
　“ジングルベル ジングルベル鈴が鳴る”少し遅れた
日の午後に少し照れながらサンタクロースがトナカイ
に引かれ登場し、寿和苑クリスマスパーティーの開
宴です。
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　暑中お見舞い申し上げます。

Ｕ　Ｒ　Ｌ

≪おわりにあたって≫

　誠に厳しい現状にありますが、寿和苑は、地域福祉の拠点であり、皆様方から愛され頼りにされる施
設であるという誇りを持って精一杯努めて参ります。より一層のご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。

　今年度から、介護報酬が引下げられ、寿和苑の運営は一層厳しくなることが予想されます。このような
状況のもと、寿和苑では、利用者の皆様の人員管理を徹底すること、満足度の高いサービスを提供す
ることで利用者の増加に努め、収入の増額を図りつつ、人件費、消耗品費、光熱水費、介護用品費等
について、節約やコストの縮減により、支出を抑制することで、適正な運営が実現できるよう、職員一
同、奮闘努力してまいります。

　比較的過ごし易い日々が続いておりましたが、台風の影響か、大変蒸し暑く、じめじめした梅雨らしい
陽気となり例年同様、熱中症に対し十分な注意を払う必要性を感じる今日この頃です。

Ⅷ．平成２７年度　事業計画

＊昼食と入浴そして健康体操等各種イベントを行っております。ご近所お誘いの上ご参加ください。

（１）地域貢献活動の実施：毎月１回寿和苑において『ふれあいの場』を開催。

（２）３階ショートステイ：居室プライバシー対策事業

＊現在の多床室を可動式間仕切りにより利用者の皆様のプライバシー対策を行います。

寿和苑
寿和苑
寿和苑
寿和苑

岐阜県関市武芸川町跡部１５５５－１

【社会福祉法人　武芸会】

 〒５０１－２６０５

平成26年7月18日 平成２６年１０月１８日

『楽しければ心も体も、もっと動く』毎年恒例の行事
である運動会が、伊勢ヶ濱部屋及び武芸川幼稚園
のご協力をいただき無事開催できました。

 ０５７５－４６－１１３２

施設長　河内　美文

　尾関関市長様が、寿和苑にご来苑いただき各施
設の利用者の皆様に『いつまでもお元気でお過ごし
ください』と、ご挨拶していただきました。

・特別養護老人 ホーム

・ショートステイ
・デイサービスセンター

・ケアハウス

平成26年12月28日 平成27年1月1日

　平成２７年の元旦　朝食は、お屠蘇とお雑煮で年
の初めをお元気でお迎えできたことを、お祝いをし
ていただきました。その後カルタ取りを元気よく楽し
んでいただき今年も元気でお過ごしいただけることを
願っております。

    春の寿和苑 （平成２７年） 
発行日 ： 2015年 7月15日 
発行人 ： 社会福祉法人武芸会 
       理事長 山田 亮三 
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宝富士関　７月場所初の三役　『小結』

６月　５日

７月　１日

１０月１７日

　就業規則・給与・退職金規則　（育児介護休暇・福利厚生・パートタイマーの賃金）変更届提出

　就業規則・給与・退職金規則　（勤務時間・パートタイマーの賃金）変更届提出

　平成２６年度　第１回　理事会

　平成２６年度　家族会　開催

　平成２６年度　納涼祭（武芸川町花火観賞）　開催

１０月　２日

１０月１０日

　就業規則　（年次有給休暇の取得）変更届提出

　施設農園用地（１，１３２㎡）売買契約締結

　伊勢ヶ濱部屋ボランティアキャンプ開始　１０月２４日まで

　平成２６年度　第２回　理事会

４月　１日

４月　３日

１０月　１日

８月１４日

８月２３日

１０月　２日

　ケアハウス寿和苑の管理費減免の開始

　介護予防通所介護・介護予防短期入所生活介護事業の認可

６月　４日

　会計処理の変更　　指導指針⇒新会計基準

Ⅰ．理事長　山田　亮三　挨拶
　Ⅴ．平成２６年度　事業活動報告

５月１４日

（平成２７年３月３１日現在）

２，３６１ ６１．０ ８６．４１５ ２．５

定員数（人） 延利用者数（人）

管理栄養士（人） 介護福祉士（人） 介護職員初任者研修（人） 合　　　　計（人）

（平成２７年３月３１日現在）

平均介護度
９６．３ ３．５８７．５

Ⅲ．平成２６年度　実習生受入実績

施設利用率（％） 平均年齢（歳）
介護老人福祉施設

通所介護施設

８０ ２８，１１８

金額　（千円）

　Ⅵ．伊勢ヶ濱部屋通信

560,106

Ⅳ．社会福祉法人武芸会　平成２６年度　決算報告

　平成２７年3月朝日山親方(元大関　大受)　の定年に伴い、2月1日付けで所属力士の磐石(奈良)、大天白(愛
知)、大一心(福岡)、元受(福島)、部屋付きの親方、桐山親方、世話人の斉須、床山の床淀が伊勢ヶ濱部屋に加
わり、総勢３０名を超える大所帯になりました。

照ノ富士関　５月場所幕内最高優勝　『大関昇進』

資
　
産

流
動

　現金預金 218,958 467,852

　その他 66,072 53,543

　その他

合       計32,444

事業活動支出

施設整備支出

固
定

　基本財産 1,150,400 15,778

　その他 103,559

固
定

　リース債務 9,356

　退職給与引当金 17,798

資　　産　　計 1,538,990

負
　
債

流
動

　事業未払金

（内、次期活動収支差額） （560,106千円）

91,364 497,419

短期入所者施設

ケアハウス(特定）

高　　校　　生

中学生(小学生）

短大生・大学生

31,766

０

2,040

負債・純財産　　計 1,538,990  次期活動増減差額

一　　般

純　　　　財　　　　産 1,447,626

１０月１８日

１１月　２日

836,530

　岐阜県・関市・老施協・ならびに地元関係者の皆様には、常日頃よりご指導、ご支援、ご協力を賜りま
して、真に有難うございます。

　苑の最大の課題『排泄のノーマライゼイション』への取組みも、着実に成果を挙げています。深夜に前
触れなしに現場を訪れてみたときのことです。あまりの静けさに自分の足音が気になりました。介護日誌
に「良眠」と書かれている状態です。これも昼間の生活が充実していればこその熟睡です。職員たちが
苦労しながらも大きな成果を挙げている現実に接して、目頭が熱くなりました。
これからも、高い志を持って、地域の皆様の要望に応えられるように、取り組んで参ります。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

Ⅱ．平成２６年度　事業実績

暑中お見舞い申し上げます。

　平成２６年度　第３回　理事会

　伊勢ヶ濱部屋　激励会開催

　愛のともしび基金より補助金を頂き、利用者の送迎車　『愛のともしび号』納車

　平成２６年度　寿和苑大運動会　開催

　尾関関市長来苑　『満百歳のお祝い』　岩田様・村井様・森様の三名

　寿和苑『跡部・功齢者・芸術祭』開催

　平成２６年度　法人実地指導監査　特養・ケアハウス施設指導監査　デイサービス介護保険監査

　デイサービス個浴完成　　１２月２日より使用開始

１月　１日

１１月３０日

１１月２２日

１１月２６日

１２月１２日

　平成２６年度に内定しました３名の内、事務員１名、介護職員２名の辞令交付を実施しました。３名
は、新人一般研修の受講後、現場での実践研修を受講しております。早く一人前の介護職員に成
長してくれよう期待いたしております。

１００ ２０ ５ １２５

　寿和苑『元旦祭』開催

３月　４日 　平成２６年度　第５回　理事会

　平成２７年度　新規採用職員辞令交付４月　１日

　衆議院議員不在者投票

２．８

５

１１月２０日

　寿和苑　施設長交代　退任：河内　和代　　　新任：河内　美文

　平成２６年度　第４回　理事会

貸借対照表（平成２７年３月３１日現在）

項　　　　　　　目

　平成２６年

　平成２７年

１１月　５日

１０月１４日

収支計算書（平成２７年３月３１日現在）

１８

１０月１４日

５，０７５ ７７．２ ８６．７ ２．１

６ ６

体験学習（人）

特別費用 特別収益

２０ ２，３６１ ３２．３ ８９．０

５

13,390

負　　債　　計

支　　出　　項　　目

サービス活動収益

その他の活動支出

当期末資金収支差額

支　　出　　項　　目

サービス活動費用

サービス活動外費用 サービス活動外収益

252,135

(内、当期資金収支-91,771千円）

789,308

事業活動収入

施設整備等収入

その他の活動収入

前期末資金収支差額

合       計

合       計

収　　入　　項　　目

424,583

750

20,068

422,582

事業活動計算書（平成２７年３月３１日現在）

（内、当期活動増減差額-69,091千円）

合       計

2,001

19,175

1,072,955

単位：千円

単位：千円

343,906

629,197

789,308

収　　入　　項　　目

前期活動増減差額
 ５月場所千秋楽、横綱日馬富士が白鵬に勝利し弟弟子の
照ノ富士が優勝を致しました。その後の理事会において満場
一致で大関に昇進いたしました。上を目指しますますの活躍

 『平成２７年の目標は、金星と三役に昇進すること。』を、年

頭に掲げ半年で達成することが出来ました。次は、照ノ富士

関と共にさらに上を目指し精進し、同部屋の優勝決定戦と

なる日が来ることを望みます。 


