
奏海の杜
2021年度(第10期)事業報告
（2021年4⽉〜2022年3⽉）

【項目】
１）制度事業

①子ども広場にこま～る(放課後等デイサービス事業)：定員10
地域生活支援まるま～る(日中一時支援事業）：定員５
②就労支援事業所かなみのもり（就労継続支援B型事業）：定員10（2021年6月～）
③ショートステイおとま～る(短期入所) ：定員３
④保育所等訪問支援事業

２）自主事業ー学びと遊び
３）行事
４）研修

５）実施体制に関する事項
６）離れ棟建設（2021年12月工事終了）

2021年度 総括

主力となる新規事業を始めるとともに
これまでの活動を精査して取捨選択し、活動の柱を太くした年
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①子ども広場にこま～る：放課後等デイサービス事業 対象：小中高児童・生徒 定員10名

地域生活支援まるま～る：日中一時支援事業 定員5名

・芸術のもり（アート創作活動）・ららら♪ミュージック（ミュージックケア音楽療法）
・世界を知ろう（多文化に触れる機会を作る）・読書の時間 ・折り紙の時間
・おてだま～る（大道芸人かなプロによる全身表現、感覚統合)
・プレイジム、ダンスをしよう、筋肉アカデミー（全身運動）・散歩に行こう
・じぶん時間 ・にこまるキッチン（1日支援の日に調理実習）・粘土で遊ぼう
・男前ダンベル（社会福祉協議会のサークルと交流）・サイエンスアカデミー（実験）など

2021年度 事業報告

１）制度事業

⑵プログラム

⑴利用者の安定
2017年
6.0名/日 → 2018年

7.13名/日
2019年
8.41名/日

2020年
9.74名/日

2021年
10名/日→ → →

※ 活動開始当初より関わっていた子どもが支援学校高等部を卒業し、にこま～るから巣立った。

子ども広場にこま～るの様子

ららら♪ミュージック、プレイジム、キッチン、読書の時間など外部講師に頼らない定番の
プログラムが安定した。どのスタッフがリーダをしても充実した時間を提供できている。

2021年度も芸術のもりではかなプロにお世話に
なった。ミヤギテレビの取材を受けた。

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が明けた10月頃から、遠山の里での広報活動など、可
能な範囲で地域交流を試みた。「散歩に行こう」では交ゆう館の周辺を歩いている。子ども
たちに運動不足の解消を図るとともに、地域の方々との交流の機会を作っている。

2011年6月から活動していた中田事務所での
最後の様子。大家さんにはいろいろご配慮いた
だきました。10年間ありがとうございました。
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②就労支援事業所かなみのもり：就労継続支援B型事業 定員10名

１）制度事業

2021年度 事業報告

⑴活動の構築
⑴施設外就労
就労先：●有限会社おっとちグリーンステーション（登米市米山町中津山筒場埣860）

●株式会社いなほ（登米市米山町西野後小路10）
●株式会社高橋農園（登米市登米町日野渡雑田原12）
●株式会社菓房山清（登米市中田町石森加賀野3丁目8-20）

⑵施設内活動
○請負作業・・・シンワ電装株式会社（登米市南方町松島屋敷172-1）
○カフェ活動・・・プレオープン、子ども広場にこま～るとの連携
○商品販売・・・❶笑YOUクッキー販売

❷自社商品の開発→オンラインストア開設準備
○奏海の杜の仕事・・・発送作業、洗車、掃除、接客など

⑵利用者数の変化
6月(開所)
1名 → 12月

2名
1月
３名

3月
４名

2021年度平均
1.46名/日→ →

※ 平均年齢19.6歳

就労支援事業所かなみのもりの様子

コロナ禍の合間を縫って、11月と12月に、
カフェのプレオープンをした。2回で約70名
の方々にお越しいただいた。

施設外就労先は農家さん３軒とお菓子屋さんの工場１軒、受注作業として１軒にお
世話になっている。メンバーさんたちの仕事を一緒に考えて下さる頼もしいパート
ナー。引き続き信頼をいただけるよう、誠実な仕事と笑顔で日々活動している。

ラベルで参加して販売している笑YOUクッキーは、仙台のB
型事業所コッペさんのクッキー。2021年1月より販売を開始
し、１年間で売上個数1000個を超えた。全て手売り！

自社製品の商品開発にも取り組んだ。子ども広場にこま～るで親しんでき
た草木染めや、交ゆう館かなみの敷地に保管してあったスレート瓦で、地
域や手仕事、循環（交流）を発信できる物を生み出したいと模索している。
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③ショートステイおとま～る：短期入所 定員1名→ 3名

2021年6月～新拠点整備のため休止→2022年2月再開 ※ 緊急時の受け入れ

・緊急時（冠婚葬祭など）での保護者不在による見守り

・将来の自立のための練習・保護者のレスパイト

④保育所等訪問支援事業
中田中学校での取り組み終了（校長と担当教員の移動）

１）制度事業

2021年度 事業報告

２）自主事業 ー 赤い羽根共同募金

学びと遊び：月１回開催
【目的】●日常を離れてひと息つく場を作る。

●障害のある人に趣味の時間、友人との出会いの機会を提供する。

●地域の方々に障害のある人との出会いの機会を提供する。
【主な参加者】 かなみのもり通所者、スタッフ、関係者

→ 常連ができた。
→ 日曜開催時に他事業所の利用者、新規参加者があった。→2022年度は日曜開催で計画。

発⾏／2021年7⽉ 発⾏者／NPO法⼈奏海の杜〒987-0602 宮城県登⽶市登⽶町寺池桜⼩路96-3 https://kanaminomori.org/

障害があってもなくても地域を奏でる人になる
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交ゆう館かなみ：登⽶町寺池桜⼩路96-3

※ 建物の裏側（北側）に駐⾞場がありますが、満⾞の場合は、県道沿いの観光駐⾞場をご利⽤くださ
い。

日にち/内容：うら面をご覧ください。
時間：各回とも、10:30～11:30
場所：交ゆう館かなみ（下の地図を参照）
講師：櫻井育子さん

(生涯発達支援塾TANE 代表）
参加費：500円

※活動に必要なものはこちらで準備します。

窓⼝：NPO法⼈奏海の杜（担当サイジョウ/ダザイ）
電話（0220-44-4171:平⽇9:00〜18:00）か
メール（koyukan@kanaminomori.org）で、
参加される⽅全員のお名前、ご所属、電話番号、
メールアドレス、参加したい講座名を
お知らせください。

もと支援学校の先生です。
今は一人ひとりの
いいところを見つけたり、
楽しく学んだりする
お手伝いをしています。
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障害があってもなくても地域を奏でる人になる

7/20 (火) 「お金って大事！？」
お⾦のことって今さら聞けない・・・そんな悩みはありませんか。
⾝近なお⾦の使い⽅、ちょっと知ってみましょう。

8/24 (火) 「ストレスってなんだろう」
いろいろな場⾯で「ストレス」を感じながら⽣きて
いる私たち。⼼のほぐし⽅、学んでみませんか。

9/28 (火) 「選挙のことを学ぼう！参加しよう！」
政治って遠い世界の話ではなくとても⾝近なもの。選ぶ側の私たちが
作っていくのが社会です。選挙を通して社会の仕組みを学びましょう。

10/19 (火) 「ストレスってなんだろう」

11/21 (日) 「おつきあいって？人間関係のあれこれ」
⼈間関係って、いつでもやっぱり⼤事。友達、好きな⼈、職場での関係、
いろんな⼈がいることを感じながら、⾃分のことを考える時間です。

12/19 (日) 「やってみようシリーズ②文化編」
今年は年賀状を⼿書きに挑戦してみませんか。様々な書体で今年の⼲⽀を
書いたり、新年の挨拶や宛名を書いたり。⼿書きのあじわいは格別です。

1/25 (火) 「スマホとつきあう基本の使い方」
知っておけば便利な使い⽅はもちろん、気になる健康のこと、SNSのこと、
聞きたかった！知りたかった！を共に考える時間です。

2/22 (火) 「暮らしの防災備えと心構え～安心って？」
いつどこで起きるかわからない天災に、物はもちろん、その時の⼼構えや
頼れるネットワークを知っておくことも⼤事。⼼の防災を⼀緒に考えま
す。

3/22 (火) 「エコマップを自分で作ろう！」
⾃分たちを助けてくれる⼿段を知ることはとても⼤事！周りにどんな資源が
あるんだろう。探しながら、マイ・エコマップを作ってみよう。

6/22 (火) 「日常のマナーこんなときどうする！？」
普段は意識しないけれど、習慣になっているマナーやあいさつ、⾔葉遣いを
学んでみませんか？知らない⽅⾔や⾔葉も歴史から知ると楽しくなります。
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コロナ禍により中止

いろいろな場⾯で「ストレス」を感じながら⽣きて
いる私たち。⼼のほぐし⽅、学んでみませんか。

⾚い⽻共同募⾦
「参加と協働による新たな地域共⽣社会作り⽀援事業」による
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３）行事/広報等
●保護者会2回（4/10、1/28）、交ゆう館カフェプレオープン2回（11/14、12/7）
社会教育研究会全国集会（8/28 分科会を担当）、とよま文化祭へ出展（10/30）

●事例報告/講演
6/22はっとエフエム、7/21登米町民生委員定例会、9/23アピール大行動、10/9FAJ、
10/14東洋大学大学院須田ゼミ(zoom)、10/23近畿ろうきん報告会(zoom)、
11/23ポジティブ生活文化交流祭(zoom)、12/2登米市手をつなぐ育成会(zoom)、
12/12登米市を良くする会、12/20宮城県立登米高等学校、2/6見本市、
1/20東洋大学須田ゼミ文ゼミ(zoom)、3/11きょうされん(zoom)

●広報/調査協力
ミヤギテレビ（10月～定期）、鎌倉女子大、日本NPOセンター、読売新聞、河北新聞、
大和証券フェニックスジャパンプログラム座談会、季刊「こうゆうかん」、SNS(facebook,instagyam)

●寄稿
月刊社会教育no.782号、ゆめ風だより、とめ市民活動プラザ広報紙、河北新報「私の視点から」
麦の会広報紙、きょうされん記念誌

４）研修
経営者ゼミ（日本NPOセンター）、芸術文化活動の勉強会（SOUP）
就労支援フォーラムNIPPON2021 （日本財団）、東洋大学大学院須田ゼミ（NPO活動分野）、
当事者のリアル（全６回 北海道医療大学）、就労事業所勉強会（恵泉会/支援センターゆい）、
スタッフ内部研修(2回)、虐待防止・権利擁護等研修会（登米市）、
サービス管理責任者研修(２名)、地域共生社会に必要な連携とは（WAM）

2021年度 事業報告

５）実施体制に関する事項

◇総会・理事会
第1回理事会 2021年5月21日 総会議事内容、新理事、CFなど (zoom)
通常総会 2021年6月13日 2020年度事業/収支報告、2021年度事業/収支計画、建築計画
第2回理事会 2021年11月12日 建築費用について (zoom)
第3回理事会 2022年3月8日 建築報告、事業計画検討他 (zoom)

◇役員/職員について(2021年3月末)
役員総数：7名（理事6名、監事1名）代表理事：太齋京子
職員総数：12名（常勤4名、パートタイム6名、運転手2名）

◇会員の構成（2021年3月末）
正会員 15名（個人14法人1）
賛助会員 78名（個人63法人15）

合計590,000円の会費・ご寄付をいただきました。
今年度も温かい応援をありがとうございました。

2021年度 事業報告

太齋 京子

太齋 京子
(5)



もともと敷地の端にあった門は、腐ってい
た支柱を交換して、当時の面影そのままに、
離れ棟の脇に移築。

入口はバリアフリー。車を横付けして入ることが
できる。主な間取りはリビングと居室が３部屋。
多目的トイレを備えている。

離れ棟の玄関左側壁には、60年以上敷地に保管してあったかつてのスレート瓦を貼り付けて
いただいた。職人さんたちが一枚ずつ丁寧に貼り付けてくれていた。隣の門と合わせて、こ
の一角は昔の手仕事が今に息を吹き返している場となっている。

離れ棟は本館の奥。賑やかな本館と外廊下で
つながっているプライベートスペース。主に
ショートステイでの利用を予定している。

2021年度 事業報告

スレートの掃除では設計士さんのご指示の下、子
どもたちも手伝った。同様に敷地内にあった敷石
は本館の縁側に再利用させていただいている。

６）離れ棟建築：2021年7月15日～12月13日竣工 外構工事：12月23日完了

離れ棟概要
○総工事費：25,363,845円
（一般競争入札：サクタ工務店）
○使用目的：ショートステイ / 日中活動の補完
○間取り
居室（３）
リビング
食堂
風呂/洗面室
多目的トイレ

2021年度 事業報告
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交ゆう館かなみ位置

◇2021年度 正・賛助会員、寄付者一覧

今年度も温かい応援を、誠にありがとうございました。

社会福祉法⼈そうそうの杜 ささはら総合診療科 ⻄澤真樹⼦ 荒川輝男 栗原洋⼀ 真如苑
TSエナジー株式会社 TSPネットみやぎ北店 吉村美陽⼦ ⼭川真司 櫻井育⼦ 飯嶋茂
ヤマカノ醸造株式会社 救世軍仙台⼩隊 遠藤真理⼦ 真頼正施 箕⽥朗⼦ 権藤熾
株式会社⾼野コンクリート 有限会社リバーナ 寺⽥早輪⼦ 川内⽥和昭 佐藤和⼦ 植野圭
NPO法⼈出発のなかまの会 有限会社及川商会 浮ヶ⾕美穂 伊藤克⾏ 千葉亨
KMRエンジニアリング(株) やまと在宅診療所 ⻑島奈央⼦ 樋⼝尚紀 尾形和美 ⼭⼝薫
明治安⽥⽣命保険相互会社 有限会社桑原本店 ⽩樫友美⼦ ⽯⽥智⼦  菊⽥あや 須藤豊
社会福祉法⼈さくらんぼの会 株式会社アルバ 佐々⽊眞貴⼦ 鈴⽊まり⼦ 渡邉眞紀 岡⽥彩
南三陸海のビジターセンター 株式会社主⼈公 菅野周⼀ 宍⼾⼤裕 及川裕⼦ 坂部認
社会福祉法⼈ハートフル⼤東 加賀⾕⻭科医院 草野哲也 堀けいこ ⻄井牧⼦ ⼟屋潤
⼀社)⽯巻グリーフサポート パーラー⼭と⽥んぼ 栗飯原順 村中英⼦ 阿部義⼦ 内海庸
株式会社オフィス シー・アイ・エス 村上剛・明美 那須野亮 太齋義勝 須賀謙介 浦野愛
認定NPO法⼈アフタースクールぱるけ 阿部雅則・茜 笹川秀則・和⼦ 数納幸⼦ 中嶋貴⼦ 布施孝介

永島順⼦ ⽶倉晃⼦ 佐藤孝洋 安部律⼦ 及川和俊 宮脇康敏 佐藤綾乃
對⾺良美 眞鍋嗣道 杉⼭裕信 中野⾥美 森川真⼆ 吉本博則 後藤悦⼦
須賀智哉 太齋彰浩 ⻄條玲⼦ 菊池ふさ江 須藤秀明 森川弘志  岡本⾥佐
⽩幡⼤輝 太齋京⼦ 千葉渉平 ⼭崎亜貴⼦ 三浦美昌 森川達男 ⼋幡隆司

（敬称略/順不同）

徳岡信
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