海水浴企画

昨年は７月８月の２回、延べ８０人余りの参加で楽しんだ「山海・家族海水浴」
を今年も行います。

感謝・お礼・・・・・・・・・・・・・・・・・
■２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）
・加藤貴愛・大橋亜希・柴田千愛・増元治恵美・田中伊紀子・清水哲也
・新宅光義・新原由子・冨田千夏・岡野久治・久野遥雅・増本広寿
・松野繁雄・匿名・他

・・・・・・・・・・・・・・ありがとうございました・・・

・・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
また、「ほがらか畑」では、脱穀機・農機具等を探してい
ます。
以上ございましたら、是非、ご連絡ください。（山本）
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２０１７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
■正・賛助会員はほがらか通信等の季刊誌発送と法人企画の無料ご招待等特典
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
振 込 先
①ゆうちょ銀行 振替口座記号番号 ００８３０－９－１８３３２０
加入者名
特定非営利活動法人 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 半田支店・普通・９２２５２
加入者名：特定非営利活動法人 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
銀行名 JA バンク あいち知多農業協同組合 武豊支店
普通・００３８７５８
加入者名：特定非営利活動法人 ほがらか企画
理事長

山本

憲司

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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