
社会福祉法人 望月悠玄福祉会 広報誌

令和４年６月３０日発行

笑顔広がる毎日を目指して

“佐久市瀬戸の菜の花畑で撮影しました”



新規 就労継続支援B型事業所 ワークハウスかすが

7月1日オープン！

望月悠玄福祉会は、障がい福祉サービスにおいて、障がい者の働く場所とな

るワークハウス牧を平成17年に知的障害者通所授産施設として開所しました。
現在も、経済的な自立に向けての支援を目指す就労継続支援Ｂ型事業所とし

て、通所利用者が積極的にチャレンジできるように多種多様な作業種を提供

し、工賃アップを目標に取り組んでいます。

令和3年度障害福祉サービス等報酬体系の変更と利用者及び家族のニーズ等
を踏まえ、さらに1ヶ所の就労継続支援Ｂ型事業所の新規開所をしました。
ワークハウスかすがは個々の利用者の特性やペースに配慮した、多様な働く

意欲に応える事業所を目指します。
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ワークハウスかすが
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講義を受けた生徒さんから・・・

　　やりがいはどんな時に感じますか

　　大変さを感じる時は？等

熱心に耳を傾けていただきました。

NO 商品名 価格 10％OFF（税込） memo
1 紅玉ジャム260ｇ×2本 1,300  1,170     
2 ふじジャム260ｇ×2本 1,300  1,170     
3 紅玉ジャム260ｇ×１本＋ふじジャム260ｇ×１本 1,300  1,170     
4 ふじジャム170ｇ×2本 1,100  990       
5 とまとドレッシング×2本 1,200  1,080     
6 人参ドレッシング×2本 1,200  1,080     
7 とまとドレッシング×1本＋人参ドレッシング×1本 1,200  1,080     
8 とまとドレッシング×1本＋ふじジャム170ｇ×2本 1,650  1,485     
9 人参ドレッシング×1本＋ふじジャム170ｇ×2本 1,650  1,485     
10 ワークハウス牧おすすめ５点セット 2,950  2,655     

・とまとドレッシング×2本・人参ドレッシング×1本
・紅玉ジャム260ｇ×1本・ふじジャム260ｇ×1本

※上記以外の組合せもＯＫ。ワークハウス牧までお問い合わせください。

ワークハウス牧

佐久平総合技術高等学校にて開催された企業説明会で法人理念及び

ワークハウス牧の事業内容についてプレゼンテーションを行ってきました。

問い合わせ先 就労継続支援B型事業所ワークハウス牧

電話：0267‐53‐6352 担当：中山 ・ 林



養護老人ホーム 佐久良荘

今年度より、「社会福祉法人 望月悠玄福祉会」が指定管理者となりました。

地域に根ざした施設づくりを目指しますので、今後ともよろしくお願いいた

します。 職員一同

利用者様に採っていただいたヨモギ

でお餅を作りました。

皆さんとてもおいしそうに召し上

がっていました。

荘での活動

東御市文化会館バラ園にて



利用者様同士で

将棋を指したり

各々ゆったりとした時間を過ごされています。

日常の風景

時にはお買い物を

楽しんだりと

荘周辺を

お散歩したり

移動販売「みんなのご近所さん」にて



駒の夏はイベント満載です。ご利用者様からはいつも以上の笑顔がみられ、これからも新しいイベントを考え、楽しい時間を過ごして頂けるよう職員も盛り上げていきます！！

結いの家にある事務所内にて4名の介
護支援専門員により、地域の皆様から
の福祉・介護相談に柔軟に対応出来る
体制となっております。新規のご相談
等随時受け付けさせていただきます。
何か困りごとがありましたらお気軽に
下記までお問い合わせ下さい。

電話　0267-54-7090

4月から新しい職員が加わり新体制でスタート
しました。熟練の職員で取り組んでいます。
ご利用者様と一緒に笑ったり悩んだりし、
ご希望に応えながら心遣いを第一に
日々の生活に寄り添った援助を
モットーに頑張っています。

電話　　0267-54-8076

特別養護老人ホーム 結いの家

台湾人留学生 2名(介護福祉士)

インドネシアからの技能実習生 3名

4月より、特別養護老人ホームでは5名の

外国人人材をお迎えしました。

この春に短大を卒業され、介護福祉士の

資格を取得された台湾からの留学生2名と、

技能実習制度を活用してインドネシアより来日

された技能実習生3名です。

入所者様の生活を支えるために頑張っていた

だきます。よろしくお願いいたします。

【地域の皆様へお願い】

結いの家では、入所者様の

支援で古布を使用しています。

ご自宅で使わなくなった

タオル等がございましたら

お譲りいただけると幸いです。

※ 洗濯済みで汚れがないもので

お願いいたします。

居宅介護支援事業所 望月ホームヘルパーステーション結い



望月デイサービスセンター結い

利用者さんのお宅へ柏の

葉を採りに行き、柏餅作

りをしました

季節の花を見ると、皆さ

ん、とっても嬉しそう♡

ヨモギを摘んで草

餅作りヽ(^o^)丿

「てるてる坊主、てる坊主～明日天気にし

ておくれ～♪」うっとうしい梅雨の時期も

楽しみを見つけると、気持ちが晴れます。

(^○^)

食べるだけでは、

もったいない。

立派なタケノコ

は、描いても楽

しみます！

うちの畑

の柏の葉

を使うと、

美味いな

あ～

久しぶり

に書いた

なあ・・・

待ちに待った季節。

時季の花を見たり、

旬の食材を味わい、

季節の移り変わりを

感じています。毎日、

楽しみを持ちながら

過ごしています。

可愛い

傘でしょ



 

５月16日に布施屋は６周年を迎えました。

皆様いきいきと過ごされていて、笑顔が絶えない毎日です。

これからも利用者様中心に、楽しく生活できるように支援を

していきますので、今後とも布施屋をよろしくお願い致します。

布施屋 職員一同



カフェひまわり畑

布施屋をご利用の利用者様の畑にイチゴを採りに行かせていただきました。

利用者様皆さんで手際よくヘタ取りをして頂き、あっという間にたくさんのジャム

が出来ました。次の日にいちごのケーキを皆さんで美味しくいただきました。

～地域の皆様が気楽に集える、地域コミュニティカフェです～

珈琲焙煎工房2+1のこだわり抜いた自家製珈琲豆を使用し、ご注文を受けてから豆

を挽き、丁寧に淹れています。素材にこだわった手作りケーキと一緒にいかがですか。

Cafeひまわり畑でゆっくりとした時間をお過ごしください♪

珈琲豆の販売も行っていますので、スタッフにお声掛けください。



軽費老人ホーム 望月 悠玄荘

望月デイサービスセンター駒

デイサービスカフェ開店

詠司マスターのカフェは

とても好評でした(*^。^*)
利用者様からは、次回はいつだい？

次は何してくれるんだい？？

…と、楽しみにされています。

来月は駒亭になります。

春の駒カフェ

ゆ
う
ち
ゃ
ん

悠玄荘では、今年から市民農園ならぬ

「利用者農園」 開催しています！

個性的な畑、協力しながら

楽しんでまーす！！

雨が多いからなー今年は。

草が元気だこと！！

ゲートボール場の整備もみ

んなで頑張ります。

ありがとうございま

す！！

毎月、お誕生

日さんをお祝

いします。お

めでとう ござ

います。

ますます

お元気で！

コロナもひと段落…。

みんなでドライブ、バラの見学です。 いい香

り—！！ 見ごろの花に囲まれました。



（単位：千円）
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

サービス活動収益計(1) 756,851 715,077 41,774
サービス活動費用計(2) 721,290 715,484 5,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 35,561 △ 407 35,968
サービス活動外収益計(4) 9,216 9,935 △ 719
サービス活動外費用計(5) 1,791 1,897 △ 106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 7,426 8,038 △ 613
経常増減差額(7)=(3)+(6) 42,987 7,632 35,355
特別収益計(8) 1,560 9,025 △ 7,465
特別費用計(9) 1,560 9,025 △ 7,465
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 42,987 7,632 35,355
前期繰越活動増減差額(12) 621,441 612,109 9,332
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 664,428 619,741 44,687
その他の積立金取崩額(14) 343,100 344,800 △ 1,700
その他の積立金積立額(15) 343,100 343,100 0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15) 664,428 621,441 42,987

（単位：千円）
勘定科目 当年度末 前年度末 勘定科目 当年度末 前年度末

443,837 367,784 67,218 62,484
905,455 943,812 30,938 29,806
476,259 512,316 負債の部合計 98,156 92,291
429,195 431,496 156,217 156,217

87,391 98,549
343,100 343,100
664,428 621,441
42,987 7,632

1,251,135 1,219,306
1,349,291 1,311,596 1,349,291 1,311,596

事業活動計算書　（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日　

貸借対照表　令和4年3月31日現在　

基本財産

その他の固定資産 基本金

流動資産

固定資産

流動負債

固定負債

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

その他の積立金

令和３年度決算報告

事業経営報告

❖令和３年度決算は、各事業所の創意工夫と全職員の努力の結果、全体では大き

く収入を伸ばすことができました。特に、特別養護老人ホーム結いの家、望月デ

イサービスセンター駒、望月ホームヘルパーステーション結いの稼働率が伸び、

昨年度と比較し、より地域の福祉ニーズに応えることができました。

❖全国的に介護人材の不足が報じられておりますが、当法人でも人材の定着、採

用に大変苦労した年でした。令和４年度は人材の定着率を高めるとともに人材育

成を図り、サービスの質の向上につながるよう研修会の開催等の各種施策を実施

します。

❖新型コロナもなかなか終息せず、また諸物価が高騰するなど、法人を取り巻く

環境は厳しさを増しておりますが、令和４年度も精一杯頑張ります。



☆令和４年度を迎え、早３か月が経ちました。法人では４月より養護老人ホーム佐久良荘の

指定管理を受け新たにあゆみだしました。

まだまだ新型コロナの感染者数も下げ止まりの状態ですが、ウイズコロナで感染対策を適

切に行い、社会経済活動も進めていきましょう。利用者様の笑顔がいっぱい見られますよう

に・・・。今年度もよろしくお願いします。

編集委員 :竹内 晃 中山哲也 佐々木岳 大塚いち子

荻原和章 三浦賢一 牛澤佑子 春原航汰 羽田絹子

ご寄付

〇望月デイサービスセンター駒

野菜各種・果物各種・お米・オムツ一式 匿名希望者様

〇布施屋 筍・ふき・大根・うど・白菜・ジャガイモ・ブルーベリー 匿名希望者様

※ご寄付いただきありがとうございました。

〒384-2203 佐久市布施７６９－１ ℡ 0267-７８－５１３１ （代）

fax 0267-７８-5132

◇発行：望月悠玄福祉会 ☆ホームページ ：望月悠玄福祉会で検索
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地域支援事業

自分ではどのような運動したらいいのかわからない。

そんな方一度専門家の指導を受けてみてはいかがで

しょうか。

体の動き、硬さを見てあなたに必要な運動を提供しま

す。

運動を習慣化するためにあさ・ひる・ばん体操を

生活の中に取り入れてみましょう。

大きいサイズ（A3）は結いの家事務所にあります。

気になる方は下記番号までご連絡ください。

問い合わせ：地域支援事業所 電話番号 070-4315-1070 担当 理学療法士 梅香


