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特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

愛和苑

希望の
希望の森

ご挨拶
毎日うっとうしい日々が続いておりますが、これも日本の農業や自然には大切な天候なのでしょう。
茨城県西地域に特別養護老人ホームが３６施設あります。その施設間で災害対策パートナーシップ協定
を締結する予定になりました。震災や竜巻、豪雨などの自然災害時にお互いに助け合う協定です。被災に
より一時的に処遇が困難になった入居者の受け入れや、食料・飲料水などの食料物資の提供、介護職
員の派遣などです。 又、各施設において災害時の非常食の準備もします。愛和苑や希望の森に於いて
も、３日間の非常食を備蓄することになりました。このような備蓄品を使用することが無いように祈っております。
その他、特別養護老人ホームのニュースが新聞などで時々見られます。病気の感染や、施設内の虐待、
火災や設備の不適などです。私たちは、何時何が起こるかもしれないと言う危機管理意識を常に持ち、
様々な事に対応する準備をしております。皆様方に於かれましてもお気付きの点がありましたら、是非アドバイ
スをお願いいたします。
私たちの使命は、ご利用者様の生命の安全と快適な生活をして頂くことです。
平成25年7月1日
社会福祉法人 愛和会
理事長 森 誠
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ユニットだより

デイサービスだより

デイサービスでは、毎月色々なレクリエー
ションが行われております。また、遠足や
外食へ出掛け、利用者様に楽しいひと時を
過ごしていただいております。

平成25年7月10日

ユニットでは、
この時期、た
くさんの行事
が行われまし
た。運動会で
は玉入れやパ
ン食い競争な
ど、にぎやか
な大イベント
となりました。

第23号

愛 和 会 だ よ り

平成25年7月10日

お買い物会

ありがとうございます

5月25日
「衣類の移動販売」が
やってきました。
沢山の洋服に利用者様
・ご家族様皆、大喜び
でした。

【ボランティア・慰問】
お多福尺八会様・ＰＯＷＡＲＯ様
結城信用金庫様
【実 習】
ニチイ学館ヘルパー２級実習生
古河第二高等学校

避難訓練

救命講習

５月１日・８日
「救命講習」が行われました。
受講した職員みな一生懸命取り組んでいました。

6月3日
「消防避難訓練」
が行われました。
万が一に備え職員
皆、真剣に取り組
んでいます。

開催日：８月１０日（土）
時間：１７：００～１９：３０
ぜひ皆さんでお越しください！！

栄養課だより

７月７日は七夕ということで
愛和苑でも七夕にあわせた
イベントメニューで昼食を
提供しました。

≪献立≫
献立≫
七夕そうめん
天ぷら盛り合わせ
肉団子
果物（すいか）

おやつも七夕仕様☆
夜空の星をイメージした
和菓子です
星型のにんじんが
かわいいと利用者様
からも好評でした
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４月22日・23日・25日
の３日間、２ユニットご
とにお花見に行ってきま
した。どの日もお天気が
良く、イベント等も行っ
ており賑わいでいまし
た。昼食は屋台で好きな
物を選んで、桜を鑑賞し
たながらみんなで美味し
くいただきました♪

昨年に続き、今年も5月27日
から29日の3日間、エーム
サービス様（給食委託会社）
のご厚意により、新茶の試飲
会が行われました。スタッフ
が茶娘に変身し、各ユニット
を回り、和菓子と共に静岡産
の新茶を振る舞いました。入
居の方々も新茶の香りと風味
に感激しその美味しさに大満
足のご様子でした。やっぱり
新茶は味が違いますね♪
●ボランティア・慰問●
傾聴ボランティア様、結城信用金庫様
●寄付・寄贈●
小泉強様、武井ぎん様、山室イチ様・鈴木やす様
●実習●
ニチイ学館ヘルパー2級実習生
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4月27日に「訪問お買い物会」がありました。前回は衣類のみ
でしたが、今回はお菓子やおつまみと言った食品関係も販売さ
れていました。普段はなかなか買い物に行けないため、皆さん
嬉しそうにショッピングを楽しんでしました♪

環境美化委員会主催で、施設内外問わず清掃が定期的に行われてい
ます。今回は近隣のゴミ拾い清掃や施設内の車椅子清掃等を行いま
した。その他にも特浴清掃や草取り清掃などといった様々な清掃が
予定されています。気持ち良くご家族の皆さまやお客様を迎えるた
め、そして私たち職員一人一人の心を磨くためにも今後も“ちか
ら”を入れ継続していきます。
4月19日に古河市の消防署の指導
のもと、消防避難訓練を行いまし
た。年に４回定期的に行っています
が、私たちスタッフも非常時に迅速
に対応できよう備えています。もし
もの時・いざという時に備え、今後
も真剣に取り組んでいきます。

平成25年7月10日

施設の一大イベント、夏祭りの日程がついに決定しま
した。皆様に充分楽しんでいただけるよう、実行委員
一同ただいまイベントや出店を企画準備中です。
昨年は天候に恵まれなかったので、今年は快晴になる
事を願っております。また今年もバザーや美味しい屋
台もたくさんご用意する予定です。
皆様、友人やご近所の方もお誘いあわせのうえ、ぜひ
ともお越しいだだき、お楽しみくださいませ♪
*****開催内容*****
開催：平成24年8月4日（日）
時間：11：00～18：00
場所：希望の森 正面駐車場
内容：盆踊り・お囃子・じゃんけん大会
バザー
出店：かき氷・駄菓子すくい・ジュース
焼きそば・おにぎり・チョコバナナ
フランクフルト・コロッケ
スーパーボールすくい
※都合により開催内容が変更される場合が
ございますが、ご了承ください。

りびふく賞

NPO法人日本福祉ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ協会主催のｺﾝﾃｽﾄに
出展しました。999点
の中から見事入賞！

毎回自分たちで調理する料理
レク。今回はお好み焼を作り
ました。キャベツやベーコン
を包丁やキッチンばさみで
切ったり、鉄板の上で焼いた
り。最後はみんなで美味しく
いただきました。これからも
饅頭や団子、ｹｰｷ等作ってい
きます。
大平山に紫陽花を見に行って来
ました。青空の下みんなでご飯
を食べて、名物の団子をお土産
に買って帰りました。途中道の
駅に寄り道し、のんびりお買い
物。普段とは違うデイサービス
で楽しんだ１日でした。
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資金収支計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日
金額単位：千円

借方（支出）
貸方（収入）
科目
金額
科目
金額
726,951
842,735
事業活動支出
事業活動収入
73,482
0
施設整備等支出
施設整備等収入
5,394
7,822
その他の活動収入
その他の活動支出
44,730
当期資金収支差額
850,557
850,557
合計
合計

事業活動収支計算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日
金額単位：千円

借方（支出）
貸方（収入）
科目
金額
科目
金額
サービス活動費用 780,587 サービス活動収益 833,319
サービス活動外費用 19,288 サービス活動外収益 13,882
28,444
3,266
特別費用
特別収益
22,148
当期活動増減差額
850,467
850,467
合計
合計

貸借対照表
平成25年3月31日 現在

金額単位：千円

借方（支出）
貸方（収入）
科目
金額
科目
260,392
流動資産
流動負債
1,860,675
固定資産
固定負債
1,661,657 負債の部合計
建物
78,385
土地
基本金
その他の固定資産 120,633 国庫補助金特別積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
2,121,067 負債及び純資産の部合計
合計

新人職員と先輩職
員との初めての交
流の場。みんなで
ボーリングをし、
終了後焼肉で親睦
を深めました

「利用者とご家族に、日
本一信頼されるホームを
目指します」という理念
のもと、各部署の所属長
が今年度の目標と熱い思
いを話し、全職員の気持
ちを一つにしました。

金額

普段から行っている朝礼を綺麗に出来ているか、声が出ているか等を部署
ごとに競い合いました。６チームが参加し就業終了後や休憩中に練習した
1,123,548 成果を存分に発揮し、古河市倫理法人会の皆さまの審査のもと、前回以上
1,273,002 に洗練されたコンクールとなりました。これをもとに今後も継続して朝礼
を行って行きます。
56,720
149,454

588,702
202,643
848,065

2,121,067

＊苦情解決責任者 施設長 森 光子
＊苦情解決責任者 施設長 森 誠
《特別養護老人ホーム》
《特別養護老人ホーム》
担当者：土手内 広実（生活相談員）
担当者：福井 守 （生活相談員）
：菱岡 繁人（介護支援専門員）
：櫻井 正倫（介護支援専門員）
：小島 佑佳（介護主任）
：櫻井 正倫（介護主任）
《デイサービス》
《デイサービス》
担当者：武田 聡（生活相談員）
担当者：野本 隆之（生活相談員）
《居宅介護支援事業所》
《居宅介護支援事業所》
担当者：上野 徳子（介護支援専門員）
担当者：増田 真由美（介護支援専門員)
＊苦情解決第三者委員 民生委員 福田すみ子
＊苦情解決第三者委員 民生委員 大森禮子
※ご質問やご相談がございましたら、上記までお声かけ下さい。すみやかに対応させていただきます。
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デイサービスセンター希望の森
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※紙面の写真については、ご本人さまの同意を
得て掲載しております。

