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（特別養護老人ホーム健寿苑）

健寿苑 納涼祭

毎日厳しい暑さが続く今年
の夏ですが、いなかわ福祉会
では今年も各施設で夏祭りを
開催しました。
沢山の方々のご協力、ご参
加により大盛況で幕を閉じる
ことができました。

（ケアセンターいなかわ）

７月25日(水)は「健寿苑納涼祭」を開
催しました。今年は、川連小学校のスク
ールバンド、職員による踊りで豊富な催
し物を提供し祭りを盛り上げました。

いなかわ福祉会夏祭り

7月28日(土)はケアセンターいなかわにて「いなかわ福祉会夏祭り」
を実施。国見劇団をはじめ、稲庭古城太鼓、稲城彩華の方々に出演し
ていただきました。夜店やお楽しみ抽選会も大変盛り上がりました。

2018

あおぞらこども園
夏祭り
7月13日(金)に、あおぞらこども園夏まつりが開かれまし
た。悪天候の為、稲川体育館での開催となりましたが、子
ども達の元気な「わっしょい！」の声が体育館いっぱいに
響き渡りました。あおぞらっこオンステージではかわいい
踊りや、迫力満点の太鼓披露が行われ、園児一人一人が頑
張る姿を見せてくれました。

７月7日(土)、駒形保育園夕涼み会を実施しました。心配
された天気もおみこし出発の時には、雨も上がり、「ワッ
ショイ！ワッショイ！」と大きな掛け声の下、神輿を担い
で八面地区を練り歩きました。八面地区の皆さんも「待っ
てたよ」とたくさんの声援と応援をいただきました。
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チャレンジデー
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5月末に行われたチャレンジデーでは、各施設で体を動かしたり、利用者の方々と一緒に花植
え作業をしたりと様々な運動をしました。花壇の花植えが終わると「キレイになったなぁ」と
喜んでいました。チャレンジデーの結果は、惜しくも対戦相手の茨城県行方市に負けてしまい
ましたが、体を動かせたことで、気持ちよかったと喜んでいました。

ヘルスカフェ舞夢

ヘルスカフェ舞夢は、7月で一周年を迎えました。これも、ご利用者様や地域の皆様、福祉関
係者の皆様のご協力とご理解のおかげと思っております。この場を借りて深く感謝申し上げま
す。ヘルスカフェ舞夢では出来るだけ自立して過ごせるように運動を行っております。介護予
防運動指導員の指導のもと、ストレッチや筋肉トレーニング、マシーン運動により体力アップ
・筋力アップを目指しています。

運動のみならず、地域の方々の交流の場としても活用して頂けたら嬉しいです。今後とも
ヘルスカフェ舞夢をよろしくお願い致します。

ケアセンターいなかわデイサービス
作品紹介
ケアセンターいなかわデイサービスでは、毎月季節にあわせた作品をご利用者様と一緒に作っています。今回は、
今まで作った作品の一部をご紹介したいと思います。
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平成 年度いなかわ福祉
会重点目標として５項目を
定め事業を進めてまいりま
した。
質の高いサービス向上、
地域福祉活動と地域への公
益的な取組みの推進では、
利用者様一人ひとりの個別
性を見つめ、人としての尊
厳が最も尊重されるケアを
提供することに努めてまい
りました。一人暮らしや高
齢者世帯に訪問員による見
守り活動を行い異変があっ
た場合、適切な機関につな
げることで安心して在宅生
活がおくれるように支援い
たしました。また、地域福
祉の推進のため関係組織の
連携・協力のもと、より一
層住民参加、協力をはかっ
ていけるように働きかけま
した。
職員の確保と人材育成で
は、処遇改善加算で、職員
の給与に加算するよう補助
金制度を導入しました。こ
れによって、職員の待遇を
改善しているところです。
今後は賃金を上昇させるだ
けでなく職場環境を整備、
キャリアパスを設定するな
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ど職員が明確に目的を持っ
て仕事に取り組める環境を
作っていくことが、必要に
なります。そこで、昨年９
月に秋田県介護サービス事
業所認証評価制度に取り組
むこととし、県へ宣言いた
しました。現在、認証に向
け整備を進めております。
また、資格取得を推進する
環境整備のため、介護福祉
士資格等取得支援制度を創
設し資格取得を応援できる
仕組みを作りました。
経営基盤の安定化と透明
性の確保では、今年度「社
会福祉法等の一部を改正す
る法律」が全面施行されま
した。福祉サービスの供給
体制の整備及び充実を図る
ため、経営組織の強化、事
業運営の透明化、財務規律
の強化等速やかに対応して
おります。多様な主体の参
入や、介護報酬の改定など
社会福祉法人の経営が厳し
さを増す中、各事業所の相
互理解と連携のもと、法人
全体で事業運営の透明性と
効率化を図り、地域に根ざ
し安心して利用できる安
定した経営体制の構築に努

めてまいりました。
新たな事業展開について
は、機能回復訓練などの高
齢者本人へのアプローチだ
けではなく、人と人とのつ
ながりを通じて、参加者や
通いの場が継続的に行える
ように、ヘルスカフェ舞夢
・舞夢ケアプランセンター
を開所いたしました。
初年度の登録者数を 名
前後と想定しておりました
が、３月現在 名の登録と
なり順調に運営を行ってい
るところです。
終わりに、社会福祉法人
をとりまく状況は厳しさを
増しておりますが、職員一
同力を合わせ、福祉サービ
スを必要とする方々に、こ
れまでつくりあげてきた家
族、友人、知人との関係を
保ち、文化やスポーツ、芸
術、趣味などの社会的な活
動に参加できることで、だ
れもが自分らしく、誇りを
もって普通の生活を送るこ
とができるように取り組ん
でまいります。
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美容組合湯沢支部（タオル
等）、北日本コンピュータ
サービス㈱（車イス）、高
橋縫製（タオル等）、小河
原文佳（川連町・冬瓜）、
沓澤繁幸（駒形町・ジャガ
イモ、サツマイモ）、村上
広幸（岩手県・メロン）、
佐藤正雄（川連町・テーブ
ル、たけのこ）、高橋清志
（駒形町・花火）、小野寺
甚二（三梨町・花火、えだ
まめ、大根）、後藤保（横
手市・ブルーベリー）、サ
ッカー協会高橋久（サッカ
ーユニフォーム）、後藤悦
朗（駒形町・栗）、後藤苹
治（駒形町・りんご）、阿
部和則（駒形町・糸巻きの
芯）、日野光雄（駒形町・
りんご）、阿部香奈子（駒
形町・不織布）、トヨタ自
動車株式会社（交通安全紙
芝居）、小野寺良信（三梨
町・笹竹）、佐藤一義㈲湯
沢重工業（ゴミステーショ
ン）、高橋茂（啓扇桜）

皆様からの善意

㈲佐藤養助商店（稲庭うど
ん）阿部実（稲庭町・壁掛
け時計）、佐藤一（川連町
・介護用品）、小河原美子
（駒形町・介護用品）、石
垣幸美（三梨町・ジャガイ
モ）、ＪＡこまち女性部稲
川・駒形支部ＪＡこまち助
け合い組織ひなたぼっこ（
タオル等）、近野和市（駒
形町・かぼちゃ、里芋）、
古関紀美子（川連町・タオ
ル等）、稲川地区民生児童
委員協議会（タオル等）、
ゆざわこまち商工会女性部
（タオル等）、

■物品等寄付者一覧

よねや商事㈱（横手市）、
麻生留美子（三梨町）、石
川力（湯沢市）、駒形地区
民生児童委員協議会、藤原
盛子（湯沢市）、後藤喜智
男（東成瀬村）、宮原澄夫
（三梨町）

■金品等寄付者一覧

いなかわ福祉会では平成
年度も地域の皆様から多
くの金品等のご寄付をいた
だきました。ありがとうご
ざいました。今回、紙面を
借りてご寄付をいただいた
方々をご紹介します。
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社会福祉法人いなかわ福祉会
平成29年度決算報告
貸借対照表
（自：平成29年4月1日

財産目録

至：平成30年3月31日）

（自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日）

（単位：円）

（単位：円）

資産の部
負債の部
勘定科目
決算額
勘定科目
決算額
流動資産
204,659,215 流動負債
54,911,222
固定資産 1,145,142,846 固定負債
265,951,090
負債の部合計
320,862,312
純資産の部
基本金
10,658,671
国庫補助金等特別積立金
147,365,653
積立金
316,500,000
次期繰越活動収支差額
554,415,425
純資産の部合計 1,028,939,749
資産の部合計
1,349,802,061 負債及び純資産合計 1,349,802,061

勘定科目
流動資産
固定資産
その他の
固定資産

資産合計
流動負債
固定負債
負債合計
差引純資産

資産の部
決算額
204,659,215
645,992,355
499,150,491
1,349,802,061
負債の部
54,911,222
265,951,090
320,862,312
1,028,939,749

資金収支計算書
（自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日）
（単位：円）
支出の部

収入の部

勘定科目

支出

勘定科目

決算額

事業活動支出

752,233,247

施設整備等支出

27,433,044

収入

115,368,957

その他の活動による支出

支出合計

決算額

事業活動収入
施設整備等収入
その他の活動による収入

収入合計

895,035,248

822,956,720
1,105,000
100,102,411
924,164,131

当期資金収支差額

29,128,883

前期末支払資金残高

135,984,678

当期末支払資金残高

165,113,561

事業活動計算書
（自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日）
（単位：円）
支出の部

勘定科目
サービス活動支出の部

支出

サービス活動外支出の部

特別費用の部

支出合計

収入の部
勘定科目

決算額
808,349,104
1,843,703
98,746,555
908,939,362

サービス活動収入の部

収入

サービス活動外収入の部

特別収益の部

収入合計

決算額
818,368,775
4,587,945
98,936,550
921,893,270

当期活動増減差額合計

12,953,908

前期繰越活動増減差額

547,461,517

積立金取崩額

7,000,000

積立金積立額

13,000,000

次期繰越活動増減差額

554,415,425

放課後児童クラブ

笹巻き作り

特別養護老人ホーム
健寿苑

ふれあい＆のびのび広場

いなかわ福祉会では、
「地域を支える」
という思いにあふれた人
元気でやる気のある人
チームで働くことが好きな方
を募集しています
少しでも気になった方は、
お気軽にご連絡ください

日を追うごとにだんだん
と涼しくなってきましたね。
秋といえば、芸術の秋、読
書の秋、食欲の秋とたくさ
んの楽しいことがある季節
ですね。
さて、今年の広報も難儀
しながら作り、心をこめま
した。読んでいただけたら
幸いです。

問い合わせ先
TEL 0183-42-2557
FAX 0183-42-2541
採用担当：古関・麻生

広報 委員
魚住 奈緒

職員募集！

あおぞらこども園や駒形保
育園では、お友達のお誕生会
をしています。
在宅のお子さんもたくさん
遊びに来てください！お土産
もありますよ♪
お誕生月のお友達は、園児
と一緒にお誕生会をします。
こちらは、みんなで体力測定をしている写真で
す。「去年より多くできたかな？」と比べてい
る子もたくさんいました。

歌を聞いたご利用者の方は、
「めんこいなぁ～」と喜んでい
ました。
スマイルケアみつなしの交流
また、園児は外で流しそうめ
んを楽しみ、おなかいっぱいな ホールにて、笹巻き作りをおこ
ないました。沢山のご利用者の
ようでした。
方々が参加し、「久しぶりに巻
いだなぁ。こうだっけがな」な
ど話ながら、笹巻き作りに夢中
になっていました。
巻き終わると、「食べるのが
楽しみだ」と嬉しそうに話して
いました。

「１．２．３．４．．．ゴールまであと、ちょ
っと。あぁ～1回休みだ。。。」と大変盛り上
がっている様子です。

交流会
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平成 年８月 日 火( 駒)形
保育園の園児がケアセンター
にて、ご利用者の方々と一緒
に交流会を楽しみました。ま
つりでは、駒形保育園の保育
士とケアセンターの職員が劇
を披露したり、園児はご利用
者の方に歌や踊りを披露した
りしました。

おうちから持ってきたお弁当をみんなで、い
ただきまーす。お友達と食べるお弁当はおい
しいと喜んでいました。
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