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私たちは・・・
歳をとっても 障がいがあっても 住み慣れた地域の中で その人らしく、
心豊かに暮らしていける そんな新しい“ふれあい社会”を目指しています。

【移転のお知らせと今後】
この２～３年、ユーアンドアイの展望について様々な形で話し合いが行われてきました。
その中で、手狭になった現在の事務所からの“移転”と“共生”が今後の方針とされ、昨年の
総会での承認を受け、移転に向け公募等で情報発信し物件探しを始めました。様々な情報提供
がありましたが、奈戸岡の物件に出会い、検討を重ね購入に至りました。
市の中心部に近いこと・静か・広い・高台・コミュニティバスが通ること等が選択の主な理由です。それは、交通の便が良
く、明るく“皆が集まりやすい場所”になるに違いありません。リフォーム等の関係上、引っ越しの日程についてはまだ未定
です。決まり次第お知らせいたします。
この４月、社会保障制度が大きく変わりました。介護保険は“社会的介護”を目的に開始され１５年が過ぎ、財政負担が膨
らみ続け、一部を地域(市町村・市民)に戻すことになりました。誰にでも訪れる老後の“安心”のためには皆で協力していく
“地域力”が求められています。その地域力には社会資源としての
ユーアンドアイも含まれます。まさ
に“今でしょ!!”的“出番”であり
移転もそのためでもあります。
なにとぞ皆様のご支援とご協力を心
からお願いいたします。

【第 17 回通常総会開催】
5 月 23 日西コミュニティセンターにおいて第 17
回通常総会が開催されました。奈戸岡移転を伴う
平成 26 年度事業及び決算報告。同じく移転を含め
た平成 27 年度事業及び予算計画が審議され承認
されました。(詳細は２～3 ページ)

・・・会員さんから・・・

・・・会員さんへ・・・
猪 直美さん

「現実は映画のように？」

先日、高校生の娘を久しぶりに映画に誘いました。その映画は、今話題の「ビリギャル」・・・学年ビリのギャルが 1 年
で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話です。
映画を見終えて感化されやすい娘は「私も勉強ガンバル」と一言。「良くぞ言った!!」母の望んでいる展開になりまし
た。明日からの娘のガンバリに期待しました。
それから数日・・・「勉強やったの」「宿題終わったの」「何回言ったらわかるの」 いつもの日常に戻っていました。現
実は映画のようには行かず、甘くはありませんでした。
「何回言ったらわかるの」・・・答えは 500 回（ビリギャルの作者によると）
「何回言ったらわかるの」・・・何回言ってもわからない奴とラベルを貼っているだけで、実際には何度も言ったりはして
いないはずで、子供は同じことを 500 回言われなければ行動に変化がないという。
「子育ては忍耐」500 回の言い続ける気力もなく、そろそろ子離れする時期がきているのかな!!そんなことを考える今
日この頃です。

2６年度の活動報告・決算
たすけあい活動
年間活動時間数
年間活動件数

6,233.0 時間
5,249.0 件

事業費

3,530,543 円

介護ステーション
訪問介護 年間活動時間
いきいき
事業費

3,893 時間

年間活動時間
296 時間
11,702,841 円

ぱれっと
放課後等デイサービス
1,939 人
障がい児放課後活動
170 人
休日活動
5回
事業費
14,083,455 円

その他
・総会 1 回、理事会 8 回、職員会議 12 回
・移転のための物件の見学
・ハローユーアンドアイ 4 回発行
・地域交流事業 市民活動フェア参加
・福利厚生
協力者交流 「カレーの日」毎月 1 回実施
協力者交流
各活動部門により実施
・15 周年記念祝賀会
・緊急時対策の強化
緊急連絡先、備蓄の確認
・職場環境の整備
介護ステーションの事務処理ソフト入換え
・地域貢献事業
龍ケ崎市の会議等に参加

特別支援教育支援
5 校 11 ケースの児童を担当
年間活動時間数
14,539.10 時間
事業費
14,592,674 円

龍ケ崎市障がい福祉サービス事業所連絡
協議会
さわやか福祉財団インストラクター
茨城県自閉症児・者支援専門職員養成研修
トレーナー

円

茨城福祉移動サービス団体連絡会（茨移連）
県新地域支援構想会議

会員数
会員総数
正会員

３31 名
25 名

一般会員
賛助会員

226 名
4名

など

～平成２６年度決算報告～
活動報告書
金額
入会金収益
会費収益

金額
66,000 事業費 人件費
684,400 その他の経費

事業収益

33,611,686 経常費用計

協働事業等収益

16,519,231 当期経常増減額

負担金収益

（円）

308,300 法人税・住民税及び事業税

43,592,709
6,310,630
49,903,339
1,299,842
54,212

補助金収益

0 当期正味財産増減額

1,245,630

寄付金収益

10,000 前期繰越正味財産額

14,872,911

3,564 次期繰越正味財産額

16,118,541

雑収益
経常収益計

51,203,181

２７年度の事業計画・予算
全体方針
① 今年度は奈戸岡への移転が最大の課題でありイベントであり、全てとなる。リフォーム・引っ越し
等々で大変忙しくなるため、皆で協力して乗り切りたい。
② リフォームについては国の補助金取得に努める。
③ 今回の制度改正は、基本的に働く人に手厚く、事業所には厳しくなっている。一方で、事業所には
加算があるため、対応していく。

たすけあい活動
・安全運転及び利用者の特性に対応したサポート
たすけあい活動
たすけあい活動
をする
・安全運転及び個々の利用者に適したサポート
・安全運転及び個々の利用者に適したサポート
・ユーアンドアイとして福祉有償運送の在り方を
・研修会への参加
・研修会への参加
検討する
・介護保険部門と連携をとり、生活支援の充実
・介護保険部門と連携をとり、生活支援の充実
・新コーディネーターとの役割分担と連携の充実
・緊急時における災害伝言板利用の検討
・緊急時における災害伝言板利用の検討
を図る
・緊急時対策の再確認
特別支援教育支援員制度

介護ステーション
・27 年度の法改正の対応
・ヘルパー研修（内部、外部）を行う
・利用者数の増加に努める
・緊急時対策の再確認

その他
・福利厚生
カレーの日、会員交流会
・地域交流事業
市民活動フェアーへの参加
・地域貢献活動
暮らしやすい地域づくりに向けて各種会議、

・６校 15 ケースへの支援提供
・学校・保護者・ユーアンドアイの三者での定
期的な話し合いを設ける
・支援員の業務環境の整備→勉強会や話し合い
・疾病流行時の衛生対策
・緊急時対策→連絡網の見直し

協議会等に参画
・奈戸岡への移転をすすめる

ぱれっと
・制度改正に対応した適切な運営
・集団・個別活動の充実及びクラブ活動を設ける
・10 周年事業の実施
・緊急時対策の再確認

～平成２７年度予算～

活動予算書
金額
入会金収益
会費収益

（円）
金額

60,000 事業費 人件費
705,000 その他の経費

48,661,000
11,693,000

事業収益

29,670,000 経常費用計

60,354,000

協働事業収益

22,326,000 当期経常増減額

-7,298,000

負担金収益

280,000 当期正味財産増減額

補助金収益

0 前期繰越正味財産額

寄付金収益

10,000 次期繰越正味財産額

雑収益
経常収益計

5,000
53,056,000

16,118,541

《ユーアンドアイの動き》
2/12

市民協働推進会議（佐藤）

3/10

介護保険改正説明会（佐藤・渡邉）

2/13

龍ケ崎市入札資格申請書提出

3/13

自立支援協議会部会（木島）

自立支援協議会部会（木島）

3/16

職員会議

2/14

たすけあい研修会

理事会

ぱれっと研修 in 稲敷（伊藤）

3/17

自立支援協議会部会（木島）

2/16

職員会議

3/19

県説明会（木島）

2/17～19

さわやか研修会（佐藤）

3/23

自立支援協議会全体会（木島）

2/20

理事会

3/26

学内支援親睦会

2/21～22

市民活動フェア

3/27

ぱれっと親睦会

2/23

特別支援教育支援員契約入札

4/20

職員会議

2/26

利根町福祉有償運送協議会（佐藤）

2/25

県地域支援構想会議（佐藤）

3/3

茨移連理事会（佐藤）
苦情研修会（木島）

〈てくてくロード〉
4 月 26 日（日）取手の七福神巡
りに参加してきました。総勢 15 名
程。ユーアンドアイからは 5 名の
（健脚・美女軍団）参加でした。青
空のもと、8，5 キロのコースを歩
き、参加者との交流も深まり、楽し
い時間と
なりまし
た。

～事務所からのお知らせ～
〈年会費納入〉
平成 27 年度の年会費納入がまだの方は早めにお願いし
ます。
〈草刈りのボランティア募集〉
奈戸岡の新しい事務所の草刈りをお手伝いしてくれる方
大募集中！草刈り機をお持ちの方いませんか？
〈お盆休み〉
8 月 13 日（木）～16 日（日）は事務所がお休みとな
ります。

編

集

後

記

母の日とは全く無関係な小学生

NPO 法人ユーアンドアイ

の息子と思っていたら、母の日が過

〒301-0017

ぎたある休日の出来事です。一緒に

茨城県龍ケ崎市姫宮町１０４番地
電話(平日 9:30～17:00) ０２９７－６２－２６６７
FAX:
０２９７－６２－２６９８
ホームページ http://www.npo-ibaraki.or.jp

買物に行くと自分の財布を取り出し、
「ソフトクリーム食べる？買ってやる
よ。」と言う息子。「ありがとう。」いつ
の間にかたくましく大人になったなぁ
と感じた瞬間でした。父の日もよろし
くね。（Ｋ×２）

ご意見・お問い合わせメールアドレス
yu-and-ai@npo-ibaraki.or.jp

