
 

 

 

平成２９年度事業報告書 

 

 

特定非営利活動法人ミューズの夢 

 

１ 事業実施の方針 

・ 様々な障害をもった方々に、楽しく様々な音楽・創作アートを体験してもらう。 

・ 芸術活動や音楽に触れる機会を与えることによって、心身の発達や精神的な安

定、心のよりどころとなり得る様に援助する 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

  ①事業名  芸術サポート教室（月 3 回合奏団・伝統工芸・体験ﾚｯｽﾝなどを含む） 

    事業内容      様々な障害を持った方々への芸術サポート 

    実施日時      平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日（月 3 回） 

    実施場所      ミューズの夢スタジオ 

従事者の人数    各時間 1 人～4 人 

    収益対象者の範囲及び人数   述べ 2,100 人 

    支出額       2,420,478 円 

 

②事業名  芸術サポート訪問教室 

    事業内容      様々な障害を持った方々への芸術サポート 

    実施日時      平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

    実施場所      社会福祉法人 なのはな会こまくさ苑 （年 4 回） 

              社会福祉法人 なのはな会はまゆう  （年 5 回） 

              放課後デイサービス ＡｎｄＹｏｕ東勝山 （年 24 回） 

放課後デイサービス ＡｎｄＹｏｕ利府  （年 12 回） 

              宮城県立子ども病院（2 回） 

重症心身障害児施設エコー療育園（2 回） 

宮城県立光明支援学校中学部・宮城県立小松島支援学校 

国立病院機構仙台西多賀病院（2回） 

仙台市長命ヶ丘市民センター・仙台市山田市民センター 

仙台市若林中央市民センター・太白障害者福祉センター 

              すていじ仙台（年 5 回） 

従事者の人数    各回 2 人～5 人 

    収益対象者の範囲及び人数   述べ 1200 人 

    支出額       594,000 円 

 



 

③事業名  音楽発表会 

    事業内容      サポート教室生徒の発表会 

    実施日時      平成 29 年 11 月 19 日（日） 

    実施場所      仙台市福祉プラザ ふれあいホール 

従事者の人数    25 人 

    収益対象者の範囲及び人数   200 人 

    支出額        111,699 円 

 

④事業名  アートクラス展覧会 

    事業内容      サポート教室生徒のアート展覧会 

    実施日時      平成 29 年 1 月 30 日（火）～2 月 4 日（日） 

    実施場所      仙建ギャラリー 

従事者の人数    20 人 

    収益対象者の範囲及び人数   120 人 

    支出額       108,997 円 

 

（２）会議  月 1 回 第 2 月曜日 13 時から 

（３）機関紙「ミューズ便り」の発行  （年 3 回） 

（４）その他 とっておきの音楽祭 6 月 4 日 ぶらんど～む一番町 

       東日本大震災遺児孤児支援イベント「私・笑・和」 5 月 3 日（祝水） 

                          富谷市 成田公民館 大ホール 

       レインボーフェスタ in 若林 8 月 20 日（日）若林障害者福祉センター 

       宮城県立光明支援学校 秋まつり 9 月 16 日（土） 光明支援学校 

       福祉まつりウェルフェア 9 月 24 日（日）勾当台公園市民広場ステージ 

       ピュアハーツ in せんだい 11 月 11 日（土）イズミティ２１大ホール 

       リルーツ主催六郷わらアート完成披露会 12 月 17 日（日） 

東六郷コミュニティセンター 



収入の部 単位：円

科　　　　　目 補　助　科　目 決　算　額 予　　　算 予算－決算 摘　　　　　　　　　　　　　　要

１．会費収入 317,000 335,000 18,000

正会員会費 43,000 35,000 -8,000

協力会員会費 274,000 300,000 26,000

２．寄付金収入 713,000 315,000 -398,000

３．事業収入 5,130,500 5,208,000 77,500

芸術教育教室 4,077,000 4,215,000 138,000

芸術教育訪問 854,000 762,000 -92,000

音楽発表会 178,500 210,000 31,500 参加費　3,500円×51名

アート展覧会 21,000 21,000 0 参加費　3,500円×6名

４．特別会計収入 0 0 0

５．助成金収入 1,660,510 0 -1,660,510

芸術教育訪問＆研修会 792,510 0 -792,510 ベネッセ（30年度分）

芸術教育訪問 300,000 0 -300,000 こどものたより場基金

芸術教育訪問 300,000 0 -300,000 太陽生命（30年度分）

アート展覧会＆楽器購入 268,000 0 -268,000 大和証券福祉財団（30年度分含む）

７．雑収入 229,417 2,000 -227,417 Ｔシャツ代・15周年ＤＶＤ写真代

　　総会懇親会費・利息・他

当期収入計 8,050,427 5,860,000 -1,250,427

前期繰越収入 2,267,253 1,330,253 -937,000

収入の部合計 10,317,680 7,190,253 -2,187,427

支出の部 単位：円

科　　　　　目 補　助　科　目 決　算　額 予　　　算 予算―決算 摘　　　　　　　　　　　　　　要

１事業費 3,235,174 2,946,000 -289,174

芸術教育教室支出 2,420,478 2,230,000 -190,478 内、会議費30,500円　交通費124,500円

芸術教育訪問教室支出 594,000 536,000 -58,000 内、交通費12,000円

音楽発表会 111,699 150,000 38,301

アート展覧会 108,997 30,000 -78,997

２．特別会計支出 0 0 0

３．管理費 3,441,616 2,867,000 -574,616

人件費 1,186,133 1,150,000 -36,133

消耗品費 113,271 80,000 -33,271

通信費 211,106 240,000 28,894

会議費 13,652 50,000 36,348

慶弔費 10,800 15,000 4,200

借地借家料 1,700,202 1,200,000 -500,202 水道光熱費含む

租税公課 72,000 72,000 0 市民税・県民税

諸会費 15,000 10,000 -5,000 なのはな会・ゆるる

支払手数料 7,626 5,000 -2,626

雑費 111,826 30,000 -81,826

その他 0 15,000 15,000

当期支出合計 6,676,790 5,813,000 -863,790

当期収支差 1,373,637 47,000 -386,637

次期繰越金 3,640,890 2,267,253 -2,310,637

支出の部合計 10,317,680 7,190,253 -2,187,427

特定非営利活動法人　ミューズの夢
平成29年度　収支計算書



（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 533,441 
      普通預金（メイン） 1,693,574 
      普通預金（助成金） 868,386 
      普通預金（あいうえ） 342,845 
      郵便　貯金 128,500 
        現金・預金 計 3,566,746 
    （売上債権）
      未  収  金 80,000 
        売上債権 計 80,000 
          流動資産合計 3,646,746 
            資産の部  合計 3,646,746 

  【流動負債】
    預  り  金 5,856 
      流動負債  計 5,856 
        負債の部  合計 5,856 

        正味財産 3,640,890 

（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   預  り  金 5,856 
   現      金 533,441    流動負債  計 5,856 
   普通預金（メイン） 1,693,574 負債の部合計 5,856 
   普通預金（助成金） 868,386 
   普通預金（あいうえ） 342,845  【正味財産】
   郵便　貯金 128,500   正味  財産 3,640,890 
    現金・預金 計 3,566,746   (うち当期正味財産増加額) 1,373,637 
  （売上債権）    正味財産　計 3,640,890 
   未  収  金 80,000 正味財産の部合計 3,640,890 
    売上債権 計 80,000 
     流動資産合計 3,646,746 

資産の部合計 3,646,746 負債・正味財産の部合計 3,646,746 

特定非営利活動法人　ミューズの夢
平成30年 3月31日 現在

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
特定非営利活動法人　ミューズの夢

平成30年 3月31日 現在
《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表


