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今月の予定 

6月 23日(月)慰霊の日 

6月 25日(水)西崎特別支援学校 

合同説明会・中学部たまん見学 

6月 28日(土)余暇活動支援 

7月  1日(火)総合防災訓練 

7月  2日(水)職務会議 

7月  4日(金)大掃除 

7月  5日(土)社会福祉関係者交流会  

7月  9日(水)支援会議 

7月 12日(土)たまん家族会 

 

山城直枝さん、照屋健裕さん、神谷司さん 

加島キクエさん、外間公江さん 

平成 26 年 5 月 26 日(月)～6 月 6 日(金)までの 2 週間、 

西崎特別支援学校より、佐久間星輝さん・長嶺光利さん・    比嘉

麻希さん・瀧愛さん・新垣広幸さん・仲門希望さんの 6 名の生徒が就職

体験を行いました。 なれない作業でしたが、みんなとても真剣に、そし

て楽しそうに職場体験を行っていました。休憩時間には先輩利用者や職

員とも楽しく会話をしていました。「たまん」で学んだことを活かしてこ

れからも頑張って下さい！2 週間お疲れ様でした。 

 平成 26 年 5 月 24 日（土）余暇活動支援で、カラオケ活動を行いま

した。 今回は 20 名参加があり、仲の良い友達とグループになり、

一人ひとり好きな曲を歌ったり、一つの曲を皆で歌いました。美味

しい食事も行い皆満足で楽しいカラオケ活動になりました。 

第 153号 

現在、トライ班では週に 2～3 回、1 時間程度、

作業の他に就労移行訓練を行っています。就労

移行訓練では働く上で大切と思われるルール

やマナー（挨拶、言葉づかい、身だしなみ、報・

連・相 等）を勉強しています。今回は栄養士

の親川さんを講師に招き、食事をテーマに勉強

しました。 

 今後も職場見学や職場実習、卒業生講話な

ど、様々なプログラムを組みながら『社会で働

く。』という事を少しずつ学んでもらえると嬉

しいです。 

 

余暇活動（カラオケ） 

就労移行訓練 

西崎特別支援学校 職場体験実習 

夏場（6 月～9 月）食中毒が増える時期です。 

 

食中毒に気をつけましょう！ 

食中毒とは？ 

食中毒とは有毒な微生物や化学物質を含む飲食物を食べた結果を生じる健康障

害です。多くは急性胃腸障害（嘔吐・腹痛・下痢などの症状）を起こします。 

 食中毒から私たちの体を守る為には手洗いがとても大切です。なぜなら病原体

が付着した手で料理を作ったり食事をしたり目や鼻をこすることによって発症

してしまうからです。 

みなさん必ず手洗いしましょう。 

食中毒予防 3原則 

ボランティア 

増やさない やっつける 

細菌をつけないように手や

指、食材はよく洗いましょ

う！ 

 

細菌は低温( 4～10 度 )に

なると増えにくくなりま

す、食材はしっかり冷蔵庫

で保存しましょう。 

 

食中毒をおこす細菌のほとん

どは熱に弱いのでしっかり加

熱すれば細菌は死んでしまい

ます。 

 

ユリの寄贈 

平成26年5月27日に栄盛満理事よりユリの寄贈がありました、

事務所前に飾られ、利用者も職員もいつもより華やかな気持ち

になっています。本当に有難うございました。 

 たまんで検索  
ホームページも 

チェック→ 

 

マイクロバスの送迎は路線バス停を使用させて頂いてい

る為、路線バスの停車時間帯や日々の天候、交通量によっ

て待合わせ時間に若干のズレが予想されますのでご了承

下さい。 

又、出来るだけ待合わせ時間の 5 分程前までにはお待ち

頂けますようご協力のほどお願い致します。 

送迎に関するお願い 

つけない 

mailto:info@taman.or.jp
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”-資金収支計算書-” 

勘定科目 予 算 決 算 差 異 

事業活動収入計 168,621,000 168,341,582 279,418 

事業活動支出計 142,720,000 142,911,213 △ 191,213 

事業活動資金収支差額 25,901,000 25,430,369 470,631 

        

施設整備等による収入計 1,300,000 1,300,000 0 

施設整備等による支出計 13,944,000 13,893,963 50,037 

施設整備等による資金収支差額 △ 12,644,000 △ 12,593,963 △ 50,037 

        

その他の活動による収入計 17,300,000 17,300,000 0 

その他の活動による支出計 30,557,000 30,100,000 457,000 

その他の活動による資金収支差額 △ 13,257,000 △ 12,800,000 △ 457,000 

        

予備費 0 0 0 

        

当期資金収支差額合計 0 36,406 △ 36,406 

        

前期未支払資金残高 40,069,000 40,071,069 △ 2,069 

当期末支払資金残高 40,069,000 40,107,475 △ 38,475 

 

 

”-貸借対照表-” 

資産の部 負債の部 

科目 決算額 科目 決算額 

流動資産 49,558,903 流動負債 11,053,626 

    固定負債 21,480,360 

固定資産   負債の部合計 32,533,986 

基本財産 160,103,016 純資産の部 

その他の固定資産 278,558,810 科目 決算額 

    基本金 27,259,220 

    国庫補助金等特別積立金 155,117,590 

    その他の積立金 171,676,438 

    次期繰越活動増減差額 101,633,495 

    純資産の部合計 455,686,743 

資産の部合計 488,220,729 負債及び純資産の部合計 488,220,729 

 

 

”-事業活動計算書-” 

勘定科目 当年度決算 

サービス活動収益計 165,478,245 

サービス活動費用計 148,582,438 

サービス活動増減差額 16,895,807 

サービス活動外収益計 2,863,337 

サービス活動外費用計 1,454,664 

サービス活動外増減差額 1,408,673 

経常増減差額 18,304,480 

特別収益計 1,300,000 

特別費用計 7,531,335 

特別増減差額 △ 6,231,335 

当期活動増減差額 12,073,145 

前期繰越活動増減差額 102,360,350 

当期末繰越活動増減差額 114,433,495 

    

基本金取崩額 0 

    

その他の積立金取崩額 17,300,000 

その他の積立金積立額 30,100,000 

次期繰越活動増減差額 101,633,495 

”-財産目録-” 

資産の内訳 金額 負債の内訳 金額 

流動資産 49,558,903 流動負債 11,053,626 

固定資産 438,661,826 固定負債 21,480,360 

資産合計 488,220,729 負債合計 32,533,986 

    差引純資産 455,686,743 

 

 

 

たまんを卒業された内村鈴奈さんと高橋幸史郎さんが働く｢いとまん

シャトー｣です。「いとまんシャトー」は糸満市大里のサトウキビ畑に

囲まれ緑あふれる自然の中にあります特別養護老人ホームです。建物

は沖縄の昔ながらの赤瓦を取り入れた落ち着いた雰囲気となってお

りその中で約 70 名の利用者のみなさまが入居し生活なさっていま

す。施設内も広々としており開放的な作 

りです。卒業生のお二人も現場スタッフ 

及び利用者のみなさまの温かいお声掛け 

と笑顔に囲まれ日々、清掃作業に励んで 

います。 

 

就職企業先の紹介 

たまんを卒業された内村鈴奈さんと高橋幸史郎さんが働く｢いとま

んシャトー｣です。「いとまんシャトー」は糸満市大里のサトウキビ

畑に囲まれ緑あふれる自然の中にあります特別養護老人ホームで

す。建物は沖縄の昔ながらの赤瓦を取り入れた落ち着いた雰囲気と

なっておりその中で約 70名の利用者のみなさまが入居し生活なさっ

ています。施設内も広々としており 

開放的な作りです。卒業生のお二人も 

現場スタッフ及び利用者のみなさまの 

温かいお声掛けと笑顔に囲まれ日々、 

清掃作業に励んでいます。 

 

平成 25年度 資金収支決算報告 


