でに至りました︒
６つの作業班での日中活動︑水産加
※
工会社へのグループ実習︑グループ
ホームからの一般就労と︑働くこと
を生活の中心とした処遇体制は︑利
︿ミッション﹀
用者と共に築いてきた当園の実践の
私たちは︑自閉症を中心とした知的障がい者の明るい未来を
成果であります︒
開くため︑総力を上げて支援を行います︒
〇しかしながら︑開設 年が経過する
︿ビジョン﹀
中で︑利用者の情緒や身体状況に
豊かな自然の中で︑社会に生きる障がい者の良きパートナー
様々な変化が顕在化してきました︒
︵隣人︶として︑利用者とともに歩み続けます︒
起居動作や移動︑食事︑排泄など
の日常生活動作︵ＡＤＬ︶において︑
時間を要し︑介護の範囲が拡大する
状況が顕在化してきております︒介
護を要する利用者の増加に伴い︑従
来の日中活動や生活介護のあり方に
理 事 長
ついて︑適切な対応策を講ずること
が求められております︒
開設当時 歳だった利用者も 歳を
利用者の高齢・虚弱化に対応すべく
〇いすみ学園は︑昭和 年４月︑自閉
※
超え︑平均年齢は男性 歳︑女性
﹁高齢対策検討委員会﹂で検討作業を
症を中心に知的障がい者の﹁豊かな
歳となりました︒平成 年１月現在
続けてきましたが︑今般﹁報告書﹂を
人生﹂を支援することを目指して︑
で 歳以上の 名の利用者について
とりまとめ︑職員︑保護者をはじめ関
この﹁いすみ﹂の地に開設されました︒
５年前と現在の状況を確認し︑その
当時︑東京都には自閉症者を対象と
係者の皆様に配布し︑ご覧いただきま
※
変化から５年後を想定するという作
した︒
する生活施設は未整備状態で︑障が
業を通じて︑対策が急務であること
その詳細を﹁さざなみ﹂で逐次紹介
い特性を受け止められる施設の整備
を確認しました︒
させていただく旨お約束しておりまし
が求められていました︒当学園は︑
〇こうした問題意識を持って︑利用者
たので︑高齢対策をよりご理解いただ
そうした期待に応え東京都の都外独
の高齢虚弱化問題に対応するため
くことを願って︑概要とポイントにつ
占施設として開設されました︒
﹁高齢者検討委員会﹂を中心に︑今
いて︑私見を交えて報告して参ります︒ 〇当初は療育支援に関する知見も十分
後必要となる対策について検討を重
先ず今回は﹁はじめに﹂についてです︒
ではなく︑全てが手探り状態での支
ねて参りました︒
援活動でした︒しかし︑若く溌剌と
ここでは︑﹁いすみ学園﹂開設後︑
検討したテーマは①日中活動のあ
した利用者と共に様々な活動を展開
今日までの実践と成果︑そして利用者
りかた②生活介護︑医療支援のあり
する中で︑日々の実践が実を結び︑
の生活の変遷と近況︑高齢対策の必要
方③生活環境の整備︵新棟建設︶に
性と対応策等が簡潔に記述されていま
学園内で様々な生産活動を行うと共
ついて︑であります︒
すので︑全文を紹介します︒︵〇部分
に︑一般就労やグループ実習をはじ
前
が報告書︑ ※
め︑地域社会での活動を展開するま
が私見となります︒︶
※理事長の下で検討されてきた﹁新

第113号

部

59

一

﹁高齢対策検討委員会報告﹂
概 要 説 明︵ そ の 一 ︶
岡

35

30 49

令和元年9月26日発行

み
な
ざ
さ
第113号
（1）

50

18

34

50

53

棟建設問題﹂︑所謂ハードウエアの
テーマに加えて︑日中活動︑生活介
護・医療支援などのソフトウエアに
ついても幅広い課題を検討しました︒
〇当学園は
・ミッション﹁豊かな自然の中で︑社
会に生きる障がい者の良きパートナ
ー︵隣人︶として利用者とともに歩
み続けます︒﹂
・ビジョン﹁私たちは︑自閉症を中心
とした知的障がい者の明るい未来を
開くため︑総力を挙げて支援を行い
ます︒﹂
を掲げて歩んで参りました︒
これからも︑この理想を高く掲げ
て︑高齢期を迎える利用者の﹁豊か
な人生﹂を支援して参ります︒
当学園が︑利用者の﹁終の棲家﹂
として︑その人生を支え続けること
ができるよう︑本報告書を基に礎に︑

支援策の充実強化に邁進して参ります︒

学園のミッションとビジョンは︑自
※
閉症者と共に歩む矜持を明らかにし
たものと理解しています︒これから
もこの立位置を変えることはありま
せん︒高齢期を迎える利用者の皆さ
んの人生に︑これからも寄り添い続
ける決意を込めて﹁終の棲家﹂を宣
言しました︒
そのために学園は﹁何をしなけれ
ばならないのか︑何が出来るのか﹂
を真剣に検討してきました︒
引き続き︑次号で詳細を報告して参
ります︒

（2）

職員としての心構え
支 援 課 長

堂

下

勉

自閉症と高齢化

支援主任

軽

込

進

一

スキル獲得は難しいので︑その方法が

このように自閉症の根源的な問題が

自閉症は１９４３年のカナーによる

少しずつ消化されていくと同時に︑高

有できるかが︑事業所の﹁質﹂の違い

いは環境に対して︑通常の方法での関

齢化という新たな課題が浮上する︒自

いすみ学園には﹁学園紀要﹂という

わりが苦手であるか︑その方法そのも

閉症は脳の機能的な障がいであるため︑

﹁こだわり﹂と呼ばれて望ましい形と

物事の多くは︑世代によって変化し

のの習得がしにくい︒さらに関わりそ

脳がコントロールする筋肉や神経系︑

報告からさまざまにその見解が変遷し

ていくものだが︑﹁法人理念﹂は変わ

のものを必要としていないかのように

の大きな一因となると言えるのではな

の方々から︑有形無形のご支援を賜っ
るものではない︒ただ継承していく事

見える﹂ということであろう︒これを

バイブル的な書がある︒いすみ学園の

た︒とりわけ学園の理念的支柱となっ

は容易いことではない事も理解してい

ならないことも多い︒

た小杉長平先生による﹁これからの施

る︒今︑私たちは︑利用者の﹁人生﹂

てきたが︑根源的な障がいは﹁人ある

設に望むこと﹂︑十亀史郎先生には

いか︒

﹁対等の立場に立て良き隣人たれ﹂︑

に向き合っていると言っても過言では

次ぐ悲しい事件が勃発している︒﹁理

今︑様々な場面で弱者への悲報が相

持していく私たちの﹁心﹂のより所に

事であり︑福祉人としての心構えを維

念の礎となったことは言うまでもない

関係者諸氏は深く感銘を受け︑法人理

障がい福祉への﹁志﹂を抱く我々や

演を賜った︒

まことに適切な時期に︑卓越したご講

として﹁法人理念﹂の水脈は後世に伝

み学園園長である︒原井利夫氏の遺言

﹁志﹂半ばでご逝去された︑元いす

分自身の支援の在り方に滅入ったとき︑ を理解し︑携わる職員の協力なしには

今も変わらず存在している︒時には自

えていく所存である︒

れたのも︑いすみ学園の﹁法人理念﹂

別﹂を尊重した事業展開を進めてこら

は︑多くの利用者の社会参加や﹁個

いるさなかである︒いすみ学園の今日

いでいる︒今︑まさに舵を方向付けて

流れに応じた暮らしの提供に全力を注

行動特性による﹁虚弱﹂という自然の

くなり︑﹁老い﹂または若年期からの

﹁人間らしさを求めて﹂を︑それぞれ︑ ない︒利用者の生活様式に違いが大き

﹁人との情緒的な交流﹂である︒青年

うと努力している︒その最たるものが

れて外界を彼らなりに理解︑整理しよ

長に伴って徐々に必要な情報を取り入

が︑これはかれらの本質ではない︒成

れは確かに一種の自閉のように見える

かのような状態をとることがある︒こ

ひどいため︑みずから感覚を遮断する

ほぼすべて︶による圧力があまりにも

ト・モノ・音など︑外界からの情報の

幼少期の自閉症児者は︑環境︵ヒ

言える︒

いて︑さまざまな誤解を生んできたと

の実態と言葉との間が大きく剥離して

ある︒人はだれしも﹁老い﹂というこ

もあるが︑対人的な個別配慮は必須で

職員への信頼感で乗り越えられること

である︒これと向き合う時には家族や

医療はおそらくその最たるものの一つ

齢を重ねても下がらないものも多く︑

自閉症の環境に対する過敏性は︑年

のである︒

新たな環境の理解をする必要が高まる

度クリアしてきたときに︑医療という

人の場合︑人との情緒的交流がある程

にかかるリスクも高くなる︒自閉症の

筋肉や内分泌系の問題で内科系の疾患

きないのに骨が弱ることによる骨折や︑

多い︒そのため行動はコントロールで

﹁学園紀要﹂の一節に一助を得た経験
は︑私だけではないだろう︒

原則である事を︑どれだけの職員が共

生の伴走者として従事していく姿勢が

と感じてしまう︒私たちは利用者の人

は︑﹁負のスパイラル﹂に陥った現象

求めていく様子がうかがえる︒確かに

ことばが嘘のように人とのかかわりを

んでいくと︑かれらは﹁自閉﹂という

期︑成人期を経て人とのかかわりを学

すでに始まっている︒

﹁老い﹂と﹁医療﹂に対する個別化は

がある︒彼らにも同じことがいえるが︑

とに対する受容と対応とに戸惑うこと

成し遂げられなかったと言える︒

念﹂の欠如を感じると同時に︑私的に

内分泌系などにも影響を与えることが

そして池田太郎先生におかれましては

指 す 用 語 と し て ﹁ 自 閉 ︵ autism
︶﹂
ということばが充てられたが︑自閉症

創設にあたり︑運動の過程で実に大勢
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︵支援員

典子︶

去る令和元年５月 〜 日に︑１班
万木工舎は日帰りチームと１泊チー
メンバーは学園旅行に行きました︒今
ムで班旅行に行って来ました︒
年度は東武動物公園に行き︑かんぽの
１泊チームは︑６月６日〜７日にか
宿青梅に泊まりました︒お天気に恵ま
けて茨城
れ︑東武動物公園では広い園内を小グ
方面に出
ループに分かれて動き︑人気ナンバー
掛けまし
ワンのホワイトタイガーに会いに行っ
た︒１日
たり︑花々で飾られた公園を散策した
目は晴天
りしました︒宿では夕食の宴会や大浴
に恵まれ︑
場での入浴︑朝食バイキングなど︑旅
ひたち海
ならではの楽しみを味わいました︒学
浜公園で
園旅行は﹁共に働く仲間と日頃の労を
様々なア
ねぎらう﹂年に一度の宿泊外出なので︑ トラクシ
皆さんの期待も大きいです︒実施にあ
ョンを楽
たり︑予算や日程割り振り︑チャリテ
しみまし
ィー協会の補助︵宿泊割引︶のある宿
た︒宿は
が限られていること︑利用者の高齢化
﹁いこい
に伴い身体面の配慮点が増えたことな
の 村 涸
ど制限もありますが︑今回も個々にア
沼﹂に泊
ンケートを用いた聞き取りを行い︵言
まりました︒温泉に入ったり︑皆でゲ
葉がない
ームセンターに行ったりとホテルを満
方はご家
喫しました︒２日目は天気が崩れまし
族の意見
たが︑鉾田市のメロン農園に行き︑採
を伺った
れたてのメロンを食べました︒なかな
り気持ち
か大きなメロンでしたが︑皆さんペロ
を察した
リと平らげていました︒皆さん笑顔の
りして︶
多い２日間でした︒
反映させ
日帰りチームは︑ゆっくりと１日を
ました︒
楽しむという事で︑茂原レイクウッズ
また来年
ガーデンと︑同市内の和食レストラン
も︑楽し
でランチを楽しみました︒レイクウッ
い時間を
ズガーデンではびわジュースで一息つ
ご一緒で
きました︒その後はバラ園を散策しま
きるのを
した︒天候にも恵まれ︑バラの香りが
楽しみに
心地よく感じる園内をゆっくりと散歩
していま
しました︒ランチでは︑和食を楽しみ
す︒
ました︒最後にデザートも食べてのん
びりとした１日を満喫しました︒
︵支援員 高地 優輔︶
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令和元年七月十八日㈭〜十九日㈮一
泊二日で茨城方面に旅行に行って来ま
した︒例年だと九月に実施していまし
たが︑今年度は七月に班旅行を行いま
した︒天候にも恵まれ楽しい旅行を満
喫できたと思います︒当日︑普段通り
朝食を済ませてから学園を出発して︑
茨城県の筑波にあるＪＡＸＡ筑波宇宙
センターに向かいました︒数日前にＴ
Ｖで﹁はやぶさ２﹂が小惑星リュウグ
ウへの２回目のタッチダウンを成功さ
せたＪＡＸＡです︒実際の管制室や展
示物︑ビデオを興味心身で静かに見学
してきました︒その後︑昼食を済ませ
てから︑国内でニ番目に大きな湖﹁霞
ヶ浦﹂でクルージングを楽しみました︒
今回の宿は︑かんぽの宿・大洗︒眼
下に太平洋が広がる海沿いの宿です︒
ゆっくり温泉につかり︑地元の食材を
使った季節の会席料理にカラオケを楽
しんで来ました︒二日目は︑宿から直
ぐの﹁アクアワールド大洗水族館をゆ
っくり見学︒日本トップクラスの規模
を誇り︑シンボルとなっている多くの
サメやイルカ・アシカのショーを見て
きました︒海の生き物に癒されたひと
時でした︒帰り
には︑圏央道か
らも見える世界
最大級の﹁牛久
大仏﹂その胎内︑
光の幻想的な世
界を味わってき
ました︒それぞ
れが楽しい思い
出をまた一つ増
やせた旅行であ
れば幸いです︒
︵支援員 泰居 容一︶

令和の時代を迎えた最初の行事︒七
月十三日㈯に﹁夏祭り﹂が開催されま
した︒この日は︑利用者・保護者・職
員総勢一五七名での参加となりました︒
夏の暑さや高齢虚弱を考慮し︑会場は
地域交流ホームで二部構成の企画とし
ました︒
一部は︑鈴木
次郎さんの開会
の挨拶で始まり
ました︒岡部理
事長挨拶後︑
﹁男神輿﹂の登
場でお祭りムー
ドが盛り上がり︑
続いていすみ学
園初の﹁女神
輿﹂の登場︒男
性に負けず元気
一杯で保護者数名も一緒に練り歩きま
した︒一層盛り上がった所で盆踊りが
開始︒太鼓を囲んで皆さん元気一杯に
踊っていました︒利用者の永野さんと
金子さんは︑猛練習をした太鼓のバチ
さばきを披露しました︒
第二部は︑大屋栄養士の﹁食﹂に関
わる講話を聞きながらのおやつタイム
です︒各テーブルに保護者会からのお
やつやフルーツ・フランクフルト等が
配られ︑お腹も心も満たされました︒
最後に﹁いすみ学園の歴史﹂の上映︒
映像が流れると︑懐かしく拝見された
方もいました︒若い頃の自分を見付け
ることが出来たでしょうか︒
あっという間に夏祭りが終了となり
ましたが︑無事終了出来たことに感謝
致します︒保護者の皆さん︑職員の皆
さんご協力ありがとうございました︒
︵支援員 岩瀬佳代子︶

いすみ学園では﹁東京都福祉サービ
ス第三者評価﹂を毎年受審しています︒
これは︑第三者の目から見た評価結果
を幅広く利用者や事業者に公表するこ
とにより︑利用者に対する情報提供を

今年度は一般財団法人﹁日本品質保
証機構﹂に依頼し︑６月 日に利用者
調査が実施されました︒３名の調査員
の方との事前打ち合わせの後︑ 時半
から 時まで︑生活介護を利用してい
る全ての利用者 名に 分〜 分ずつ
かけ一人一人じっくりと丁寧に聞き取
りをしていただきました︒毎年実施さ
れているという事もあり︑利用者の中
にはこの時間を楽しみにしている方も
います︒また緊張されている利用者も︑
優しく丁寧に聞き取りをしていただく
ことで終始和やかな雰囲気の中で実施
することができました︒
月には経営層への聞き取り調査が
実施され︑利用者調査と併せた評価は
﹁とうきょう福祉ナビゲーション﹂に
て後日公表されます︒福祉サービスの
質の向上︑利用者主体の支援のために
今後も毎年実施していきます︒
︵権利擁護委員会 岩瀬祐三子︶
15
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行うとともに︑サービスの質の向上に
向けた事業者の取り組みを促す事で︑
利用者本位の福祉の実現を目指すもの
です︒
日
時：令和元年八月三十日㈮
九時三十分〜
場
所：いすみ学園交流ホームにて
検査内容：血液・尿・心電図
対 象 者：いすみ学園利用者全員
今年度から夷隅医師会診療所巡回健
診をお願いし︑交流ホームを会場に行
いました︒心電図は初めてでしたが︑
利用者の方は協力的で問題なく終える
事が出来ました︒先生より︑２階での
心電図検査は階段昇降の負担をなくし︑
１階で検診できるよう予定しますとの
お心遣いもいただきました︒これから
も利用者の健康を第一に努めてまいり
ます︒

（4）
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八月十日土曜日︑毎年行っている夷
隅郡市広域市町村圏事務組合の救急隊
の方を招いての講習に参加させていた
だきました︒

前半は心肺蘇生とＡＥＤを用いた救
護処置の要領︑後半では消火器の適切
な使用方法に関しての講習でした︒講
師の方の指導もとても分かり易く丁寧
で終始和やかな雰囲気でしたが︑講習
途中に出動命令が出るというハプニン
グもあり︑こちらも身が引き締まる思
いでした︒心肺蘇生やＡＥＤ操法は学
校や前職でも習ったと思うのですが︑
なかなかしっかり思い出すことが出来
ず曖昧です︒また︑救命救急の方法も
年々少しずつ変化し︑指導を受けて初
めて知ることもあります︒毎年講習を
行ってもらえることはとてもありがた
く︑多忙な救急隊の方に実際に指導し
ていただけるということは︑とても貴

重なことだと感じました︒私は今回の
講習で出来た対処を実際の現場で冷静
に行動出来るかどうか少し自信があり
ません︒ただ講習を受けなかったら行
動すら出来ないかもしれません︒訓練
であっても経験をいうものはとても大
切だと思っています︒これから先︑実
際に現場に遭遇することがあるかもし
れません︒その時は冷静に今回学んだ
ことをしっかり思い出して行動したい
と思います︒
学ぶことが多くとても充実した時間
を過ごすことができました︒ありがと
うございました︒
︵支援員 大木 崇司︶

私は︑今回初めて作業班のある障が
い者施設で実習をさせて頂きました︒
まず︑障がいを持つ方はどこまでの作
業ができるのか︑職員はどのような支
援をするのか疑問に感じていました︒
私は︑食品加工班に入り実習をさせ
て頂きました︒利用者の方々がする作
業として︑らっきょうを切る人やサイ
ズを合わせて選別をする人︑ジャムの
仕上げの手伝いをする人がいました︒
皆さんそれぞれ自分の作業を理解して
いて︑ゆっくり確実に作業を進めてい
ると感じました︒又︑職員の支援とし
て︑火を使う作業や出荷できる状態に
する作業を主としており︑利用者一人
ひとりの特徴に合わせた作業を提供し︑
利用者の方々に危険がないよう支援し
ていました︒
利用者の方々にとって日々作業をす
るということは︑大事なことなのだと
実習を通じて感じることができました︒
利用者の皆さん︑職員の皆さんありが
とうございました︒
︵千葉明徳短期大学 山口 若菜︶

第

担

意

当

ＴＥＬ

送り先

注

鶴岡

〇四七〇ー八六ー三四一二

いすみ学園

千葉県いすみ市万木二二

致します︒

食品は︑賞味期限内でお願い

衣類︵クリーニング済みの物︶等

雑貨・シーツ・文具・食品

◎新品ならなんでもＯＫ

皆様のご協力をお願い致します︒

バザー 用 品 大 募 集

回 槇の里祭のお知らせ

ボ ランティア同 時 募 集
﹁ 槇 の 里 祭 ﹂﹁ 休 日 余 暇 活 動 ﹂ を 一

味・関心のある方を募集しています︒
左記連絡先までご連絡ください︒
社会福祉法人 槇の里 いすみ学園
千葉県いすみ市万木二二

〒二九八ー〇一一一
〇四七〇ー八六ー三四一二

連絡先
住
〇四七〇ー八六ー四九三五

所

ＴＥＬ

高地・松本

長田・岩瀬︵祐︶
・高地

ＦＡＸ

学園祭実行委員
ボランティア担当

!!
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マイクロバスは︑作業材料の仕入
れ・イベント商品の搬入等作業全般に
使用しており更に︑利用者の通院・ク
ラブ活動・地
域交流・余暇
指導︑又︑利
用者が楽しみ
にしている帰
宅に欠かせな
い車輛なので
とても助かり
ます︒
又︑職員及
び利用者の作
業意欲は著し
く向上し︑学
園の日常活動
は大幅に改善
された事と利
用者に安全・安心した生活を提供しつ
つ行動範囲も広がり楽しい生活を送る
ことができます︒全国の皆様からの善
意に感謝申し上げると共に︑マイクロ
バスを大切に使用させて頂きます︒

いすみ学園初
代事務長丸浦岩
夫様より︑愛車
２台を寄付して
いただきました︒
利用者の為︑
大切に使用して
いきます︒

初めまして︒
以前は介護ヘル
パーとして働い
ていました︒寮
生の方々との生
活は戸惑いの多
い状況ですが︑学ぶことも多く自身の
成長もさせて頂いております︒学園の
方々との縁を大切にしながら頑張って
まいります︒宜しくお願い致します︒

７月よりお世
話になっており
ます國藤真由美
と申します︒
以前は老人施
設や病院で介護
の仕事をしておりました︒いすみ学園
のような施設は初めてで慣れないこと
も多く︑利用者の方々から学ぶことも
沢山あり︑日々勉強中であります︒ま
だまだ未熟ではありますが︑利用者の
方に安心して楽しく過ごしていただけ
るように努めていきたいと思いますの
でよろしくお願い致します︒

皆さま初めま
して︑年度の途
中ではあります
が七月から支援
員として務めさ
せて頂くことに
なりました羽賀悠希と申します︒以前
は複合型介護施設の特定施設入居者生
活介護で働いておりました︒今は先輩
職員の方々︑利用される皆様に教えて
頂きながらではありますが︑利用者の
皆様がその人らしい生活が送れるよう
日々努めてまいりますので宜しくお願
い申し上げます︒

録

題 字 は 式 田 和 好 さ んです︒

電話 0470 - 86 -3412 Ｅメールアドレス ismi3412@titan.ocn.ne.jp

いすみ学園

謝

記

社会福祉法人槇の里

〒298 - 0111 千葉県いすみ市万木22番地

感

後

次の皆様方から︑たくさんの御寄附を頂
きました︒厚く御礼申し上げますと共に︑
今後とも尚一層の御協力をお願い致します︒
︵順不同 敬称略︶
︿寄附金﹀
・髙田美和
︿寄附物品﹀
・千葉ノーミ㈱・田澤房子・新田聡子・石
濱規子・岸上れいな・齋田奈々子・鈴木紫
帆・小林亜紀子・西内恭子・伊藤富美子・
峯田剛志・谷口順子・岡野達雄・藤範洋一
・中村洋子・八幡学園保護者・伊藤富美子
・吉平めぐみ・山内浩佳・菊里裕子・㈱新
環境設計・服部依子・石合・野口由美・皆
川会計事務所・野川信太郎・金田いよ子・
㈱新健食・杷野英子・高田美和・片岡手芸
店・阿部栄子・平なおこ・岩田・佐藤里子
・中尾雄二・茂木・いたみや・谷川陽子・
林田浩美・木村奈津江・㈱ファーマみらい
・石野薬局・関明水・㈱新清ハイツ・㈱創
建長嶋・山藤摩利子・齋藤久美子・千葉き
み子・早川史子・㈲田辺印刷・内山重浩・
高橋美智子・㈱ビーアイエー・㈱メラマッ
ク・㈲松本設備工業・磯貝智子・㈲高山商
店・やまよ農園・鹿野クミ・水谷もと・宮
山くみ・立花佑介・山口朝香・池内由美・
四倉久美子・長谷川範子・斎藤澄子・小林
直子・㈲源氏商店・新井淳子・川西一寿・
高田ひろこ・宮島朋子・鈴木和美・土田美
子・雨下あやめ・遠藤正子・星野和寅・榎
本康夫・榎本照子・川名克則・伊津野佐知
子・宮崎くみ・福田千晶

集

県内各地で台風の被害が出ております︒
職員一同気を引き締めて支援を行ってまい
ります︒
︵高地 優輔︶

編
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貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書
平成31年3月31日 現在

自 平成30年4月1日 〜 至 平成31年3月31日

自 平成30年4月1日 〜 至 平成31年3月31日

