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サービス管理者のつぶやき

八王子生活実習所の駐車場の奥に小さな空き地があります。一部を利用者の皆さんが楽

しむ畑にしていますが、そこにはタンポポも毎年花を付けます。そのうちの何株かは日本

タンポポであることに気づきました。西洋タンポポと日本タンポポの違いは、ガクが花弁

と一緒になっているか、離れているかで分かります。ガクが花弁に沿うように咲いている

日本タンポポは、他のタンポポと比べて優しく感じます。絶滅を危惧されている花が、都

市の真ん中で咲いていることに驚かされました。

宿泊旅行③宿泊旅行③
～まかいの牧場・ハーブ庭園の旅～～まかいの牧場・ハーブ庭園の旅～  

先月、超低床ベッドを購入しました。テレビCMの「寝なが

ら考えた」で有名なあのベッドです。最も低くすると床から

わずか11㎝と、ベッドからの転落などが心配される方にも安

心して使ってもらえます。医務室の静養者用を目的としてい

ますが、健康診断などでも有効に使用しています。(Y)



外来種

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

爽やかな新緑と温かい気候が、初夏の過ごしやすさを感じさせてくれます。

都内でも真夏日が観測されはじめ、実習所でもクーラーを使用する準備を行い

ました。暖かさもあり、所内のサツキも花を開きました。これからしばらくの

間は咲き続けてくれることでしょう。そのサツキの根元に、ハナカタバミが咲

いています。どこからか種子が飛んできて、根を広げたと思われます。外来種

の草花の力強さにはため息が出ます。先日は外来種の代表セイタカアワダチソ

ウが根を張っていました。慌てて引き抜きましたが、ハナカタバミは可愛いの

でしばらくそのままにしておこうと考えています（勝手なものです）。

外来植物が繁殖し、本来は我々の近隣に当たり前にあった植物が、めっきり

少なくなったと感じるものがあります。これまでもつぶやきなどで報告してい

ましたが、春蘭や日本タンポポなどは乱獲や西洋タンポポとの競争に敗れすっ

かり少なくなっています。しかしそれ以外にも、外国から持ち込まれ日本に定

着すると同時に、これまでの日本の植物を追いやってしまうという植物は少な

くありません。前出のセイタカアワダチソウやブタクサなどもそうですが、最

近よく目にするのはオオキンケイギクやヒナゲシなどです。先日、利用者との

旅行で山梨に行きましたが、育てているのでしょう、一面にオオキンケイギク

が咲いている光景を見ました。八王子ではみなみ野の北側にある道路を走る

と、盛んに咲いている様子を目にします。道路の隙間やわずかな土のところに

も、しっかりと根を張っています。また、オレンジ色のケシの花も、あちらこ

ちらで目にしました。年々増えているようです。

日本に昔からあるようですっかり定着しているのは、白詰め草（クロー

バー）です。四葉のクローバーなどと人気があり、あまり悪い評判はないので

すが、実は明治時代に牧草として導入されたものだということです。今は、日

本の広場には当たり前になっているほどです。ほかにも昔から親しまれている

アカツメクサ、ユウゲショウ、虫取りナデシコやマーガレットなど身近で、多

くの人に愛されるものもあります。あまり大切にはされませんがハルジオンも

外来種です。水辺では、ホテイアオイもそうです。また、湧き水のあるところ

ではセリに代わってクレソンが葉を伸ばしています。

いずれにしても、日本の原風景を変えてしまう外来種の導入には気を付けて

いくべきと考えます。万葉集に詠われた「春菜摘み」が、クレソンになる時代

が来ないように祈ります。



第2回は「本栖湖方面　富士芝桜まつり」と「河口湖方面　道の駅巡り」へ行きまし

た。実習所を出発し、当日の予定や食事の話題で車内は盛り上がります。昼食場の

「ほうとう不動」で本場のほうとうを堪能した後は、「富士芝桜まつり」で見頃を迎

えた芝桜やにぎやかなお祭りの観光です。現地では、首都圏最大級約80万株の美しい

ピンクの芝桜と花の香りが広がる園内を皆で散策しました。散策の途中では、芝桜ま

つり限定のお土産や売店のスイーツを楽しみました。

2日目は、はじめに「道の駅かつやま」を観光しました。道の駅のすぐ向かいには芝

生の広がる広場があり、河口湖のほとりまで行くことができます。皆で湖を眺めなが

ら、オープンテラスでおやつを食べたり、記念撮影をしたりなど、ゆったりとした時

た時間を過ごしました。散策後は「道の駅　富士吉田」の敷地内にある「ハーベステ

ラス」で昼食を取りました。山中湖と河口湖に囲まれた、自然溢れるレストランは季

節の旬な野菜を使ったオリジナルメニューのレストランでした。店内に入ると現地で

有名な地ビールを製造している大きな蒸留釜があることや、木のぬくもり溢れるお

しゃれな内装に食事をしながら眺める方もいました。食後は同じ敷地内にある「道の

駅　富士吉田」でお土産を購入したり、旅の話をしながら過ごしています。2日間とも

に天気に恵まれ、旅を楽しむことが出来ました。（菅）

プラットホーム

アートH S J展

宿泊旅行①
～オルゴールの森美術館・忍野八海の旅～

宿泊旅行②
～富士芝桜＆道の駅の旅～

今年度の第1回宿泊旅行は、河口湖にある「オルゴールの森美術館」と世界遺産の一

部にも指定されている「忍野八海」へ行ってきました。初日は実習所を出発し、途中

山梨名物の「ほうとう」専門店で昼食の時間を取り、オルゴールの森美術館に向かい

ました。美術館では初めにオルゴールとテノール歌手の共演を楽しみ、館内を見学し

た後、お土産の買い物や英国風庭園の散策など、ゆったりと過ごしました。宿泊先の

「富士レークホテル」では、河口湖を望む見晴らしの良い貸切風呂で一日の疲れを癒

し、入浴後はゆっくりと会席料理を楽しみました。

2日目は「忍野八海」の見学です。富士山からの澄んだ湧水の池々を見ながら、八海

ソフトクリームの味見したり、お土産店を回りました。昼食は山中湖畔のイタリア料

理店「キャンティ・コモ」に行きました。店内から湖の景色を眺めながら、皆で食事

を楽しみました。

実習所に戻り、「楽しんできましたか？」と出迎えられると、皆さん笑顔で応えて

いました。天候にも恵まれ、2日間の旅行を楽しんできました。（板谷）



アートH S J展

間を過ごしました。

　河口湖散策の後は「道の駅富士吉田」へ向かい、敷地内にあるレストラン「ハーベ

ステラス」で昼食です。山中湖と河口湖に囲まれた、自然の中にあるレストランには

旬の野菜を使ったオリジナルメニューが並びます。店内は木の温もりを感じることが

できるおしゃれな内装で、評判の地ビールを製造している大きな蒸留釜もあり、趣あ

る雰囲気を食事と一緒に楽しみました。食後はお土産を購入したり、旅の話をしたり

しながら過ごしました。2日間ともに天気に恵まれ、笑顔あふれる旅でした。（菅）

宿泊旅行第3回目は「まかいの牧場」と「ハーブ庭園」に行きました。まずは実習所

を出て高速道路で河口湖方面へ行き、「ほうとう不動」で昼食をとりました。風格あ

る雰囲気のお店の中でほうとうを食べました。

昼食の後は、まかいの牧場に向かいました。実習所を出てから降っていた小雨も、

まかいの牧場に着いた頃にはあがり、とてもいい天気になりました。まかいの牧場で

はまずバター作り体験をします。作り方はとても簡単で、牛乳の入った瓶を力いっぱ

い振るだけで完成です。出来上がったバターをクラッカーにつけ、搾りたての牛乳と

一緒に食べました。バター作り体験の後は牧場内を散策し、ポニーに餌をあげて触れ

合ったり、モルモットの大行進を見ました。

2日目はハーブ庭園へ行きました。ハーブ庭園ではオリジナルキャンドル作りをしま

した。最後にハーブの香りのするロウを入れると、甘い香りが周囲に立ち込めます。

ロウが固まるのを待っている間、園内の散策を行きました。園内には珍しいハーブが

たくさんあり、特に「カレープラント」というハーブは、本物のカレーと同じ香りが

して、大いに盛り上がりでした。その後、園内の売店に行き、みんなでラベンダー味

のソフトクリームを食べたり、お土産を購入したりしました。

その後、ココスで昼食をとって実習所に戻りました。体験や散策、動物とのふれあ

いなど、普段ではなかなかできない経験ができた2日間でした。（津川）

宿泊旅行③
～まかいの牧場・ハーブ庭園の旅～



貸借対照表

資産の部 負債の部

流動資産 169,139,515 流動負債 8,418,542

（内訳） 現金預金 129,481,355 （内訳） 事業未払金 4,564,311

事業未収金 37,764,377 未払費用 989,862

未収補助金 27,000 預り金 2,099,400

立替金 34,539 職員預り金 764,969

前払金 419,020

前払費用 1,413,224 固定負債 12,553,120

（内訳） 退職給付引当金 12,553,120

固定資産 68,834,937 負債の部合計 20,971,662

（内訳） 建物 15,876,003

車輌運搬具 292,481 純資産の部

器具及び備品 5,575,355 国庫補助金等特別積立金 15,876,060

権利 36,280 その他の積立金 34,000,000

ソフトウェア 501,698 次期繰越活動増減差額 167,126,730

退職給付引当資産 12,553,120

施設整備積立資産 8,000,000

人件費積立資産 26,000,000 純資産の部合計 217,002,790

資産の部合計 237,974,452 負債及び純資産の部合計 237,974,452

資金収支計算書

（単位：円）

事業活動支出 226,573,387 事業活動収入 265,800,269

（内訳） 人件費支出 184,059,093 （内訳） 障害福祉サービス等事業収入 261,029,117

事業費支出 21,432,805 経常経費寄附金収入 152,000

事務費支出 18,287,101 受取利息配当金収入 4,699

その他の支出 2,794,388 その他の収入 4,614,453

施設整備等支出 889,380 施設整備等収入 0

（内訳） 固定資産取得支出 889,380 （内訳） 固定資産売却収入 0

その他の活動支出 29,480,300 その他の活動収入 452,640

（内訳） 積立資産支出 1,980,300 積立資産取崩収入 452,640

拠点区分繰入金支出 27,500,000

当期資金収支差額 9,309,842

平成28度 八王子生活実習所  決算報告

　平成29年3月31日現在

（単位:円）

脚注　1.減価償却費の累計額　40,981,035円　2.徴収不能引当金の額　0円　

　自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日

(内訳）



グループ往来
各グループで一年を通して取り組んでいるアート

活動とおやつレク、そしてお天気の良いこの季節な

らではの創作活動と散策の様子をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

海グループでは「切ったり・貼ったり」と言うテーマでアート活動を行いました。

四角い紙、紙皿、プラスチックの透明なコップやお弁当箱などを土台にしました。そし

て円形やテープ状のカラフルなシールを使って、思い思いに飾り付けをします。飾りつけ

では好きなだけテープを引っ張り出し、伸びていく感覚に笑みがこぼれます。

何色ものテープを絡めてお団子状にする方や、おかずを詰めるようにして可愛いお弁当

風に作る方など、個性的な作品に仕上がりました。（小川）

園芸で育てたビオラの花を使用して押し花作りを行いました。

作成方法は、まず花壇に咲いているビオラの花を摘んで、台紙の好きな場所へ花を置き

ます。段ボールで挟んで輪ゴムで留め、乾燥するまで保管すると完成です。

花壇の花をじっくりと選ぶ方や、ビオラの花を見て「きれい」と話す方、花の香りに笑

顔を見せながら花びらを台紙に置く方など、それぞれ楽しみながら作成しました。

押し花の完成を、皆で楽しみに待ちたいと思います。(手塚)

紙皿にカラフルなシールを
貼っていきます

透明のプラコップに
テープを詰めました

テープを引く感覚も
楽しみます

花を選んで摘みました 花を置きました 段ボールで挟みました



5月の風グループは、この時期の定番散策コースのひとつである浅川沿いへ鯉のぼりを

見に行きました。心地よい風が吹く中、新緑のまぶしい川沿いの遊歩道をゆっくりと歩

きました。元気に泳ぐ大きな鯉のぼりを見つけると「あった！」「今年も壮大ですね」

と歓声が上がります。今年は橋の両端に近隣の園児達が手作りした小さな鯉のぼりもあ

り、「かわいい色使いですね」「よく泳いでますよ」と八王子の風物詩を楽しみなが

ら、爽やかな午後の散策を楽しみました。（高橋美江）

橋からの景色は絶景です

5月のおやつレクでは、メロンパン風クッキーを作りました。まず、午前中の買い物

で買ったホットケーキミックスと卵を手際よくかき混ぜます。混ぜた生地は皆で手分

けをして丸めました。生地を天板に並べて「上手にできた」「おもしろい形だね」と

お話しながらも、表情は真剣です。

オーブンに入れてスタートボタンを押すと、「上手にできるかな？」「焼けて

る？」とドキドキしながら焼き上がりを待ちます。おいしそうな香りが所内に漂いだ

したころ、ちょうどおやつの時間です。「おいしい」「おかわり！」と皆の笑顔があ

ふれた星グループでした。（吉山）

手際よく混ぜて、生地作り
ドキドキしながら
焼き上がりを待ちます

色とりどりの
ミニ鯉のぼりが泳ぎます

風　～かぜ～

星　～ほし～

立派な鯉のぼりがたなびきます

丸めて並べていきます



実習所月予定

事業概要報告 報告対象月　平成29年4月分より報告

利用者数情報

利用者現員数                         　51名（定員40名）

障害者支援区分 区分2-1名 区分4-3名 区分5-6名 区分6-41名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,022名

4月期利用率                   116.1パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 0件

軽微事故件数累計                      　5件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 1件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

6月

4月

日 曜 午前 午後

　１ 木
災害伝言ダイヤル
宿泊旅行⑤（～２日）

 宿泊旅行⑤　

　８ 木
保護者会　１０：３０～　
宿泊旅行⑥（～９日）

宿泊旅行⑥

１０ 土 土曜開所 土曜開所

１３ 火 内科検診（宙・風）出構医師

１４ 水 懇談会（宙）

２１ 水 懇談会（海）

２４ 土 　 武蔵野会セミナー

２８ 水 精神科相談　鶴田医師

新年度がスタートして2ヵ月が過ぎました。6月には宙・海

グループの懇談会を予定しています。和気藹々と活動して

いる姿を、保護者の皆様に見て頂きたいと思います。

編集後記

5月は爽やかな快晴の日が多かったですね。宿泊旅行の下見を含めて、何度か河

口湖方面へ足を運びました。その都度、見事に裾野まで広がる、雄大な富士山が出

迎えてくれました。

さて、6月は雨の季節ですが、「恵みの雨」とはよく言ったものです。晴天続きで乾き

きった土壌をしっかり潤してもらい、お米や野菜の豊作を願いたいものです。（O）
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