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第24号

ご利用者や地域住民の方々との交流を図るため「吉沢小学校」
へプランターに寄せ植えした花を寄贈しました。ご利用者は
子供達や地域の皆さんに喜んでもらえるよう、一生懸命花を
植えて下さいました。作業をしているご利用者の表情は、とて
もイキイキとされておりました。校長先生をはじめ諸先生方に
はご配慮頂き、ご利用者にはひ孫世代にあたる低学年の子供
達の授業風景を参観させて頂きました。子供達の一生懸命な
姿を見てご利用者も元気を頂きました。
こうした地域との関わりを持つ事で、地域の人と交流しやすい
環境や高齢者や社会福祉への関心を高めてもらい、地域との
繋がりを築いていければと思っています。

▼「吉沢小学校」の先生方と

皆さんで寄せ植え ▼

▼ 出来上がりました！

ひばり保育
園 園児来訪

▼ 園児達は歌や踊りを披露して
　 くれました。
　 ご入居者様もとても喜ばれ
　 楽しんでおられました。

▲ 裏庭の畑で「じゃが芋掘り」を
　 楽しみました。

▲ 素敵なプレゼントを
頂きました。

デイサービス
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ユニット紹介
竹の町１丁目 ・ ２丁目

　本館2階 竹の町です。
　ご入居者様1人1人の個性や生活のリズムに
沿ったケアを行い、出来るだけその人らしい生
活が継続出来るように支援を行っています。
　職員をはじめ、ご入居者様も笑顔が多く笑い
の絶えない明るいユニットです。

　2丁目は、個性的なご入居者様が多くリビン
グで新聞を読まれたり、編み物をされたりと、
ご自分の思い思いの時間を大切に過ごされてお
ります。また、皆さんで体操したり歌を歌った
りする事も大好きで、いつの間にか合唱が始ま
り、リビングはいつもにぎやかなとても明るい
ユニットです。

▲「フレンチトースト」を作りました。
　 ご入居者様も「おいしく出来た」と
　 大満足でした!!

憩いの時間

▼ 昔から編み物が
　 得意でした。

▲ みんなで「ふるさと」を合唱。
　 皆さんとても歌が大好きです。

本館
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寿の町１丁目 ・ ２丁目

　2丁目のリビングの図書コーナーです。
　ご入居者様の趣味や余暇に活用して頂けるよ
う、工夫しました。
　今後も本を増やして充実させて行きたいと
思っています。

　新館1階 寿の町です。
　今年“百歳”を迎えたご入居者様が2名いらっ
しゃいます。
　まさに、「長寿の町」です。
　ご入居者様の笑顔が溢れる居心地のよいユ
ニットを目指しています。

日常の風景

外 出 行 事

職員もご入居者様も ▼ ▼

ホッと一息♡

▼ 毎年恒例、春の外出行事
　 「へんこつうどん」に
　 行ってきました。

新館
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特別養護老人ホーム
ショートステイ
デイサービス
居宅介護支援事業所

〒310-0846　茨城県水戸市東野町215-1
Tel.029-247-1551（代表） 　Fax.029-297-3370

ボランティアありがとうございました

ご協力ありがとうございました

○リハビリ体操指導…リハビリ体操指導士の会　笠原支部　様

○音楽療法…長沼皖司 様　大内栄子 様　片山京子 様

○傾聴ボランティア…ダンボの会　様

○絵てがみ教室…吉沢市民センター絵てがみクラブ　様

○ひばり保育園　園児のみなさま

《脱水症》
暑い季節になると陥りやすい脱水症。
脱水症とは体内の水分量が不足した時
に起こります。
食事や水分の摂取量が減りがちな高
齢者の方には気を付けたい症状です。
高齢者が脱水症になりやすいのは加
齢と共に内臓の働きが低下したり、の
どの渇きに気づきにくく、また、病気
や排泄障害があったり降圧剤（利尿作
用のある降圧剤）の薬を服用している
事が原因と言われています。脱水症も
重症化すると命に関わる事があります。
脱水症のリスクが高くなる夏場では水
分を取りやすい環境を整え脱水症にな
らないよう予防することが大切です。

〈予防法〉
・室内の環境を整える
・定期的に水分補給をする
・フルーツやゼリーなどで水分補給を
する

・好みの飲み物で水分補給をする

事業活動計算書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）
単位：千円

勘　定　科　目 金　額 勘　定　科　目 金　額
介護保険事業収益 510,981 経常増減差額⑺＝⑶＋⑹ 24,410
経営経費寄付金収益 350 その他特別収益 0
サービス活動収益計⑴ 511,331 特別収益計⑻ 0
人件費 319,736 固定資産売却損・処分損 0
事業費 73,596 その他の特別損失 0
事務費 53,710 特別費用計⑼ 0
減価償却費 41,995 特別増減差額⑽＝⑻－⑼ 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 △8,480 当期活動増減差額⑾ 24,410
その他 197
サービス活動費用計⑵ 480,754 前期繰越活動増減差額⑿ 80,676
サービス活動増減差額⑶＝⑴－⑵ 30,577 当期末繰越活動増減差額⒀＝⑾＋⑿ 105,086
受取利息配当金収益 1 次期繰越活動増減差額 105,086
その他のサービス活動外収益 1,523
サービス活動外収益⑷ 1,524
支払利息 7,691
サービス活動外費用計⑸ 7,691
サービス活動外増減差額⑹＝⑷－⑸ △6,167

貸借対照表（平成31年3月31日現在）
単位：千円

資　産　の　部 金　額 負債及び純資産の部 金　額
流動資産 178,538 流動負債 13,203
現金預金 163,835　 短期運営資金借入金 0
事業未収金 72,586 事業未払金 8,790
前払費用 2,116 預り金 4,413
仮払金 1 固定負債 468,973

固定資産 758,005 設備投資借入金 438,408
基本財産 704,649 リース債務 4,614
土地 65,470 退職給付金引当金 25,951
建物 639,179 負債の部合計 482,176

その他固定資産 53,356 基本金 91,350
構築物 16,794 国庫補助金等特別積立金 257,931
車両運搬具 0 次期繰越活動増減差額 105,086
器具及び備品 5,982 （うち当期活動増減差額） （24,410）
有形リース資産 4,614 順資産の部合計 454,367
ソフトウェア 5
投資有価証券 10
退職給付引当資産 25,951
資産の部合計 936,543 資産及び純資産の部合計 936,543
（注）減価償却累計額 440,986

医 務 だ よ り


