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当日はあいにくの天気となりましたが、た
くさんのお客様に来て頂き、本当にありがと
うございました！！
葛飾やすらぎの郷職員一同

5 月 17 日（日）毎年恒例の「葛飾やすらぎの郷チャ
リティーバザー」が開催されました。
当日はあいにくの天気となりましたが、たくさんのお
客様に来て頂くことができました。
雑貨や衣類の販売の他に、手作りパンや焼きたてのピ
ザ、美味しいお茶と和菓子の野点など、とても好評でし
た。
売り場を行き来し欲しい物をみつけ満足そうな顔を
したり、普段なかなか食事の進まない方も、楽しい雰囲
気の中、好きなものを食べ嬉しそうな顔をしたり、皆様
とても素敵な笑顔を見せてくれました。
御家族の方の面会も多く、楽しい時間を過ごせたので
はないかと思います。
前回のバザー開催から半年ということもあり、準備期
間も短かったのですが、地域、ご家族、たくさんの方々
のご協力のおかげで無事にバザーを開催することがで
きました。ありがとうございました。
次回のバザーもたくさんの方々にお越しいただき、楽
しんで頂きたいと思っておりますので、よろしくお願い
いたします。
特別養護老人ホーム葛飾やすらぎの郷 柳田 望
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株式会社 ファミリーケア
○貸借対照表
科 目 名

社会福祉法人すこやか福祉会
○貸借対照表
科 目 名

単位：千円

当期実績

当期期首

単位：千円

当期実績

当期期首

増減額

資 産

343,078

454,782

▲ 111,704

負 債

431,154

551,945

▲ 120,791

純資産

▲ 88,076

▲ 97,163

9,087

増減額

資 産

3,565,995 3,248,155

317,840

○損益計算書

負 債

1,297,264 1,005,662

291,603

科 目 名

純資産

2,268,731 2,242,493

26,237

事業収益

409,885

413,538

▲ 3,653

事業費用

393,560

405,908

▲ 12,348

単位：千円

【事業利益】

16,325

7,630

8,695

予算差

《経常利益》

11,714

▲ 1,749

13,463

○資金収支計算書
科 目 名

当期実績

当期予算

経常活動収入

2,286,877 2,273,668

13,210

経常活動支出

2,245,963 2,239,532

6,431

【経常資金収支差額】

40,914

34,136

6,778

【施設整備資金収支】

3,002

10,651

▲ 7,649

【財務活動資金収支】

▲ 39,168

▲ 40,148

980

《当期資金収支差額》

4,747

4,638

109

○事業活動計算書
科 目 名

単位：千円

当期実績

前年実績

増減額

事業活動収入

2,286,473 2,235,872

50,600

事業活動支出

2,273,974 2,294,447

▲ 20,473

【事業活動収支差額】

12,499

▲ 58,575

71,073

【事業外収支差額】

9,339

6,222

3,117

21,837

▲ 52,353

74,191

《経常収支差額》

すこやか福祉会は、地域に密着した福祉をますます充
実させるため、2008 年度に 7 つの事業所（小規模多機
能事業 2 ヶ所、訪問介護事業所 2 ヶ所、地域包括支援
センター1 ヶ所、グループリビング 1 ヶ所、学童保育ク
ラブ 1 ヶ所）を新規開設しましたが、同時に介護職員不
足の影響で訪問介護事業所 3 ヶ所を統合、又は休止しま
した。新規開設の設備備品や保険未収金の増加により、
期首より 3 億円を超える資産の増加がありますが、同時
に借入金など、負債も 2 億 9000 万円増加しています。
経常収支差額は、4 年ぶりに黒字となりました。新規
事業により、事業活動収入が前年より 5000 万円増加し
ていますが、事業活動支出は 2000 万円減額となってい
ます。これは、会計処理の変更（建物の減価償却を税法
に則り定率法から定額法に変更）によるものです。事業
外収入で約 1000 万円の寄付金収入があり、黒字に大き
く貢献しました。

単位：千円

当期実績

前年実績

増減額

年度期首よりも資産が 1 億 1000 万減少しましたが、
負債額も 1 億 2000 万減少となりました。有利子負債の
減少により昨年度より一定の改善を行うことができま
した。
経常利益は、すこやか福祉会同様に 4 年ぶりに黒字と
なりました。事業収益が前年より 360 万円減少してい
ますが、事業費用が 1200 万円減額となったため、経常
損益で昨年度より 1300 万円改善することができまし
た。波はありましたが、三郷・八潮地域での介護事業が
順調に経過したことが大きな要因となりました。
事務局長 渡邉 史朗

小規模多機能サービス馬渡さん家は、埼玉県三郷市に
2008 年 4 月に開設をしました。今回は近況報告を兼ね、
2008 年の 1 年間の簡単な報告をさせて頂きます。
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≪馬渡さん家の春≫
庭には立派な梅ノ木が
あります。馬渡さんが残
してくれた立派な日本庭
園を利用者さんと楽しみ
ながら、又天気の良い日
には、三郷公園にお花見
や近所へバラを見に行っ
たりと比較的外出が多く
出来ました。又、開設し
て間もないと言う事もあ
り、近所のホームセンターには買い出しに行ったり、
時には庭の雑草取りなどで汗を流す事もありました。
≪馬渡さん家の夏≫
初夏の時期には梅の実の収穫を職員・利用者一同毛
虫と戦いながら行い、庭の一部にはトマト、キュウリ、
苦瓜、大葉、枝豆を植え収穫
を楽しみました。水元公園の
鬼蓮を見に行きたいと言う
声もありピクニックにいく
事もありました。
≪馬渡さん家の秋≫
収穫の秋を迎え、夏の終わりにかけてはキュウリ・
トマト・苦瓜の収穫。秋本番にかけて庭の柿の実の収
穫を楽しみました。又、利用
人数も徐々に増え対応に追
われる事も度々でしたが、三
郷公園へピクニック等も企
画し出来るだけ外出計画を
多く取りいれていました。
≪馬渡さん家の冬≫
馬渡さん家は、食事を毎回利用者さんと共に考え、
作り、食べています。職員の考案で各地方、各県の特
産物を食べ尽くそうという企画をしました。例えば茨
城県の鮟鱇鍋・高知県の鯖の煮食い、北海道の鮭のチ
ャンチャン焼き等、
「今日は何処に行こうか？」と利
用者さんに聞きながら当日の昼食のメニューを考え
る事を始めました。結果、半分位は網羅されましたが、
特産＝鍋物・麺類が多いこと
が分かりました。冬場はやっ
ぱり鍋だね。寒いからうどん
がいいね。等々・・・色々な
メ ニ ュ ーを食 べ ま した。
2009 年の 3 月には雪が降り
ましたが、梅ノ木は立派な花
をつけました。
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開設１年目としては、なるべく外出の機会を多くす
る事を目標に掲げ、
「その日の食材をその都度買いに
行く」とし、毎日の様に買い物に行き、利用者さんと
共に調理をし、季節を感じる事を継続して来ました。
その一環として、近所の神社のお祭りに行ったり、節
分には豆まき・恵方巻きを作ったり、桃の節句にはち
らし寿司と言ったその季節なら
ではの行事も行ってきました。こ
れからも地域に根ざした事業展
開ができればと考えています。
高橋 至

【訪問介護事業部の ISO の取り組み】
わたしたち訪問介護事業部は、２００３年度に ㈱
ファミリーケアとして初めてＩＳＯを取得しました。
当時、事業所が急激に増え、利用者数も増えた為、
規模拡大に伴う「業務の煩雑（はんざつ）さ」が大き
な心配となっていました。
ファミリーケアは「直行直帰」のシステムではない
ので、事業所⇔利用者宅 を行き来しており、複数の
ヘルパーが同じご利用者宅に交代で訪問します。だか
らこそ、ＩＳＯで基準をそろえることが大切になって
います。
各ヘルパーが「もっと質の高いケア」を行うため、
また、それぞれの支店が離れていることもあり、業務
改善の一環としてケア手順の基本技術の統一、書式の
統一など一定のレベルを目指し、訪問するヘルパーに
よって「大きな違い」がないよう、水準の底上げを図
りました。
「品質管理委員会」を設置し、半年に１回の「内部
監査」で各事業所の水準を図り、１年に１回、ご利用
者の皆様に「アンケート」をお願いして、満足度の調
査を行なっています。
皆様、ご要望・ご希望などございましたら、いつで
も事業所にご連絡いただけると有りがたいと思いま
.す。
訪問介護事業部 櫻井 美智子
本部事務局〒120-0023 東京都足立区千住曙町４−１６
TEL 03-5813-9251

FAX 03-5813-9252

URL すこやか福祉会 http：//www.sukoyaka-fu.or.jp
URL ファミリーケア http：//www.family-care.co.jp
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寄付の御礼
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社会福祉法人 すこやか福祉会

常日頃から当法人の社会福祉事業にご協力・ご支援
に感謝申し上げます。この間、貴重なご寄付を多くの
方々からいただきました。心からお礼申し上げます。

◎ 高崎 志んさん 石井 房江さん 児玉詔司さん
浅岡 利子さん 金子 久美江さん その他多数

皆様はじめまして。
Ｈ２１年７月よりグループホー
ムかねがふちでホーム長を任されております室住直
哉（むろずみなおや）です。
この度は、
所長紹介というなんとも恥ずかしい事を
依頼されまして、こうして記事を書いておりますが、
せっかくこの様な貴重なスペースを頂きましたので、
自己紹介と事業所紹介をしたいと思います。
私は今年で２９歳です。
特別養護老人ホーム葛飾や
すらぎの郷で４年半働きその後、
現在のグループホー
ムかねがふちに異動し現在に至っております。
今年で
早いもので、すこやか福祉会入職６年目になります。
今までとは環境も大きく変わり、
とまどいもあります
が少しでもこのホームを楽しく明るいものにしたい
と日々奮闘中です。
さて、グループホームかねがふちはその名の通り、
墨田区鐘ヶ淵という所にあります。
あまり聞きなれな
い地名とお思いの方もいらっしゃる事でしょう。
この
「かねがふち」は皆様が一度はお聞きしたことある
「カネボウ」創業の地です。カネボウは鐘淵紡績の事
なのですよ。
そんなグループホームかねがふちではス
タッフは勿論の事、
入居者さんも皆さんとても仲良し
で毎日素敵な笑顔で溢
れています。
入居者さんが
作る手料理とても美味し
いんですよ。
お近くにお越しの際は
ぜひお待ちしております。

施設の充実に役立つよう、大切に活用させていただ
きます。高齢になっても、障がいがあっても、安心し
て住みなれた地域に住み続けることが可能になるよう、
また「いつでもどこでも誰でも安心してサービスが受
けること」ができる介護保障の実現のために、役職員
一同、これからも奮闘していく所存です。
どうぞ今後とも、今までと変わりないご支援・ご協力を重
ねてお願い申し上げ、お礼にかえさせていただきます。

＜募集地域＞
東京都足立区・葛飾区・墨田区・江東区・江戸川区
港区・埼玉県三郷市・八潮市、千葉県松戸市
＜応募資格＞ヘルパー2 級以上
＜勤務時間＞ご相談ください
【給与】
＜特養・グループホーム・デイサービス＞
時給 1,060 円〜
＜訪問介護＞
身体介護・生活支援
時給 1,430 円〜
【応募方法】
応募先電話番号 03-5648-8250 採用担当 中村
【採用までの流れ】
まずはお電話にてご連絡ください。担当者より面接
日をご連絡いたします。
※ お仕事に関するご相談・ご質問も喜んで承ります。

いよいよ真夏が到来しましたが、みな
さまいかがお過ごしでしょうか？夏バ
テなどなさいませんように、どうかお体
を大切になさってください。今号から新連載「所長のここ
ろ」がスタートしました。ご感想などございましたらご連
絡いただけると幸いです。

広報委員 中村 寛史

