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すまいる
社会福祉法人みどり自由学園

平成28年3月発行

編集者中野智行
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ご挨拶 理事長堀川 清

「子どもは社会の宝です」が、私達みどり自由学園の全職員の心からの思いです。その気持ちで、

一人一人の子ども(宝)をその特質(性格や能力〉に合わせて育てる(磨く)ことが、私達の喜びです。

学校や医療・行政機関そしてスーパーやお庖の人々、それにご近所の住民の方々の暖かいまなざし

で、子ども達は「愛されていることを知り、愛することができる」人間に成長します。

昭和25年(1950)以来この地にあって、みどり自由学園は多くの子ども達をいつくしんでfきました。

これからも新しい時代に沿った「子どもの家」として、歩んで参ります。

このささやかな広報紙「すまいる」が少しでも、みどり自由学園の働きを理解して下さる一助に

なることを願っています。

食事を食べているコンテストにおきまして最優秀に選ばれました「すいか」

-みどり自由学園の近況 施設長中野智行

圏内のオールユニット化が平成26年度に完成し、 27年度は外出し小規模美の家を始めました。今

年度は10月に卒園児童やこれから卒業を迎える児童の自立支援の一助となるように自立支援棟つく

しを整備しました。現在は本園を高機能化し、一時保護児童の受入整備事業を行っています。また、

29年 4月より松阪市に地域小規模児童養護施設(美鈴の家)を開所に向けて準備を進めています。

また、 28年 4月からは改正社会福祉法の趣旨に沿って、地域支援としてみどりつ子広場(未就園児

童への園庭解放)、子ども食堂(のびすく松井塾と提携)を進めて参ります。
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本国のユニット紹介

なでしこグループは、女の子 5人小学校高学

年から高校生までの子達が一緒に生活していま

す。なでしこグループのょいところは、リビン

グにいるときはみんなでワイワイ元気に過ごせ、

また、一人部屋で落ち着いて過ごすこともでき

るところです。さらに、子どもたちが配膳の準

備を自発的に手伝ってくれるところがとっても

素敵です!

コスモスグループは、男の子 2名、女の子 4

名の幼児 6人で生活しています。晴れの日は園

庭で、雨の日は室内でも毎日小さな体をめいっ

ぱい動かしながら遊び、時には喧嘩で大泣きも

あり…。元気いっぱいの 6人を、10月から新た

に職員を 1名加え職員4人で見守っています。

たんぽぽグループは、小学生男児 6人で構成

されているグループです。走るのが大好き、踊

るのが大好き、おやつが大好き、みんなでいる

のが大好きな元気いっぱいの男の子グループで

す。夏は川にキャンプヘ行ったり、県外に日帰

り旅行に行ったりと、休む事を知らない僕たち

は、勉強も頑張りながら、毎日這しく成長して

います。
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ひまわりグループは、小学生高学年・中学生・

高校生の男子 5名のユニットです。「より家庭的

な食卓」を目指し、子ども達の希望も出来る限

り取り入れながら、買い出しから調理まで職員

が日々奮闘しています。お年頃の子ども達には、

時々ドキドキ・ハラハラさせられますが、成長

していく姿を実感できることが楽しいです。バ

イトや部活で忙しい高校生がいるのでなかなか

全員揃って食卓を囲むことはできませんが大変

食欲旺盛な 5人の子ども達のニーズに応えられ

るよう財布の中身と相談しながら 3名の職員で

支援しています。

分園のユニット紹介

美の家は小学生

4人、幼児さん

2人のグループ

です。外で遊ぶ

のが大好きで、

食欲旺盛!毎日

おかわりしてい

ます。お部屋では、クレヨンしんちゃんやプリ

パラ、アナ雪など、大好きなキャラクターにな

りきって遊んでいます。

地域小規模児童養護施設恵の家

本園のすぐそば

の一軒家に小学

1年生から高校

3年生までの女

子児童 6人で暮

らしています。

より家庭的な雰

囲気の中での支援を目指し、子どもたちの食べ

たいものを献立に取り入れたり一緒に食材の買

い物に行ったりと、家庭で当たり前に行われて

いることを子どもたちが経験できるような取り

組みをしています。

本圏とは会計や子ども達の献立が異なります。

三筋地区の避難所委員など地域に根ざした役割

も担っています。今後、地域小規模は松阪で運

営していくことになりますが、本園の外出し小

規模としてこれからも子どもたちの支援を行っ

てまいります。
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里親支援専門相談員について

(平成26年度より配置しています)

施設で培ったノウハウを活用して里親養育で

の悩みの相談に応じたり、新規委託のマ ッチン

グ、定期訪問、新規開拓・普及啓発活動などを

しています。今後は施設の地域交流などに力を

入れて、みどり自由学園をより身近に感じて頂

ける開かれた施設にしていきたいと思います。

また地域の子育て支援の拠点、として、様々な悩

みや課題を抱える子育て家庭を支援する役割を

担っていけるようにします。

新任職員紹介 26年度入社

みどりで働かせてい

ただいて早一年にな

ります。子ども達の

トラブルや慣れない

勤務に日々苦戦しな

がら過ごしています。

体が小さ く子どもに

間違えられてばかりですが、この小さな体を活

かして笑顔と元気で頑張ります。

私は子どもたちと悩み、悲しみ、苦しみ、楽

しみを共有しともに考え成長して行きたいと思っ

ています。まだまだ未熟者ですが、上司の方々

に支えてもらいながら自分なりの精一杯できる

ことをやり遂げたいと思います。

まだまだ分からないことや戸惑うことも多々

あり、苦戦しながら日々を過ごしています。し

かし、子どもたちの笑顔ゃありがとうの言葉を

聞くたびにこの仕事を選んで・よかったな。

27年度入社

(田中、青木、山J11) 

みどりで働かせて

いただいて約 1年

になります。悪戦

苦闘の日々を送っ

ていますが先輩の

対応を見たり聞いたりして勉強しながら過ごし

ています。 これからも職員の方や子ども達に話

し、考えながら日々の喜びゃ苦難を共に一緒に

成長していきたいと思います。 (山本)

Smile ----..・・・..・・.
施設で働きはじめ、最近では子どもとの距離も

だんだんと縮まり、毎日色々な発見があり楽し

く過ごしています。まだまだ未熟ですが子ども

一人ひとりの気持ちに寄り添っていけるよう先

輩方と一緒に頑張りたいと思います。 (長谷川)

みどりで働かして頂き、もう 1年が過ぎようと

しています。子ども達との関わりは、日々手探

り状態です。辛いこともありますが、子ども達

に固まれ、一緒にド ッジをしたり、鬼ごっこを

したりする時間は、子ども達と楽しさを共有出

来ているようでとても充実しています。未熟者

ではありますが、先輩方のご指導の下、子ども

達と一緒に成長して行きたいです。(高原)

最初は子ども達との接し方に戸惑いましたが、

職員の方々がとても優し く相談や悩みを聞いて

くれ、今は子ども達のちょっとした成長を見守

りながら毎日楽し く過ごしています。これから

も周りの職員さん、そして子ども達の笑顔に支

えられ成長していきます。 (大喜多)

看護師として働かせて頂いてようやく1ヶ月と

なりました。やっと子ども達や職員の名前が覚

わった所です。子ども達との関わりもまだまだ

上手く出来なくて、悩むまでには至っていませ

んが、みんな可愛く思います。

施設での看護師として一番の役割は、感染予防

と健康管理だと思っています。大家族なので感

染が蔓延しないよう、早日早めの対応をしてい

ますので、こんなんで受診するの?と思われる

かもしれませんが、早期発見早期対処がとても

大切だと思っているので、皆さん懲りずに御協

力お願いします。

スポーツが好きですので、外で子ども達とサッ

カーや縄跳びもしたいのですが、寄る年波で実

践より応援重視でスポーツの楽しさを共有でき

たらと思っています。

ばあちゃんナースの保健室へいつでもいらして

ください。これからもよろし くお願いします。

(中村文)

皆さんに支えてもらいながら笑顔と感謝を忘れ

ずに子ども達と楽しく過ごしていきたいと思っ

ています。よろしくお願いします。 (J11合)
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財務諸表

1 .迭人単位の資金収支の状況

項 目 金豊富【千円}

(1 )事業活動資金収支差額 25，927 

CI事業活動収入 194，860 
-介護報酬等の公費(※) 188，696 
-利用者負担金(※) 。
-その他収入 6，164 

②事業活動支出 168，933 
-人件費支出 133，408 
-事業費支出 27，496 
-利用者負担軽減額 。
-その他支出 8，029 

(2)施設整備等資金収支差額 企 7，649

①施設整備等収入 。
-施設整備補助金等の公費 。
-その他収入 。

②施設整備等支出 7，649 
(3)その他の活動資金収支差額 企1257

①その他の活動収入 。
②その他の活動支出 1，257 

当期末資金収支差額 17，020 

目IJ期末支払資金残高 33，426 
当期末支払資金残晶 50，447 

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基
準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

寄付者御芳名、寄贈者御芳名

(平成27年度)

村井浩也様

乙部三筋自治会様

日本郵政様

幸平悠史様

三栄会様

三重県保険医協会様

日本基督教阿漕教会様

公益財団法人SHG財団様

服部田津子様

国際ソロプチミス卜三重アイリス様

東海様

上宮寺様

犬飼和秀様

フードビジネス研究会様

NPO法人夢シート様

日立製作所親切会中部支部様

日本外食システム様

岡田様

マツオ力様

伊野様

平中様

中日新聞鈴鹿内田様

ワ力ヤナギ様

長森宣若様

郵貯銀行広報部株)

ショクブン 川瀬公様

樋廻様
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平成26年度の法人の経営状況

2.港人単位の事業活動の状況

項 目 金額(干円}

(1 )サービス活動増減差額 7，635 
①サービス活動収益 193，476 
②サービス活動費用 185，841 

減価償却費 12，780 
国庫補助金等特別積立金取崩額 企 4，038
その他サービス活動費用 177，099 

(2)サービス活動外増減差額 1，293 
①サービス活動外収益 1，384 
②サービス活動外費用 91 

(3)特別増減差額 。
①特別収益 。
(I特別費用 。

当期活動増減差額 8，928 
目IJ期繰越活動増減差額 163，806 
当期末繰越活動増減差額 172，734 
基本金取崩額 。
その他の積立金取崩額 。
その他の積立金積立額 。
次期繰越活動増減差額‘ 172，734 

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

観樹院様

三重テレビ様

日本レコード協会様

渡辺様・脇田様

秋山様

側前川農産様

フイリ ップモリス様

榊原みずすまし会様

伊藤様

橋爪様

全国シャ ンメ リ-協同組合様

日本鏡餅協会様

竹屋様

落合建設様

永井病院様

水谷忠明様

四天王寺様

ぎゅーとら様

サティスホーム様

上島亮様

稲垣あかり様

河合卓子様

朝日屋様

落合様

森川智仁様

西来寺様

石本みゆき様

木本早苗様

田代佳之様
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3.迭人単位の資産等の状況

項:
(1 )資産の部
①流動資産
②固定資産

(2)負債の部
①流動負債
②固定負債

百 金額(千円)

454，631 
53，900 

(3)純資産の部

減価償却累計額

400，731 
35，093 
13，112 
21，980 

419，537 
171，395 

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

詳しくは、みどり自由学園のホーム

ページにて情報公開しております。

村林様

宿様・太田様

加納明生様

増J11様

力一プスジャパン

フードドライブネ葉

平津ドクタ一様

向井様

ダス力リデスグループ様

コイズミファニテック閥様

渡辺理恵様

(掲載は順不同)

社会福祉法人みどり自由学園は、

地域の皆様のご厚志・ご寄付に

より運営を支えて頂いておりま

す。誠にありがとうございます。

今後とも、何卒よろし くお願い

致します。 みどり自由学園

社会福祉法人みどり自由学園

干514-0016
三重県津市乙部33-5

TEL:059-226-3022 

FAX:059-223-3830 
e-mail: 

midori-jiγuu@bronze，ocn，ne，jp 
公式HP

http://www，midori-jiγu，or，JP 
公式blog:

http://s，ameblo，jp/midori-jiγuu 


