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   ここ数か月、新型コロナウ

イルス感染症拡大のため、何もか

もが思うように進められないた

いへんな状況が続いていますが、

みなさまお変わりございませんか。 

安心で安全な生活がすべてのもとです。今回は特に

直接命に関わることなので、みんなで協力し合って

感染拡大の防止に努め、乗り越えていきたいと願っ 

ております。 

 遊び盛りの子どもは、野外で思い切って羽を伸ば

すことができず、友達との交流も減り、もどかしい

気持ちでいることでしょう。自粛や制限された日常 

 

の中でもできるだけ生活にアクセントや変化をつけ

て退屈しないように工夫することが望まれます。学

習の遅れも気になりますが、これに負けないで夢を

追いかけてほしいと思います。 

 昨年で室蘭言泉学園は開設７０周年を迎えました。

後援会発足の当時を偲ぶと感慨深いものがあります。

これからも学園の発展に寄与していきたいと意を新

たにしておりますので、後援会のみなさまの今まで

の活動に感謝しますとともに変わらぬご協力をお願

い申し上げます。
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後援会だより 
法人ニュースや 

お知らせ情報は 

ホームページで 

室蘭言泉学園後援会 会長 栗林 芳枝 

室蘭言泉学園    検索 

 障がい児入所施設室蘭言泉学園が開設から70年

を迎え、記念旅行や記念講演を通してみんなでお祝

いをしました。 

 ９月～11 月に行

われた記念旅行では

知床、旭川・富良野、

北湯沢温泉の３班に

分かれて思い出を作

りました。旅行が決

まってから子ども達 

は旅行のしおりを手作りしたり、持ちも

のを厳選したりとずっとそわそわ。当日は大 

きなケガもなく、それぞれ世界遺産知床や旭山動物

園、温泉などを楽しみました。朝早くの出発でした 

が、子ども達は元気いっぱ

い。車内でもホテルでも話

題はつきず、特産物を食べ、

動物と触れ合い、壮大な自

然に驚き…。たくさんの体

験に帰りは疲れて寝てしま

う子もいました。 
 

 １月には会員の皆さまにもお知らせしましたと

おり、熊本学園大学教授・弁護士の東俊裕氏を招へ

いして「共生社会の実現に向けて」の記念講演が行

われました。室蘭市民会館 

ホールを満員した会場では 

言泉学園 

の子ども 

達もハン 

ドベルと            ダンスを披露し、 

会場を沸            かせました。 

また、「げんせんおたんじょうびケーキ」を皆で作

ったり、言泉学園の歩みや子ども達の絵・作文を掲

載した記念誌の作成もしました。いつも以上に「み

んなで」様々なことに挑戦する 

ことが多く、慌ただしくも充実 

した日々を過ご 

すことができま 

した。会員の皆 

さまにも記念行事の援助や講演会 

へ参加をいただきました。この場を 

借りて御礼申し上げます。 

言泉学園が70周年を迎えました！ 
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湘南しいたけ「菌床しいたけ」が 

北海道知事賞を受賞！ 
 

 令和元年 11 月 5 日に開催された、

「第 16 回北海道きのこ品評会」で室蘭

言泉学園の就労継続 B 型事業所湘南し

いたけが最優秀賞である北海道知事賞

を受賞しました。 

北海道きのこ品評会

への出品は２回目。初

出場時は奨励賞を受賞

し、順調にステップア

ップを重ねています。

次回は全国大会への出

品も期待されます。 

また、湘南しいたけ

事業所では菌床しいた 

けの他に、乾燥しいたけやきくらげも栽

培しております。伊達道の駅やコープな

どで販売しており 

ますので、ぜひご 

賞味ください。 

 さらに、しいた 

けを取り終わった 

菌床を肥料にして 

ブルーベリーなど 

の栽培も実験的に始めています。新たな

事業も積極的に取り組んでおりますの

で、皆さまのますますのご支援・ご協力

のほどお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度重点活動目標 
 

 

（1）会員の拡大を図り、授産製品の 

販路拡大に協力します。 

 

令和元年度後援会決算報告 

 

《普通預金》  【収入の部】 

 

《普通預金》 【支出の部】 

 
《積立預金》 

 

科 目 予算額 決算額 増 減 適 要 

事務費支出(A) 98,000 95,683 -2,317  

一般物品費 3,000 7,966 4,966  

印刷製本費 25,000 15,925 -9,075 後援会チラシ 

通信運搬費 45,000 47,428 2,428 
領収はがき、

広報誌発送他 

会議費 20,000 19,404 -596 総会 

雑費 5,000 4,960 -40 感謝状額縁他 

事業費支出（B） 970,000 867,375 -102,625  

療育訓練費 200,000 76,286 -123,714 部活動費 

各種祝金 70,000 95,000 25,000 
退園祝 9 名 

資格取得１名 

研修会費補助 100,000 47,328 -52,672  

中型免許取得

費補助 
50,000 0 -50,000 

 

イベント補助 400,000 498,761 98,761 
言泉 70 周年

行事、まつり 

開設補助費 150,000 150,000 0 
退園・入進学

を祝う会補助 

予備費（C） 103,614 0 -103,614  

積立預金支出

（D） 
300,000 300,000 0 

 

事業所補助積

立預金積立 
150,000 150,000 0 

 

教育資金積立

預金積立 
150,000 150,000 0 

 

② 支 出 合 計

（A+B+C+D） 
1,471,614 1,263,058 -208,556 

 

①-②    当期収支差額 187,752 次年度繰越金 

積 立 金 前年度繰越金 本年度積立金 累計積立金 

内
訳 

事業所補助積立預金 850,000 150,000 1,000,000 

教育資金 積立預金 850,000 150,000 1,000,000 

積立預金合計 1,700,000 300,000 ２,000,000 

科 目 予算額 決算額 差額 適 要 

前期繰越金 608,614 608,614 0  

会費収入 660,000 642,045 -17,955  

寄付金収入 1,000 0 -1,000  

雑収入 202,000 200,151 -1,849 
戻し入れ、 

受取利息 

①収入合計 1,471,614 1,450,810 -20,804  

 

 新型コロナウイルスが流行しておりますね。

幸い子ども達・利用者の方に罹患者はおりませ

んが、はやい収束を祈るばかりです。皆さまも

お体には充分ご留意ください。（事務局） 

編集後記 

 
 

 

事務局：（社福）室蘭言泉学園 
    本部事務局 
連絡先：〒051-0004 
    室蘭市母恋北町 1 丁目 4 番２号 
    0143-50-6720 
 

福祉応援団を募集しています 
一緒に活動しませんか？ 

募 会 
員 集 


