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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

心豊かに暮らしていける

その人らしく、

そんな新しい“ふれあい社会”を目指しています。

【第 21 回通常総会開催】
6 月 22 日(土)ユーアンドアイ事務所において第

【30 年度振りかえり】
・20 年継続した“おでかけサポート”を終了する
こととなった。但し、各事業の利用者限定の付加サ

21 回通常総会が開催されました。30 年度の活動報

ービスとして継続することとした。

告・決算報告、監査に続いて令和元年度の活動計

・4 月からユーアンドアイとの連携事業として、ホ

画・予算について活発に審議され、賛成多数で決議

ールを借り、たまり場 30
“ゆい”が開始された。
年度総会の様子

されました。

・受託事業の学校支援は様々な課題が顕著となり

詳しくは 2・3

31 年度からは有償ボランティアの形に戻すことと

ページをご覧

した。

下さい。

・ぱれっとの給付金がカットされ、財政が圧迫され
ることとなった。
・財政面の見直しを図るため、財務担当の理事を迎
えた。
・内部の作業等見直しを図った。

・・・会員さんから・・・

リレートーク

・・・会員さんへ・・・

小原 清美さん 「６０の手習い」
何だかあっという間にこの年になっていた。元気で過ごせる期間は運がよければあと 20 年。後悔のないよ
うに過ごしたいと 5 年前に痛切に感じ、色々と考えた末に、若いころから興味のあった海の中の世界をほんの
少しだけでも見てみたいと思った。
初めの一歩は娘にやらせた。どんなものか話を聞いているうちに、私も体験がどこでできるのかネットで調
べていた。直ぐに予約をした。もちろんバディーは娘、頼もしい！
体験をした年に簡単な資格を取った。ドキドキだったけどうまくいった。1 年目は尻込みをしてしまった。
年齢や体型など考えたら躊躇してしまった。
「せっかく取ったのだから行こう。」と娘に背中を押され、後悔してはいけないと感じた。それから、勝浦
をベースに房総の館山、行川、伊豆の堂ヶ島、雲見、石垣島、沖縄、海外の海も潜ることができた。
先日お会いしたおじさんが、
「今日で 200 本潜りました。」と喜んでいました。「おいくつから始められたの
ですか？」と伺ったところ、
「60 歳から 20 年かかりました。」とおっしゃって満足そうに笑っていました。
いつもお世話になっているインストラクターのお兄さんから「清美さんと同じペースですね。」と声をかけ
られ、私も 80 歳まで潜る自信が出てきたような気がしました。
日時、時間、場所などによって海の中は全然違い、出会う魚たち、海藻、海の色、岩、サンゴ、全てが日常
とかけ離れた別世界。海の中の何処かに竜宮城でもあるのではないかと思ってしまいます。

平成３０年度の活動報告・決算
たすけあい活動

会員数

年間活動時間数

2,933 時間

年間活動件数

会員総数

2,276 件

事業費

14 3 名

正会員

3,965 千円

14 名

一般会員

124 名

賛助会員

5 名

介護ステーション
訪問介護 年間活動時間

3, 488 時間

いきいき 年間活動時間

62 時間

送迎

１８

３月～

活動件数

事業費

その他
・総会 1 回、理事会 5 回、職員会議 12 回

件

・ハローユーアンドアイ

10,594 千円

3 回発行

・定期的な除草作業、事務所大掃除の実施
・福利厚生

ぱれっと
放課後等デイサービス

・緊急時対策の強化

1,743 人

障がい児放課後活動

龍ケ崎市の会議等に参加

4 回

事業費

緊急連絡先、食糧備蓄の確認

・地域貢献事業

83 人

休日活動

各活動部門により実施

地域支援事業の勉強会

16, 715 千円

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

特別支援教育支援

茨城県自閉症児・者支援専門職員養成研修会

8 校 21 ケースの児童を担当
年間活動時間数

28,690 時間

事業費

27,873 千円

トレーナー
茨城県強度行動障害事例報告会発表
茨城福祉移動サービス団体連絡会（茨移連）

円
ほのか
予 防デ イサ ービ ス
事業費

3 32 人
513 千円

～平成３０年度決算報告～
活動報告書
金額
入会金・会費収益
事業収益
経常収益計
助成金等
合計

（円）
金額

500,500, 事業費 人件費及管理費
67,835,721 支払い利息・法人税他
68,336,221 還付額
1,811,040

合計

70,147,261 当期純利益

69,251,433
371,711
3
69,623,141
524,120

令和元年度の事業計画・予算
令和元年度事業実施の方針
① 平成３０年度から進めてきた財政の健全化を更に進め、その基盤を整える。
② 総務的人材の確保をせず事業毎で分担し、役割を明確にする。場合によってはアウトソ-シングも検
討する。
③ 規模の大きくなった学校は、業務量に見合った形態にするため、取り組みを開始する。
④ ２０周年事業について検討する。
⑤ 中間期の展望を探る。
特別支援教育支援員制度
・８校 24 ケースへの支援提供
・学校・保護者・ユーアンドアイの三者あるい
は二者での定期的な話し合いを設ける

介護ステーション
・処遇改善加算の収得に向けて準備を進める
・研修会の充実を図り、スキルアップに努める
・緊急時対策として避難先の確認、体制作り

・支援員の業務環境の整備→勉強会や話し合い
・衛生対策
・緊急時対策→連絡網の見直し

・安全な送迎サービスに努める

ぱれっと
・報酬改定等により財政面を考えながら、制度に

ほのか
・週２回の開催
・月１回の外出、誕生会等を取り入れる
・“ぱれっと”との交流

則った活動の継続
・活動内容の充実（“ほのか”との合同企画）
・休日活動及び“ぱべ会”
（保護者対象の勉強会）
・緊急時対策

・職員の話し合い・研修会
・緊急時対策→避難訓練、常備用衛生セット

・新規事業
（送迎・アフターぱれっとリラクゼーション）

その他

ゆい【連携事業】
・毎週水曜日 9:30～12:30 で開始する
・参加者のボランティアによる自主運営
・参加料徴収・昼食の提供の検討

・各部門の食事会への補助
・市民活動フェアーへの参加
・市主催会議等への積極的な参加
・“ゆい”への場所の提供

～令和元年度予算～

（円）

金額
入会金・会費収益

金額
250,000 事業費 人件費

介護ステーション

13,050,000 その他の経費

ぱれっと

16,400,000 経常費用計

学校

32,804,000 当期経常増減額

ほのか
経常収益合計

2,050,000
64,554,000

55,853,000
8,335,000
64,188,000
366,000

《ユーアンドアイの動き》 2 月～6 月

5/16

つつじ園来所（見学）

2/13

職員会議

5/20

職員会議

2/16

理事会 介護ステーション研修会

5/25

介護ステーション・ほのか研修会

2/27

学校入札

6/8

学校おつかれさま会

2/28

指導課との話し合い（飯嶋）

6/15

介護ステーション研修会

3/4

指導課との話し合い（飯嶋）

6/17

事連協総会（木島）

3/16

介護ステーション研修会

6/23

総会

3/20

職員会議

3/25

学校入札

※学校話し合いは定期的にケースごとに行ってい

3/27

学校支援員面談開始

ます。

4/12

事連協役員会（木島）

4/17

職員会議

4/20

介護ステーション・ほのか研修会

～事務所からのお知らせ～
〈紙パンツの寄贈〉
さわやか福祉財団（花王）より、紙
パンツの寄贈がありましたので、ご報
告します。必要な方は事務所までご連
絡下さい。
〈チケット払い戻し〉
お手元にチケットがありましたら払
い戻ししますのでご連絡ください。
〈お盆休み〉
8 月１０日（土）～１５日（木）は
事務所がお休みとなります。

編

集

後

記

駐車場の使い方についてのお願い
“ほのか”や“ぱれっと”が活動しているため、事務
所へ来る際は車の停め方にご協力下さい。詳しくは事
務所の張り紙をご覧ください。
夏休み中は、ぱれっとの子ども達が外で活動するこ
ともありますので、飛び出し等には注意して下さい。

草取りのお願い
敷地が広いため、毎年草取りが大変です。事務所へ
立ち寄りの際は草取りのご協力をお願いします。かま
や軍手、虫よけスプレー等は用意してあります。

東京オリンピックが少しずつ盛り上が

NPO 法人ユーアンドアイ

ってきている中、この９月には茨城県

〒301-0845

で国体が開催されます。息子は縁が

茨城県龍ケ崎市奈戸岡 2－195 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
ご意見・お問い合わせメールアドレス

あり、龍ケ崎代表として炬火ランナー
を担うこととなり、また、柔道の試合
会場のお手伝いをさせていただくこと
になりました。オリンピックさながら国
体も楽しみな私です。

yu-and-ai@npo-ibaraki.or.jp
（Ｋ×２）

