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ゆりかご園には畑があります。皆でスコップやつるはしで

掘り起こして作りました。土の中からは貝殻や陶器の破片、

昔のお菓子の袋が出てきて、昭和にタイムスリップしたみた

いでした。それらを取り除いて耕してできた、努力の結晶の

ような畑です。今では収穫した野菜が食卓に並ぶこともあり

ます。秋にはいもほりとやきいもが恒例行事となり、季節を

感じながら自然の恵みをいただいています。 

 

今回は畑の紹介とみんなの木の紹介です。 

コロナ禍で様々なイベントが中止

になってしまい、子ども達も久しぶ

りの卓球大会ということで練習にと

ても意欲的に取り組んでいました。

本番は勝ちに喜ぶ姿や負けて悔やむ

姿、一生懸命な姿が見られてとても

いい時間でした。 

練習時間が少ない中、最後ほんの少し苦戦

しましたが、3 位入賞出来ました。私の中で

は 1位を狙っていたので 3位という結果は予

想外でした。来年はしっかり練習をして今度

こそ 1 位を狙えるよう頑張りたいと思いま

す。 

（3位 高 1女児） 

みんなの木には、 

みかんの実がついています。

成熟するのが楽しみですね。 
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令和 3 年 8 月からようらんで勤務をしておりま

す。志村ちえみです。保育士の前は色々な仕事を

していましたが、人と関わる仕事ばかりでした。

たくさんの出会いと別れを経験してきました。私

の好きな言葉で「終わりの後には始まりが待って

いる」という言葉があります。ゆりかご園での私

はまだ始まったばかりです。皆さんと一緒に成長

していけるように向上心と好奇心を忘れずに頑張

ります。宜しくお願いします！ 

 

7 月から調理で働かせて頂く事になりました。桐

山繭子です。 

以前は老人ホームや保育園の調理職で働いていま

した。おいしい食事が提供できるように頑張りた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

はじめまして、髙橋茂美と申します。8 月 22 日か

らゆりかご園の事務補助員としてお世話になるこ

とになりました。1 日でも早く職員の皆様に仲間

だと思って頂けるようになれたらと思います。よ

ろしくお願いします。 

ようらん 

志村ちえみ 

厨房 

桐山繭子 

事務所 

髙橋茂美 
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はじめまして、夜間指導員をさせていただく、三元悠

利です。この経験を通して、自分自身も成長出来たら

良いなと考えております。もし見かける事があったら

気軽に話しかけてもらえるとすごく嬉しいです！こ

れからよろしくお願い致します。 

7 月からきりの夜間指導員になりました、大野

沙羅彩です。見学に来た時に感じた園のあたた

かい雰囲気に惹かれました。これから、ゆりか

ご園でこどもたちや職員の皆さんと過ごせる

ことを、とても嬉しく思っています。至らない

点もたくさんあると思いますが、一歩ずつ成長

していけるように精一杯頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

皆さん初めまして、ようらんの夜間指導員の栢沼

颯汰と申します。ようらんの子ども達をしっかり

とサポートできるように一生懸命頑張ります。子

ども達と一緒に成長していきたいと思っていま

す。宜しくお願いします！ 

 

 
ようらん 夜間指導員 

栢沼颯汰 

ようらん 夜間指導員 

三元悠利 

きり 夜間指導員 

大野沙羅彩 
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江の島に行って来ました。階段の上り下りが

きつかったです。江の島水族館にも行って来

ました。イルカショーに感動して泣きそうに

なりました。 

放映が始まったばかりのアニメ映画を観に行

き、雨が降っていても楽しめた様子でした。映

画館で映画を観るのが初めての児童もいて、館

内が暗くなり大迫力の映像と音に少しびっくり

していた様子でしたが、アニメ本編が始まると

直ぐに集中して見ることが出来ていました。 

富士山の麓の子どもの国へ行ってきました。

乗馬体験や巨大迷路、スタンプラリーなどを

楽しみました。たくさん遊んだ後は、さわや

かでげんこつハンバーグをいただき、自分の

拳より大きなハンバーグににんまり。充実し

た一日となりました。 

 

一足先に夏祭りをやりました。子ども達は、浴

衣を着て、たこ焼き、焼きそば、綿あめ等 10種

類以上作って並べて、食べきれず通りかかった

職員を呼び込み、振舞いました。また、空気砲

で射的ゲームも楽しみました。 

諏訪の原公園に出かけました。ローラー滑り台

では数人で一緒に滑り、階段の段数が多く上に

上る際一段一段、数えながら上りました。他に

も草原で虫を探したり遊具で遊んだりして楽し

みました。子どもたちの笑顔が沢山見られた一

日でした。 

ららぽーと湘南平塚へ行きました。各自で買

い物をしたり、2 グループに分かれてボウリ

ングをしたり、ゲームセンターでクレーンゲ

ームをしたりと、とても楽しい時間を過ごす

事が出来ました。 

箱根園のふれあい動物園にお出かけしました。 

うさぎや猫を触って「ふわふわー！」と感動し

たり、生まれて初めて本物の馬を見てあまりの

大きさに驚いて泣いてしまったりと、驚きと発

見の連続でした。夕食はマクドナルドのハッピ

ーセット！オモチャまでついて大満足の 1 日に

なりました。 

児童も参加してお弁当作りを行い、諏訪

の原公園に行きました。自分たちで作っ

たお弁当を満足そうに食べていました。

夕食はゆず庵へ。しゃぶしゃぶを実際に

体験した児童は少なく、皆で食べ方を教

え合いながら食べました。 
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女子中高生 

8月 9日中高生女子は酒匂の河川敷でバーベキューをしました。 
天気にも恵まれ、みんながたくさん食べている姿が嬉しかったです。 

時折吹く強風にも負けずガッツリ食べるみんながたくましかったです。 

準備や片付けも積極的に行ってくれて助かりました。おやつはジェラートを食べに曽我まで行きました。 

全員ダブルを頂きました。暑かったので最高に美味しかったです♪  

夜は園庭で花火を楽しみました。小さい花火も大きい花火も綺麗でした。 

最後の線香花火は風が強くてみんなすぐに落ちてしまいましたが、 

それも一つの思い出ですね。素敵な時間を一緒に過ごすことが出来ました。 

 

男子中高生 

男子中高生は生命の星地球博物館に行ってきました！ 

飾ってある標本や化石を子どもたちはとても真剣に見て、「意外と大きいね」等 

重さや大きさを実感している場面も見られました。博物館の後はバーベキューを行いました！ 

生憎の天候だった為、室内で行いましたがとてもおいしそうにお肉を食べ、 

中高生同士沢山話してとても楽しいレクになりました。 

 

幼児 

夏休みのレクリエーションで、未就園児と幼稚園生は晩ごはんにバーベキューをしました！ 

初めて見るバーベキューコンロにも興味津々で、もくもくと立ち上がる煙を見て「湯気？」 

「いいにおいがする」など、子ども達は思いもよらぬ所に面白さを見出していました。 

いつもの園庭も、レジャーシートを敷けば開放感たっぷりなバーベキュー場に早変わり！ 

みんなの大好きなトウモロコシやウィンナーは、炭火で焼いて美味しさ倍増です。 

お肉もたくさん食べて、大満足でした！ 
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活動計算書 

（自）令和 3 年 4 月 1 日  （至）令和 4 年 3 月 31 日 

法人名：社会福祉法人 ゆりかご園    単位：円 

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

児童福祉事業収益 346,976,381 331,176,739 15,799,642

不動産収益 3,049,200 3,187,566 -138,366

経常経費寄附金収益 5,820,311 3,893,075 1,927,236

住宅費収益 1,179,120 859,680 319,440

サービス活動収益計（１） 357,025,012 339,117,060 17,907,952

人件費 221,688,425 213,900,355 7,788,070

事業費 64,914,479 50,895,827 14,018,652

事務費 22,937,293 24,136,060 -1,198,767

減価償却費 17,690,359 18,319,379 -629,020

国庫補助金等特別積立金取崩額 -9,713,273 -9,814,960 101,687

サービス活動費用計（２） 317,517,283 297,436,661 20,080,622

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 39,507,729 41,680,399 -2,172,670

借入金利息補助金収益 570,000 614,000 -44,000

受取利息配当金収益 20,917 28,626 -7,709

その他のサービス活動外収益 7,227,507 6,010,979 1,216,528

サービス活動外収益計（４） 7,818,424 6,653,605 1,164,819

支払利息 871,360 939,560 -68,200

その他のサービス活動外費用 723,436 383,398 340,038

サービス活動外費用計（５） 1,594,796 1,322,958 271,838

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 6,223,628 5,330,647 892,981

経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 45,731,357 47,011,046 -1,279,689

施設整備等補助金収益 10,277,000 10,558,000 -281,000

特別収益計（８） 10,277,000 10,558,000 -281,000

固定資産売却損・処分損 4 0 4

国庫補助金等特別積立金積立額 10,277,000 10,558,000 -281,000

特別費用計（９） 10,277,004 10,558,000 -280,996

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -4 0 -4

税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 45,731,353 47,011,046 -1,279,693

法人税、住民税及び事業税（１２） 6,000 90,600 -84,600

法人税等調整額（１３） 0 0 0

当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３） 45,725,353 46,920,446 -1,195,093

前期繰越活動増減差額（１５） 90,454,016 97,533,570 -7,079,554

当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５） 136,179,369 144,454,016 -8,274,647

その他の積立金積立額（１９） 40,000,000 54,000,000 -14,000,000

次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９） 96,179,369 90,454,016 5,725,353
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法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日  （至）令和4年3月31日
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毎年 11 月 23 日に開催しております「酒匂ゆりかご祭り」について、新型コロナウイルス感

染症の今後の見通しが経たない中、来場者及び関係者の健康や安全面などを第一に考え、昨年

度同様、開催は中止することになりました。 

 開催を楽しみにされていた皆様にはお詫びを申し上げると共に、 

ご理解をいただきますよう、何卒よろしくお願い致します。 


