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中村恵美子

～＊暮らしと介護のサポート＊～
あすかユーアイネットの活動
いろいろな方々との出会いや感動があり、支えたり、支えてもらっての今があります。
これからも「困った時はお互いさま」の精神で
仲間と一緒に考えながら進んでいきたいと思います。

あすか
ユーアイネット

・地域密着型デイサービス（高齢者）休止中
・訪問介護（高齢者/要介護者/要支援者/日常生活総合支援事業・かじサポ）
・居宅介護・重度訪問介護（身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者、難病者、障がい児のご自宅
での支援）
・同行援護（視覚障がい者の外出支援）・行動援護（行動する際に生じる危険回避をする為の援護）
・喀痰吸引登録事業所（喀痰吸引、胃経管栄養注入）・移動支援（障がい者の外出介助）
・計画相談（障がい児、障がい者のサービス等利用計画に関わる支援）

新理事紹介：千葉真理子
6 月より任命賜りました。よろしくお願いいたします。
役員の紹介（敬称略）下記の役員にて活動しています。引き続きご支援お願いします。
役員 会長理事: 宇井良夫
事務局長理事: 武藤成江

代表理事: 中村恵美子
副代表理事: 伊藤きり子
理事: 加瀬柾夫、池田尚人、千葉真理子
監事: 夏目理一

平成29年度

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資産の部

負債の部

流動資産
現金
普通預金
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行振替口座
未収金
前払費用
流動資産合計

流動負債

16,288
7,230,634
62,710

什器備品
減価償却累計額
固定資産合計
資産合計

5,062,969

未払法人税等

72,000

預り金

680,277

799,125 流動負債合計

5,815,246

8,827,971 固定負債
733,315 固定負債合計

0

17,670,043 負債合計

固定資産
車両運搬具

未払金

5,815,246

正味財産の部

1,930,920 正味財産期首残高
677,052 当期正味財産増減額
-2,177,251 正味財産合計

16,347,209
-4,061,691
12,285,518

430,721
18,100,764 負債及び正味財産合計

18,100,764

※決算内容は、平成 29 年度分です。本来は、5 月の総会後速やかにお知らせする予定でしたが、大変遅くなり
申し訳ありません。平成 30 年度分は、本年 5 月総会後のお知らせになりますのでお待ちください。

平成 29 年度活動計算書
(H29.4.1～H30.3.31)
科 目
備考
金 額 （千円）
１．収 入
受取会費
79
79
#ふれあい活動
457
#特別支援教育支援
市受託事業 7,634
#介護保険訪問介護
あすか
29,060
明日花の家 16,767
#介護保険通所介護
7月休止
#障がい福祉サービス事業 あすか
14,104
相談支援・障がい児相談
2,200 70,222
ボランティア
ボランティア受入評価益
2,000
#受取寄付金. 雑収入
1,219
3,219
収入合計
73,520
2. 支 出（管理費含む）
給料手当・・雑給
59,200
法定福利・福利厚生費
4,330 63,530
ボランティア
ボランティア評価費用
2,000
会議・研修費・新聞図書
432
通信運搬費
1,114
減価償却費
937
広告宣伝費・支払手数料
1,119
事務用品費・消耗品費
881
食料費・仕入
食材費
1,380
ガソリン代他
デイ燃料費・車両費
1,572
印刷製本費
704
水道光熱費・修繕費
596
駐車借地含
支払地代家賃
1,738
保険料・諸会費その他
1,506 13,979
法人．住民．事業税
72
72
支出合計
77,581
収支差額(次期活動費)
△4,061

各年度の年間活動時間と収入

〇 2017 年度 あすかユー
323 時間
479 千円
アイネットの茨城県や龍ケ崎市内
での役割
16 年度 4,907 時間 8,145 千円
15 年度

17 年度
NPO
関係 15,050 時間 29,675 千円
・龍ケ崎市福祉と共生の会(福祉
18
年度
20,670 時間 38,680
系 NPO 法人の集まり)
会員 千円
・龍ケ崎市地域たすけあい協議
19 年度
22,930 時間 41,457 千円
体準備委員会委員
・龍ケ崎市市民活動センター活
20 年度
23,160 時間 40,853 千円
動団体
21 年度
19,590 時間 37,831 千円
・子育て支援ネットワーク会議
メンバー
22 年度 20,060 時間 37,393 千円
23 年度 34,700 時間 50,450 千円
24 年度 40,500 時間 69,384 千円
25 年度 40,700 時間 72,717 千円
26 年度 44,897 時間 70,598 千円
27 年度 50,760 時間 77,522 千円
の向上をめざし毎月全体研修会を実
施しています。また、介護職員同士
28 年度 51,690 時間 83,641 千円
で時間を合わせお互いのやり方を確
認し、利用者の方に安全に安心して
29 年度 39,500 時間 73,520 千円
いただけるよう自己研鑽に励んでお

今年度一年を振り返ると…。
平成 30 年 3 月 3 日

茨城県精神障害者支事業者
協会訪問支援部会 研修会

実際の介護現場で困っているテーマと事例を持ち
寄り参加者からの意見を介してグループスーパー
ビジョンとなりました。

6 月 19 日 自立支援協議会広報啓発部研修会
「病は突然やってくる」当事者さんの体験談、精神
障がいのリカバリーについて学びました。

7 月 10 日、17 日

5 月 13 日 あすか１階大広間カーペット張替作業
有志で一枚一枚カットし、
ぴったりきれいに貼りつける
作業は、楽しかった。

5 月 20 日

あすかヘルパー研修会
オムツ交換と着替え

ご利用者役を体験すると、優しい手で…うとうと眠
たくなりました。日頃行っているケアの振り返り、
それぞれの知恵や工夫を活用しながら確認と情報
共有行いました。

あすかユーアイネット総会

あすかユーアイネット全体の動きや地域社会から
求められているものや課題、介護員や支援員の日頃
の動きを確認しながら決議しています。

7 月 11 日喀痰吸引の研修
ご利用者さんを思い、生活のスタイルに合わせた日
常が送れるようにご本人、ご家族、医療関係者との
信頼関係と連携を図りながら痰吸引等の研修と実
際のケアにあたっています。
マロン
です。
ヨロシ
クネ！

5 月 23 日

訪問介護牛尾さんとの合同研修会

牛尾さんとあすかとの合同研修会を開催。テーマは
【自立支援のための見守り的な援助】について、ど
んな工夫をしているのか情報共有をしました。

8 月 4 日 龍ヶ崎市かじサポ養成

第 2 回プチ研修

調理の実際とコミュニケーションの基本研修を行
いました。あすかヘルパーもファシリテーターとし
て活躍できた賑やかな研修会でした。

6 月 2 日茨城県精神障害者支援事業者協会
訪問支援部会 研修会
３月の研修会での事例検討の振り返り。その後はご
利用者さんと介護員にいい変化があり引き続き進
行中であることで情報交換することができました。

8 月 29 日 入浴介助の実際の確認
目指せ！フロフェッショナルという意気込みを持
って、ご利用者さんの弱いところを補い、ご利用者
さんの強みを活かした介助方法を研鑽しました。

6 月 14 日

龍ヶ崎市福祉サービス事業所連絡
協議会研修会
「障害者の口腔ケアについて」口腔内の清潔を保つ
と術後の回復も良いというお話を頂きました。

9月2日

龍ヶ崎市こどもまつり

ソース味？塩味？と 7 日間、焼きそばの試食をしま
した。そして販売金額は、こどもたちが購入できる
価格、材料は国産で行こうとみんなで吟味して、当
日の塩焼きそばは午前中に完売しました。

11 月 17 日つくば市生活支援サポーター養成研修
つくば市から養成講座の講師依頼を頂きつくば市
へ。生活支援の実際と事例検討を行いました。受講
生のみなさんの優しさや愛情を感じた一日でした。

11 月 ふれあい活動の風景
安心感のある暮らしの実現
9 月 11 日ヘルパー研修会

清拭の心地よさ

洗面器とタオルだけでも心地よい時間をつくりだ
す手浴を実施。自然にほころぶ笑顔が明日への活力
です。いつもケアを提供する側なので、ケアされる
側になって感じることが沢山あります。

10 月 23 日ヘルパー研修会

障がいについての理解

ほっとピア・サポートの山本光明先生をお迎えして、
精神障害、身体障害、知的障害、認知症の理解とグ
ループワークを行いました。内容の濃い研修会とな
り後日、講師の先生からもお褒めのお手紙を頂きま
した。ありがとうございました。

独り暮らしのご利用者さん「草が伸びてしまったけ
ど、自分ではもうできない…。」とうつむき顔。そ
こで、ふれあい活動で環境を整えることに。ご利用
者さん「ホッとしました」と安堵の表情でした。

平成 31 年 1 月 20 日 ヘルパー研修会
ペースト・ミキサー食作りと試食
普通に調理したものをミキサーにかけてトロミ剤
やゲル剤を添加してペースト食を調理し試食。実践
することによって「食べること、調理すること」の
大切さを痛感します。

平成 31 年 2 月 20 日 ヘルパー研修会 口腔ケア
兼久歯科（牛久市）の中村郁子先生をお迎えして口
腔について講義していただきました。感動と発見が
いくつもありました。ありがとうございました。

11 月 14 日 龍ヶ崎市障害福祉サービス事業所
連絡協議会 研修会

平成 31 年 2 月 23 日 龍ヶ崎市かじサポ養成
第 3 回プチ研修

強度行動障害者の理解、その対応方法。「不適切な
行動に目を向けてしまいがち。でも適切な行動、良
い行動に着目しそこを強化していく事で不適切な
行動が減少していく」という考え方を学びました。

龍ヶ崎包括支援センターと協働して調理の実際と
コミュニケーションの基本研修を行いました。

編集後記：
うららかなある日、道端でてんとう虫を見つけ思わずパチリ📷てんとう
虫は太陽に向かって飛ぶ虫、天道虫、アメリカでは幸運を運んでくる縁
起の良い虫とされているそうです。

