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岐阜県福祉サービス第三者評価認定施設
（評価機関認証番号　岐評０４－００１）

     　　　桜の寿和苑　（平成２１年４月）

　平成２１年５月２４日　東京両国国技館で行われてい
た大相撲夏場所に於いて、伊勢ヶ濱部屋の大関日馬
富士が、横綱白鵬を優勝決定戦で破り、見事に幕内最
高優勝を成し遂げました。昨年の１２月大関日馬富士
（旧　安馬）が誕生し、３場所目にして優勝されました。
施設の入所者の皆様は、『安馬よく頑張ったね。』『安
馬又来て欲しいね。次来る時は、横綱になってくるか
な。』と、自分の身内のように喜んでみえました。私たち
も入所者の皆様と共に、大関日馬富士を応援していき
ます。次の名古屋場所に於いても好成績で頑張ってく
れることと思い、皆様とご一緒に精一杯の応援を送りた
いです。

Ⅶ．伊勢ヶ濱部屋ニュース　

　200９年　７月　　日

日馬富士が初優勝　白鵬との優勝決定戦制す！

施設長　河内　和代

大関日馬富士が、優勝決定戦で横綱白鵬を下手投げで破る。

　福祉の現場は、様々な課題を抱えております。職員が仕事
に生きがいを感じて介護に取り組み、そしてお一人ひとりが、
楽しく豊なゆとりを持った暮らしをしていただくことが、大切な
のではないかと思っております。先人から『お年寄りと妊婦
は、夏でも寒い』と、聞きました。室内の温度・湿度・換気・消
毒等の管理を徹底して暮しよい環境を作って行く事が、大切
だと感じています。尚、介護報酬改訂で職員給与の見直し
が出来る事はとても幸いだと感謝しています。

　元旦当日の朝、入所者の皆様は、７時３０分に食堂で
新年の挨拶を施設長がさせていただき、おとそとおせ
ちを摂っていただきました。午後からは、正月の遊びで
かるた取りと福笑いをしていただき、施設内で新年を迎
えていただいたことを、職員と共にお祝いさせていただ
きました。

　寿和苑の職員（音楽療法士）が、日常的に実施させ
ていただいている機能訓練とは別に、歌（歌謡曲・ナツ
メロ・民謡・その他）に合わせたリズム体操を皆さんに指
導させていただいています。音楽療法を行うことによ
り、肺機能の改善・残存機能の改善・気分転換等が培
われると言われ、皆さんの顔にも普段と違った笑顔を見
ることが出来ました。

　音楽にあわせてリズム体操

　体を動かし、歌を歌い、そして笑いながら皆さんが体
操をしています。

　大きな文字で書かれたかるたを、皆さんが譲り合いな
がら、取ると言うより配っている感じで楽しまれています。

　暑い季節になりました。



Ⅴ．平成２０年度　寿和苑のあゆみ

平成２０年 　４月　１日 　『家賃補助制度規程』・『新規職員紹介制度規程』の施行
５月１８日 　平成２０年度　第１回　理事会
６月２５日 　消防訓練（避難・消火訓練）
７月　８日 　平成２０年度　第２回　理事会
７月２３日 　参議院選挙　不在者投票

８月２３日 　寿和苑　納涼祭・家族会

　９月２５日 　平成２０年度　法人実地指導監査・老人福祉施設指導監査
１０月　７日 　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ開始
１０月１２日 　平成２０年度　第３回　理事会
１０月１６日 　寿和苑　看取り開始記念日『千枝会』の発足
１０月１８日 　寿和苑　運動会開催
１０月２４日 　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ終了
１１月２９日 　『跡部・功齢者・芸術祭』開催

平均介護度 １２月　１日 　ＦＤＳシステム「ちょうじゅ」　導入・操作訓練開始
28,228 3.7 平成２１年 　１月　１日 　平成２１年　元旦祭
2,871 2.9 　１月２１日 　岐阜県知事選挙　不在者投票
4,043 3.2 　２月１５日 　平成２０年度　第４回　理事会

3,793 2.0 　２月１５日

　３月２４日 　平成２０年度　第５回　理事会

　３月２５日 　消防訓練（避難・消火訓練）

　３月３０日 　ＦＤＳシステム「ちょうじゅ」　各部署に配置

合　　　計

95名

３名 Ⅵ．新型インフルエンザ対策のお願い

16名

５７名

Ａ

① ② 単位：千円 ・

・

 経常収入 443,331 ・

 財務活動収入 2,835 ２．面会及び入場についての注意事項

・

・

・

・

合       計 774,533 ・

Ｂ
③ 単位：千円

・

 事業活動収入 461,892 ・

 事業活動外収入 8,006 ・

　特別収入 3,402 ２．その他

・

・

・

・

合       計 948,872

その他の事項については、施設長の判断により対応させていただきます。

以上、よろしくお願いいたします。
尚、ご不明な点につきましては、窓口の職員又は、施設の相談員にお尋ね下さい。

お届け物については、受付でお預かりさせていただきます。

入所者の皆様の外出は、禁止させていただきます。

但し、病院受診については、配置医（主治医）の指示を受けご家族同伴で受診していただきます。

１．面会及び入場について

面会は、お断りさせていただきます。

但し、施設が依頼した方及び施設長の承認を得た方については、面会をしていただきます。

緊急時を除き、外来者の入場は受付までといたします。

328,367

収　　入　　項　　目

 前期末資金
収支差額

事業活動計算書（平成２１年３月３１日現在）

各自マスクを持参していただき、そのマスクを着用してお入り下さい。
指定された場所以外への立入をお断りいたします。

近隣地区（関市・岐阜市・美濃市・山県市）内で、感染が確認された時

475,572

505,749

10,000

収支計算書（平成２１年３月３１日現在）

Ⅳ．社会福祉法人武芸会　平成２０年度決算報告

 経常支出

 施設整備支出

金額　（千円）

５２名

面会は、１階ホール又は４階ふれあい広場でお願いします。

介護福祉士

378,266

14,700

支　　出　　項　　目

５名

16名

ヘルパー２級 体験実習

20名

３名

Ⅲ．平成２０年度　実習生報告

修繕積立金積立額 　前期活動収
支差額

1,677,126

(40,177千円)

1,812,443

支　　出　　項　　目

135,316

32,023

349,544
 当期末資金
収支差額

231,708

(うち当期資金収支　21,177千円）

 財務活動等支出

合       計 774,533

合       計 948,872

 事業活動支出

 事業活動外支出

3,402

（うち当期活動収支　４０，１７７千円）

 固定資産処分損

425,449

4,272

次期活動収支
差額

　設備借入金 101,250

7,985

　現金預金 315,658

1,205,109

流動負債

　その他

　基本財産

　その他 59,967

貸借対照表（平成２１年３月３１日現在）

75名短大生・大学生

高校生

管理栄養士

26,080

資　　産　　計

固
定 　その他

流
動資

産 固
定

項　　　　　　　目

86.4

負　債　計

負債・純財産　計

1,812,443

純　　　財　　　産

（うち次期活動収支差額）

負
債

一般

中学生(小学生）

73.6
86.0

Ⅰ．理事長　山田　亮三　挨拶

Ⅱ．平成２０年度　事業実績
定　員　数（人） 延利用者数（人） 施設利用率（％） 平均年齢（歳）

96.780

　常日頃は行政、老施協、地元、家族会など関係者の皆様方には一方ならぬお世
話を頂きまして厚くお礼申し上げます。お陰様で施設の運営は順調に経過しており
ますが、昨今の出来事を見聞するにつけ危機管理の大切さを痛感しております。
現在、感染症対策と火災・震災対策を一から見直しております。新型インフルエン
ザについては、これから３年間は、しっかり向き合って行かなければならないと考え
ております。『安全』『安心』をはじめ、質の高い介護が提供できるように役員・職員
が協力してまいりますので、引き続きましてよろしくご指導くださいますように心から
お願いいたします。

１．面会及び入場をお断りさせていただく方

現在、風邪症状のある方。

受付終了後、トイレにて手洗い、うがいをして下さい。

手洗い、うがいをしていただいた後、備え付けの消毒液にて着衣及び手指の消毒をして下さい

収　　入　　項　　目 面会日から７日以内に伝染国又は、国内伝染地区から帰宅された方。

その他、面会に重大な支障が有る場合。

　寿和苑では、新型インフルエンザ及び季節性インフルエンザの感染を防止する為、どなた様に
限らず利用者様との面会や外来者様の施設内への立入について制限をさせていただきます。皆
様のご理解とご協力をお願いいたします。

85.0

84.5 　就業規則平成２０年度改正（育児、介護休業規則・パートタイマー雇用契約等に関する規則）の施行

近隣地区（関市・岐阜市・美濃市・山県市）以外で、感染が確認された時

介護老人福祉

20
15通所介護施設

短期入居者施設 55.4

ケアハウス(特定） 12

84.5




