平成２５年度夏号
社会福祉法人いつつ星会

ファイブスター通信
社会福祉法人いつつ星会経営理念
いつつ星会は最善の福祉サービスの実現を目指します。
私たちは、ともに歌い、ともに踊り、ともに泣き、ともに笑い、ともに愛し
ともに生きることを最高の喜びとします。

夏号の
ベスト
ショット！

あいたかったよ〜！

わくわくコラム

おかげさまで１０周年

６月２３日、社会福祉法人いつつ星会は、設立１０周年を迎えました。
月日の流れの速さにとても驚いております。当時は、わくわく荘、紅梅荘の開設でしたが、現在、御
陰さまで９事業所、来春には更に１事業所増える予定です。その間、多くの方々に出会い、多くのこと
を学ばせていただきました。出逢った人、一人が欠けても、又、ひとつの出来事が欠けても今こうして
自分は、ここに立っていただろうかと考えさせられます。改めて皆様に感謝申し上げたいと思います。
ありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。
（紅梅荘・わくわく荘施設長

中田美保子）

養護老人ホーム

バスハイク

紅梅荘

６月25日にみんなで高森高原に行ってきました。
たくさんの牛を見たり、みんなでおいしいアイスを
食べたりと、とても楽しいドライブでした★!!

「うん、うまいっ♪♪」

「どれにしようかな・・・？」

仲良くハイチーズッ！

お花見

一緒にてるてるぼうず作り。
「みてみて！かわいく
できたヨ !!」

福岡幼稚園
「豚汁美味しいわ♥」

福笑いに挑戦っ！
上手にできるかな？

−２−

特別養護老人ホーム わくわく荘

桜祭り
５月１日に桜祭りを開催
いたしました。当日は曇り
で肌寒く、屋内での祭りと
なってしまいましたが、味
噌餅や田楽と、たくさんの
お料理が出て皆様おいしそ
うに召し上がっておりまし
た。

わくわくカフェ

てるてる坊主作り

４月にわくわくカフェ
で丹市パンを頂きました。
地元のおいしいパンを頂
き大満足な様子でした。

福岡幼稚園の子供さんたちと一緒にてるてる坊主を
作りました。皆様真剣に作っていらっしゃいました。
出来上がると子供さんたちと「かわいく出来たね、上
手に出来たね」と楽しそうにお話されていました

−３−

特別養護老人ホーム 白梅荘

チューリップ見学
５月１０日にチューリップ見学に出掛けました。
その日は天気にも恵まれ、皆様、綺麗に咲いた花を
楽しまれておりました。

串餅会 ピクニックドライブ
かんぱ〜い♪

餅の焼ける香ばしい匂いを嗅ぎながら、「おい
しい、おいしい」と召し上がっておりました。

目当ての物を購入し、おいしいドーナツを食べ、
プチドライブで気分転換！笑顔もこぼれました。

−４−

デイサービスセンター おからぎ

おからぎ君

おからぎちゃん

←花見会ゲーム！！
花より団子でカラフルなお皿に
盛りつけました♪
団子をそーっとつまんでお隣の
お皿に移して、早く「おからぎ君
おからぎちゃん」に全部食べさせ
た方の勝ち！！
(御自分の口には入れないでねー)
↑ゴルフでビンゴ！！
ちゃんと狙った所に止まるか
なぁ？ボールはでこぼこ☆打つ
のはゴルフクラブ？それともバ
ット？よーく狙ってホールイン
ワン★

いつもと違う表情に
思わず…この一枚！！
男性陣の細かい手作
業も素適ですね☆

にち にち これ こうじつ

わくわく荘の畑にサツマイモの
苗を植えました。

毎日毎日が平和で良い日であること

ユニバースに行ってきました。

日々是好日

グループホーム おからぎ

城山公園でのお花見。

サンニーノでおすすめランチを
いただきました。
−５−

こんにちは、訪問介護事業所です
とても素敵な
２ショットです！

当事業所に
新しい仲間が
種村佳子

増えました。
頼もしい２人
です。
訪問の際に
は宜しくお願

食事後は、
奥様と会話され

玉懸美智子

いします。

ながら、ゆっくり
お茶タイム

ヘルパーサービスのご相談は下記まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

です。

いつつ星会訪問介護事業所
０１９５ｰ２３ｰ８９８７（担当：春日川）

いつつ星会居宅介護支援事業所
当事業所に６月から新しい職員が増えましたので紹介させていただきます。
「松澤」と申します。当事業所初の男性ケアマネジャーです！
たかあき

はじめまして、松澤誉明と申します。
日々成長していけるよう努力していきたいと
思っております。宜しくお願い致します。
※今後は４人体制で支援させていただきます。
地域の皆様のお役に立てるよう、全力で対応
させていただきますので、これからもよろしく
お願い致します。

☎２３−００１８

お気軽にお電話下さい！
−６−

社会福祉法人

いつつ星会 ２４年度決算報告

事業活動収支計算書
勘

自平成24年4月1日

定

科

目

至平成25年3月31日

名

当 年

度

（単位：円）

決

算

介護保険事業収益

512,011,595

老人福祉事業収益

110,140,445
68,097

経常経費寄附金収益

622,220,137

サービス活動収益計 ①

357,999,750

事業費

132,254,656

事務費

84,538,252

減価償却費

36,509,873
591,388,852

サービス活動費用計 ②

30,831,285

サービス活動増減差額 ③（=①−②）

44,574

受取利息配当金収益

5,406,895

その他のサービス活動外収益

5,451,469

サービス活動外収益計 ④

1,130,081

支払利息

571,345

その他のサービス活動外費用

1,701,426

サービス活動外費用計 ⑤

3,750,043

サービス活動外増減差額 ⑥（=④−⑤）

34,581,328

経常増減差額 ⑦（=③＋⑥）
特別収益計

⑧

0

特別費用計

⑨

0
0

特別増減差額 ⑩（=⑧−⑨）

34,581,328

当期活動増減差額（=③＋⑥＋⑩）
前期繰越活動増減差額

165,719,618

当期末繰越活動増減差額

200,300,946

次期繰越活動増減差額

200,300,946

貸借対照表
勘

定

科 目 名

当年度末

定

科 目 名

負
債
の
部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
前受収益
仮受金
固定負債
設備資金借入金
役員等長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金（措置）
次期繰越活動収支差額
（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

−７−

当年度末

49,369,225
10,968,598
24,730,379
8,439,918
2,514,092
1,256,400
379,900
1,079,938
0
0
100,871,718
78,955,886
4,058,532
16,135,300
1,722,000
150,240,943
84,632,822
450,828,664
15,000,000
15,000,000
200,300,946
34,581,328
750,762,432
901,003,375

24

年度決算より新会計基準を適用している為当年度のみの標記とする︒

部
221,196,780
145,536,735
75,474,775
130,410
54,860
0
0
0
679,806,595
570,490,816
570,490,816
109,315,779
2,071,328
50,407,488
978,768
8,051,184
11,646,095
201,641
10,000
647,726
15,000,000
20,301,549
901,003,375

勘

（単位：円）

平成
※

資
産
の
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
出資金
長期前払費用
修繕積立金
その他の固定資産
資産の部合計

平成25年3月31日 現在

24

年度決算より新会計基準を適用している為当年度のみの標記とする︒

−19,913,679

国庫補助金等特別積立金取崩額（△）

平
※成

人件費

法人からのお知らせ版
ご寄付・ボランティア
紅梅荘・わくわく荘・白梅荘・おからぎ（平成 25 年４月〜６月）
【ボランティア】
わくわく倶楽部様（散髪介助）
囲碁、将棋の会様
健康マージャン愛好会様
佐藤アイ様（味噌餅作り）
認定こども園 ともいき
すみれ組・たんぽぽ組のみなさん
（ゲーム、福笑い、てるてる坊主つくり）
岩上 敏一 様 （大道芸）

４月から６月のできごと

【ご寄付】
堀野大畑地区長 佐藤勇造様
（バスタオル５０枚）
三角憲孝様（ミニトマトの苗）
西山栄一様（花の苗）
【ご遺族様より】
大澤のり子様（２万円）

〜あんなこと、
こんなことありました〜
４月に誕生したお子さんを連れて、
職員が遊びに来てくれました。
とても優しい瞳で語りかける様子
に、
まわりがあたたかい雰囲気に
包まれました。

中堅職員研修

トマトの苗を、
皆さん、いき
いきと植え始
めました。

田植え

紅梅荘利用者
懇談会

慣れない手つきの職員に、
声援が飛び交います！

お客さまの声

〜こんな声が寄せられました〜

【白梅荘 ご家族様からの要望】
玄関に入ってすぐの黄色い
ソファーが汚れているので、
取り替えて欲しいです。

【白梅荘からの答え】
配慮が足りず、不快な思いをさせてしまい、大変申し
訳ございませんでした。
早速、玄関前のソファーをリニューアル致しました。
リニューアル後

社会福祉法人 いつつ星会
ホームページアドレス：http://www.itutuboshi.com

・養護老人ホーム紅梅荘・特別養護老人ホームわくわく荘
・わくわく荘ショートステイサービス
電話 0195-23-8989 Fax 0195-23-8999
・いつつ星会訪問介護事業所
電話 0195-23-8987 Fax 0195-23-8981
・いつつ星会居宅介護支援事業所
電話 0195-23-0018 Fax 0195-23-8981
・いつつ星会デイサービスセンターおからぎ
電話 0195-22-4139 Fax 0195-22-5139
・グループホームおからぎ
電話 0195-43-3035 Fax 0195-43-3036
・特別養護老人ホーム白梅荘・白梅荘ショートステイサービス
電話 0195-23-8070 Fax 0195-23-8065

