一郎

社会福祉法人
虹の会理事長

社会福祉法人虹の会の事業所を御利用いただい
ている皆様︑また虹の会の活動に御協力いただい
ている皆様に︑虹の会を代表して心から感謝申し
上げます︒虹の会が尼崎医療生協から誕生して今
年で 年目を迎え︑あまの里
︵広域型特養︶
︑立花
あまの里
︵地域密着型小規模特養︶
︑デイサービス
木かげ︑福祉用具レンタルサービスさぽーと︑ヘ
ルパーステーション５カ所を運営し︑職員規模が
２００人を超える法人として成長してきました︒
全国的な介護職員不足の中で︑虹の会も職員確保
に苦戦してきましたが︑２年前から介護職員の待

藤岡

たた５月 日︑
よく晴れた
利用者様とババ
バラ
ララを見に行
きま
まました︒皆
皆皆さ
ささんで綺麗
な
なな バ ラ 園 を 満 喫
喫喫 し ま し
た
たた︒素敵
敵敵な笑顔が
がが見れて
とてもよかったです！

職
職職職員が一生懸命作っ
たタワーケーキや桜
餅
餅餅を頬張って利用者
様はご満悦のご様子
です︒

理事長の
ごあいさつ

皆様の御健康をお祈りしてご挨拶といたします︒

も後援会に御入会いただき︑虹の会の成長・発展
を支える応援団になっていただきたいと願ってい
ます︒最後になりましたが︑あいらぶゆー読者の

遇改善
︵正職員化と給与のベースアップ︶
に取り組
み︑職員が働き続けられる職場づくり︑そして︑利
用者様が十分満足いただける介護サービスの提供
を目標に︑役職員が一丸となって努力していると
ころです︒超高齢社会を迎える中で︑虹の会は︑
〝差し伸べる手〟
〝傾聴する耳〟
〝共に涙する
︵共感
する︶
目〟
をもった優しい職員を育て︑地域の高齢
者︑障がい者や子どもたちが助け合って生きる︑
〝協同・共生〟
の地域づくりの要としての役割を担
っていきたいと考えています︒また︑今年の５月
に虹の会後援会〝えがお〟が発足しました︒皆様
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あまの里では４月
３
３３日に好例のおやつ
レ
レレレレクを行いました︒

あまの里

月
第37号

7

2018年

by 虹の会

立花
あまの里

虹の会をご支援いただく
全ての皆様に感謝いたしま
す︒
２０１７年度は①人材確
保・教育を重点に﹁働き続
けられる﹂職場 ②利用者
満足度評価﹁選ばれる事業
所﹂ ③全職員が経営に参
画し﹁剰余目標を達成﹂
④虹の会後援会を立ち上げ
﹁ともに歩み続ける﹂ ⑤
利用者・職員の﹁質の向上
で安全・安心を確保﹂ ⑥
﹁平和﹂と﹁より良い﹁介
護 ・ 福祉﹂﹂ 実現のために
を目標に１年間頑張ってき
ました︒教育のところでは
個人資格取得特例措置制度
万円

度︶を使い多くの職員が個

を上限に法人が助成する制
る事のひとつです︒

上にもつながり︑評価でき

ことは︑法人全体の質の向

10月

５名

４名
11月

４名

６名
12月

１名

４名
１月

４名

６名
２月

０名

５名
３月

２名

２名
合計

40名

47名

﹁超高齢社会と虹の会﹂
の情
勢学習会が行われました︒
２部は︑後援会えがおの
活動方針案︑会則案︑予算
案が出席者立会いのもと採
択されました︒また役員の
選出後︑永井新会長からの
﹁皆で協力して作った虹の
会を︑また皆で守っていこ
う！﹂ という力強い訴え
に︑多くの出席者から共感
の拍手をいただきました︒
６月６日︑後援会えがお
第１回運営委員会を開催し
ました︒地域の皆様︑虹の
会に関わる皆様へ︑すぐに
でも支援ができる活動は何
か？と話し合い︑様々な提

展する︑強固な経営基盤の

のために︑法人が存続︑発

アの実現を目指します︒そ

連の社会福祉法人として︑
無差別・平等の地域包括ケ

超高齢化の進む中で︑民医

﹁貧困と格差の深刻化と

働き続けられる職場﹂にす

す︒そして﹁職員を守り︑

業計画も立てながら進めま

めに︑課題を明確にし︑意
見を出し合い︑具体的な事

し︑
﹁目標を達成﹂ するた

職員全員が経営に参画

２０１８年度の方針メインテーマは

確立と優秀な人材確保に挑
戦する初年度にします﹂

組織として活動します︒無
差別・平等の医療と介護実
現のために取り組みを進め
ます︒
そして何より︑ご利用い
ただく皆様に笑顔で満足い
ただけるサービス提供がで
きるよう努めていきます︒
虹の会もまだまだ未熟
で︑皆様にお教えいただく
ことが多々あるかと思いま

等のクリーン活動や︑﹁立花
あまの里﹂
﹁あまの里﹂
﹁デ

会になればと現在企画して
います︒是非︑ご参加くだ
さい ︵担当 日高・堀︶

のサービスを知っていただ
く機会︑また地域交流の機

すが︑どうぞよろしくお願
いいたします︒

イサービス木かげ﹂等の虹
の会施設での見学会です︒
実際に虹の会の事業︑職員

ホットケーキの間
にアイスを挟んだも
のです︒バニラと抹
茶の２種類を用意し
ました︒

ます︒暑くなってきたこの
時期に人気なのが
﹁アイスどら焼き﹂
︒

立花あまの里で毎月実施
しているおやつレク︒内容
は季節や利用者様の希望で
毎月違うものを提供してい

立花おやつレクリエーション

施設における清掃や草抜き

を提供します︒また︑後援
会の皆様とともに支えあう

るために人材確保と学習会
や研修会へ一人でも多くの
職員が参加できるよう機会

全事業所、
全職員で
経営改善に
取り組んだ
１年でした

人のスキルアップについて

７名

積極的に研修会に参加した

６名

!!

︵資格取得研修費用

９月

案があがりました︒虹の会

立花あまの里で管理栄
養士をしております森本
千賀です︒５月に産休か
ら復職しました︒育児と
仕事の両立にまだまだ奮
闘中ですが︑利用者様に
楽しく食事をしていただ
けるよう取り組んでいき
たいと思います︒

を楽しめる機会を少しずつ
増やしていけたらと思って
います︒

利用者様も美味しく食べて
頂けたご様子で︑おかわり
をされる方が沢山おられ喜
ん で い た だ け ま し た︒ 今
後︑ユニットごとにおやつ

熱くなるとすぐ溶けてし
まうアイス︒アイスを美味
しく食べて頂く為に︑とろ
み剤を加え溶けにくくする
工夫をしました︒冷たくな
りすぎず︑口当たりもよく
なり食べるのがゆっくりな

!!

８名

営含め
保・経
確
材
人
１年
厳しい
に
常
非
でした

２名

２名

８月

介護支援専門員更新研修

２名

１名

６名

福祉用具専門相談員研修

７月

１名

１名

認知症介護実践者研修

４名

２名

６月

喀痰吸引

１名

１名

３名

ユニットリーダー研修

５月
１名

１名
介護福祉士実習指導者講習

３名
８名

４月
訪問介護同行援護
（一般・応用）

退職者
８名

入職者
介護実務者研修

栄養課の
取り組み

10

2017年度入退職者数
（正職員・契約職員・登録職員）
2017年度個人資格取得
特例措置利用者

振り返りと
今年度について

後援会えがお・発足総会︑
第１回運営委員会を開催いたしました
20

♥

♥

♥

♥

虹の会2017年の
５ 月 日︑ 快 晴 の 中︑
﹁後援会えがお﹂の発足総
会 が 開 催 さ れ ま し た︒︵ 立
花あまの里デイルームにて
名の方々にご出席いただ
きました︶
発足総会は２部で構成さ
れ︑１部は︑虹の会︑藤岡
理事長の挨拶に始まり︑門
事務局長より︑虹の会の現
状説明︑藤岡理事長による
66

（2）
2018年７月

あい らぶ ゆー
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５月 日︵木︶に下坂部
の﹁あまの里﹂デイルーム
にて年に一回の全職員総会
が 名の職員の参加で行わ
れました︒

前半は藤岡理事長の﹁超
高齢社会と虹の会﹂につい
ての学習会を行いました︒
﹁２０２５年には団塊の世
代が 歳をむかえ超高齢化
になり︑同時に高齢者の貧
困は進む中︑無差別で平等
な介護を実践し虹の会の役

割を果たしていく﹂という

75

87

24

内 容 で︑
﹁今の社会情勢が

よ く わ か っ た ﹂﹁ 介 護 職 員

全職員総会が開催されました！

2018
年度

事業所発表

も高齢化してきている﹂な
どの声も挙げられました︒
門事務局長からは﹁虹の
会の今﹂について報告があ
りました︒
虹の会の２０１７年の振

職員表彰

り返りは特例措置の制度を
利用して 名の職員が様々
な資格を取得したこと︑２
０１８年の目標については
職員全員が経営に参加し目
標を達成することや︑人材
確保・職員を守り働き続け
られる職場にすることがあ
げられました︒
事業所発表では各事業所
の 発 表 が 聞 け ま し た︒ ま
た︑職員表彰では勤続年数
年・ 年の職員 名︑理
事長賞では１事業所︑個人
２名が表彰されました︒こ
の日は全職員が交流できる
よい機会となりました︒
10
15

11

24

♥

2018年７月

立花あまの里

あまの里
はしもと

あや か

なかにし

橋本 彩夏

中西

ゆ

ヘルパーステーション さくら
たかはし

に

こ

髙橋しづ子

佑丹

母が介護の仕事をし
ていて、小学生の頃か

４月入職の中西佑丹
と申します。前職は歯

４月にヘルパーステ
ーションさくらに入職

ら働く姿を見ていまし
た。実際に働いてみる

科助手として５年間勤
めておりました。介護

した髙橋です。
おひさま には訪

と移乗などの介助だけ
でなく、体調管理やその人その場の状態に応

職は全くの未経験無資
格でこちらに入職させていただきました。毎

問看護ステーションな
どもあるので、医療との連携を取りながら地

じた対応が必要なので思っていた以上に大変
ですが、感謝の言葉をかけて頂くと嬉しく、

日が新しく覚える事ばかりで新鮮で楽しいで
す。頑張ります。よろしくお願い致します。

域の皆様に有意義な生活を送って頂けるよう
訪問介護を頑張っていきたいと思います。

働いてよかったなと思います。

あまの里

新入職員紹介

あまの里

その だ

な つ

こ

園田奈津子
もとむら

ひさ み

本村 久美
派遣でお世話にな
り、今回正職員になら
せて頂きました。正職
員として、今まで出来
なかったこと、しなく
てもよかったこと等今まで以上にしっかりと
していきたいと思います。また、入居者の方
に対しては、その人に合った介護を心掛けた
いと思います。

サービス
福祉用具レンタル
さぽーと
しお み

たつ や

塩見 辰也
在職して10年になり
ますが、この６月に改
めて正職員に復帰させ

あまの里
立花あまの里

なつ き

前田 夏希
あまの里では介護職
だけでなく、様々な職
種の方と協力しながら
働いていること、また
ちがうユニットの職員
の方、他事業所との交流や研修が頻繁にある
ことがとてもいいことだと思いました。もっ
とたくさんの方に知ってもらえる職場にして
いきたいです。

方から教えて頂いた事を大切に明るく笑顔で
頑張ります。気軽にお声かけ下さい。よろし
くお願いします。

ていただく事になりま
した。今後もご利用者様を始め、かかわりの
ある方々のお役にたてるよう努めていきたい
と思います。よろしくお願いします。

まえ だ

３月より施設ケアマ
ネとして勤務しており
ます。
ケアマネとしての経
験は浅いですが、介護士として今まで多くの

やまもと

やす お

山本

泰生

立花あまの里
わたりぐち

ゆう や

渡口

祐也

立花あまの里で働き
始めて５か月になりま
す。介護の仕事は初め
てで緊張と不安でいっ

山本泰生と申しま

ぱいでしたが職員の皆
様から優しく丁寧に教えて頂いたので緊張と

す。覚えることが多く
大変ですが頑張ってい
ます。これから皆様に

不安は無くなり、楽しく仕事をしています。
また利用者様から「ありがとう」という言
葉を頂き介護の仕事にやりがいを感じていま

ご恩返ししなければ！

す。これからは知識・技術を身に付け利用者

歳を重ねた上での就職ですが、よろしくお
願い致します。

様から安心して介助を任せてもらえる介護士
になれるように頑張ります。

（4）

（7）
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着任のご挨拶

ムに出向勤務した経験があ

た︒また︑１年間ではあり
ますが︑特別養護老人ホー

重要性を増し︑変化も求め

会福祉法人としての役割は

代の中で︑介護施設・介護
サービス事業所の役割︑社

らに高齢化率が上昇する時

に１人が高齢者となり︑さ

多くあります︒また︑４人

かなければならない問題は

ご鞭撻のほど︑よろしくお

参ります︒皆様のご指導︑

向かっていけるよう努めて

ご家族︑後援会︑地域の方
々と︑共に考え同じ方向に

て︑職員︑支援して下さる

す︒ こ れ ら の 課 題 に 対 し

改善が必要になっ ていま

られる職場としても早急な

渡邉さとみ

り︑いつかまた︑特養で仕

られています︒ご利用者の

特別養護老人ホーム高齢者
総合福祉施設あまの里 施設長

事が出来たらと思っており

院を繰り返しておられた方
が︑特養入所後は大変体調
願いいたします︒

ましたので︑このような機
会を頂きうれしく思ってい
ます︒

ヘルパーステーションもみじ
廃止・統合のお知らせ

きよう︑今までと変わらず

!!

（6）

みでなく︑職員が働き続け

この度︑２０１８年４月
１日付で︑堀前施設長の後

良く過ごされていました︒
また︑入院された方の中に

心を込めて﹁安心・安全の
信頼ある介護﹂
﹁その人ら

施設に戻られてからは美味
しいと笑顔で少しずつ召し
上がられ︑お元気になられ

あまの里では︑６月はじ
め梅雨を迎える前に︑家族

この度︑諸般の事情によ
り７月 日付をもちまし
て︑ヘルパーステーション

しさを大切にした介護﹂を
職員一同提供させていただ
きます！

任として︑特別養 護 老 人 ホ
ーム高齢者総合福 祉 施 設 あ

もみじは訪問介護事業を廃
止する運びとなり︑８月１
日からは同法人内ヘルパー

は︑病院では食事摂取は難
しいと判断されていても︑

会の皆様に恒例の大掃除を
して頂き︑初夏を迎える準
備が出来ました︒あらため
て︑お礼申し上げます︒

ステーションわかくさと事

まの里の施設長に 着 任 い た
しました渡邉さと み と 申 し

ます︒
私は今まで︑看 護 師 と し

た方もおられました︒その
ような場面をみるたび︑介

ご利用者様の中には︑在
宅で訪問させて頂いていた

方もおられ︑デイサービス

354,140,639 ‑354,140,639
302,557,395 ‑356,169,395

ての病院勤務経験 の 後 ︑ 介
護保険の始まる １年前よ
り︑訪問看護ステ ー シ ョ ン

‑2,028,756

今後とも変わらぬご愛顧
を賜りますようよろしくお

‑51,583,244

願いいたします︒

0

31

費用

3,530,481

繰越活動増減差額の部

支出

8,669,519

益

入

0
‑317,519
‑317,519
‑3,848,000
‑3,848,000

収

収

50,000,000
317,519
50,317,519
41,648,000
41,648,000

用

出

‑723,276

サービス活動外増減の部

支

‑141,240,724

費

出

30,000
709,276
‑16,000
723,276

益

支

施設設備等による収支 その他の活動による収支

‑4,835,961

サービス活動増減の部

入

事業活動による収支

80,987,961
137,734,000
1,490,724
2,016,000
141,240,724

（単位：円）

当年度
前年度
増
減
決算（A）
決算（B）
1,112,218,766 1,130,621,799 ‑18,403,033
介護保険事業収益
その他事業収益
13,670,719
22,970,271 ‑9,299,552
経常経費寄附金収益
10,062,898
607,960
9,454,938
サービス活動収益計（１）
1,135,952,383 1,154,200,030 ‑18,247,647
人件費
697,603,709
692,664,843
4,938,866
事業費
105,585,993
101,535,977
4,050,016
事務費
181,186,634
171,934,345
9,252,289
仕入費用
59,921,553
66,752,763 ‑6,831,210
減価償却費
105,039,723
107,214,802 ‑2,175,079
国庫補助金等特別積立金取崩額
‑7,504,846
‑7,504,846
0
サービス活動費用計（２）
1,141,832,766 1,132,597,884
9,234,882
サービス活動増減差額
‑5,880,383
21,602,146 ‑27,482,529
（３）＝（１）−（２）
12,373
19,610
‑7,237
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
7,487,684
6,478,148
1,009,536
サービス活動外収益計（４）
7,500,057
6,497,758
1,002,299
20,992,588
22,549,991 ‑1,557,403
支払利息
サービス活動外費用計（５）
20,992,588
22,549,991 ‑1,557,403
サービス活動外増減差額
‑13,492,531 −16,052,233
2,559,702
（６）＝（４）−（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
‑19,372,914
5,549,913 ‑24,922,827
特別費用計（９）
0
0
0
特別増減差額（10）
＝（８）−（９）
0
0
0
当期活動増減差額（11）
＝
（７）+（10）
‑19,372,914
5,549,913 ‑24,922,827
351,709,521
346,159,608
5,549,913
前期繰越活動増減差額（12）
当期末繰越活動増減差額
332,336,607
351,709,521 ‑19,372,914
（13）＝（11）+（12）
基本金取崩額（14）
0
0
0
その他の積立金取崩額（15）
0
0
0
その他の積立金積立額（16）
0
0
0
次期繰越活動増減差額
332,336,607
351,709,521 ‑19,372,914
（17）＝（13）+（14）+（15）−（16）
勘 定 科 目

収

収

1,112,004,000
介護保険事業収入
その他事業収入
14,020,000
経常経費寄附金収入
10,000,000
受取利息配当金収入
0
その他の収入
13,500,000
事業活動収入計（１）
1,149,524,000
人件費支出
696,882,000
事業費支出
106,052,000
事務費支出
188,934,000
仕入支出
60,180,000
支払利息支出
21,324,000
事業活動支出計（２）
1,073,372,000
事業活動資金収支差額
76,152,000
（３）
＝
（１）
−（２）
設備資金借入金元金償還支出
137,764,000
固定資産取得支出
2,200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,000,000
施設整備等支出計（５）
141,964,000
施設整備等資金収支差額
‑141,964,000
（６）
＝
（４）
−（５）
長期運営資金借入金収入
50,000,000
その他の活動による収入
0
その他の活動収入計（７）
50,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出
37,800,000
その他の活動支出計（８）
37,800,000
その他の活動資金収支差額
12,200,000
（９）
＝
（７）
−（８）
予備費支出（10）
0
当期資金収支差額合計
‑53,612,000
（11）
＝
（３）
+
（６）
+
（９）
−
（10）
前期末支払資金残高（12）
0
当期末支払資金残高（11）+
（12）
‑53,612,000

差異
（A）−（B）
1,112,218,766
‑214,766
13,670,719
349,281
10,062,898
‑62,898
12,373
‑12,373
7,487,684
6,012,316
1,143,452,440
6,071,560
694,777,711
2,104,289
105,585,993
466,007
181,186,634
7,747,366
59,921,553
258,447
20,992,588
331,412
1,062,464,479
10,907,521
決算
（B）

業を統合することになりま
した︵統合先の事業所名は
ヘルパーステーションわか

法人単位事業活動計算書
（自）平成29年４月１日 （至）平成30年３月31日

（単位：円）

護の力のすばらしさとその
可能性を実感いたしまし
た︒それは︑職員各々が︑

‑26,877,760
‑146,904,255

やショートスティでは在宅
とは違った活き活きとした
表情をされていたり︑入退

1,052,762,165
3,092,242,682

♥

で訪問看護師︑介 護 支 援 専
門員として地域で 在 宅 療 養
される方々の支援 に 携 わ せ

1,025,884,405
2,945,338,427

て頂きました︒昨 年 ま で の

0
‑7,504,846
0
0
‑19,372,914
‑24,922,827

くさです！︶
︒
長年にわたるご愛顧にこ
ころから感謝申し上げま

388,216,235
255,136,409
57,700,000
57,700,000
351,709,521
5,549,913

人手不足や様々な困難の中
でも︑あまの里の〝その人
らしい生活を援助する〟と

増
減
26,217,505
4,979,483
‑106,998
‑26,300,000
41,146,000
0
‑966,803
42,167
9,248,638
7,560
2,825,998
‑328,800
‑4,329,740
‑146,244,000
‑111,434,000
‑32,794,000
‑2,016,000
‑120,026,495

す︒

部
前年度末
296,356,517
23,677,369
1,191,743
137,734,000
36,650,000
2,016,000
37,099,776
7,630
13,566,751
52,440
38,398,669
1,111,200
4,850,939
1,743,124,000
1,594,610,000
140,450,000
8,064,000
2,039,480,517

いう理念を継続し︑日々の

の
科
当年度末
流動負債
322,574,022
事業未払金
28,656,852
その他の未払金
1,084,745
１年以内返済予定設備資金借入金
111,434,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
77,796,000
１年以内返済予定リース債務
2,016,000
未払費用
36,132,973
預り金
49,797
職員預り金
22,815,389
仮受金
60,000
賞与引当金
41,224,667
未払法人税等
782,400
未払消費税
521,199
固定負債
1,596,880,000
設備資金借入金
1,483,176,000
長期運営資金借入金
107,656,000
リース債務
6,048,000
負債の部 合計
1,919,454,022
純 資 産 の 部
基本金
388,216,235
国庫補助金等特別積立金
247,631,563
その他の積立金
57,700,000
修繕積立金
57,700,000
次期繰越活動増減差額
332,336,607
（うち当期活動増減差額）
‑19,372,914

法人単位資金収支計算書
予算（A）

債

増
減
‑43,037,737
‑44,992,421
2,741,027
37,605
‑1,511,746
‑79,522
408,732
358,588
‑103,866,518
‑37,446,911
0
0
‑37,446,911
‑66,419,607
540,000
‑48,749,908
0
‑5,748,126
692,712
‑224,485
0
‑81,152
258,012
‑9,149,127
‑2,016,000
‑1,624,014
0
0
‑317,519
0 純資産の部合計
‑146,904,255 負債及び純資産の部合計

（自）平成29年４月１日 （至）平成30年３月31日
勘 定 科 目

（単位：円）
負
目

数年は︑ステーシ ョ ン の 管
理者︑統括所長と し て の 役
割も担っておりま し た ︒ 特

部
前年度末
435,698,487
247,812,478
177,703,553
1,589,226
3,178,372
1,374,059
2,899,687
1,141,112
2,656,544,195
1,972,644,075
691,819,518
1,520,046,799
‑239,222,242
683,900,120
742,742,351
‑251,306,402
83,057,734
‑23,045,875
9,312,500
‑9,040,979
7,898,822
‑7,817,659
145,017,950
‑102,187,185
10,080,000
3,930,746
57,700,000
16,458,000
395,117
705,000
3,092,242,682

ヘルパーステーション統
合により︑今までご利用い
ただきました皆様方に︑ご

科
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置
機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
有形リース資産
ソフトウェア
修繕積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産
資産の部合計

の
当年度末
392,660,750
202,820,057
180,444,580
1,626,831
1,666,626
1,294,537
3,308,419
1,499,700
2,552,677,677
1,935,197,164
691,819,518
1,520,046,799
‑276,669,153
617,480,513
743,282,351
‑300,056,310
83,057,734
‑28,794,001
10,005,212
‑9,265,464
7,898,822
‑7,898,811
145,275,962
‑111,336,312
8,064,000
2,306,732
57,700,000
16,458,000
77,598
705,000
2,945,338,427

業務に反映させている結果
だと思っています︒
もちろん︑改善しなけれ

産

養の施設長の任命 を 頂 い た
際︑微力ながらそ の 経 験 を
役立てることが出 来 れ ば と

平成30年３月31日現在
資
目

迷惑をおかけすることがな

法人単位貸借対照表

♥

ばいけない点や解決してい

財務報告

あい らぶ ゆー

第37号

思 い︑ お 引 き 受 け し ま し

平成29年度

第37号

あい らぶ ゆー
♥

第37号

2018年７月

（8）

虹の会職員募集！

私たちは、
高齢者や
障害のある方が、
その人らしい生活が
できるように
援助します！

働く曜日・時間は
相談にのります！

♥

短時

間勤
OK 務

特養でのお仕事（２施設）…
特養・ショートステイ
（夜勤可能な方大歓迎）
デイサービスでのお仕事…
認知症対応型デイ２箇所、一般デイ
の事業所が３箇所あります。
ヘルパーステーションでのお仕事…
生活援助・身体介護の得意分野を活
かしませんか？
居宅支援事業所…
在宅の利用者様を第１優先にサービ
ス提供しましょう。

お問い合わせは、
各事業所へ
■高齢者総合福祉施設 あまの里
尼崎市下坂部３‑２‑40
☎06‑6495‑4750
■特別養護老人ホーム 立花あまの里
尼崎市水堂町１‑10‑37
☎06‑6434‑5050

介護職員（有資格者・無資格者）
看護師（正看護師・准看護師）
介護支援専門員（ケアマネ）
資格取得助成制度あります。
給与等の処遇については、遠慮なくお問い合わせください。
また、施設、事業所見学も気軽にお声かけください。

■福祉用具レンタルサービス さぽーと
尼崎市水堂町１-10-37
☎06‑4962‑3985

■ヘルパーステーション さくら
尼崎市潮江３‑18‑19
☎06‑4960‑7201

■デイサービス 木かげ
尼崎市南武庫之荘10‑62‑17

■ヘルパーステーション わかくさ
尼崎市南武庫之荘10‑62‑17

☎06‑6436‑2838
■ヘルパーステーション なにわ
尼崎市大庄西町２-29-15
☎06‑6411‑8640

☎06‑4962‑3778
■ヘルパーステーション みのり
尼崎市今福１‑１‑28‑106
☎06‑4868‑8911

後援会が発

足しました︒

みなさまの力

をお借りして

虹の会を盛り

上げていこう

と思います︒

暑い日が続

きますがお体

〒661ｰ0975 尼崎市下坂部３丁目２−40
TEL：06ｰ6495ｰ4708
FAX：06ｰ6434ｰ1761
ホームページ http://www.shafuku-nijinokai.or.jp/
Eメール honbu@shafuku-nijinokai.or.jp
虹の会は、高齢者総合福祉施設２ヶ所、
ヘルパーステーション４ヶ所、デイサービス３ヶ所、
福祉用具レンタル１ヶ所を運営しております。

にお気を付け

社会福祉法人 虹の会

ください︒

発行

募集職種

後記

編集

