あまの里デイサービ
スは毎月の行事に力を
入れています︒
５月は農業公園にバ
ラ見学に行ってきまし
た︒１本のバラから２
色のバラが咲いている
のを見て驚きの声が上
がっていました︒
認知症デイサービス

毎月のイベントが魅力

あまの里
では２年ぶりに遠足で
服部緑地公園に行って
きました︒昔の建物に
﹁
﹁﹁いいねえ〜﹂と喜び
の声が上がりました︒
これからも楽しみを
持って頂ける様︑
様々な
持持
行行行事を予定しています︒
行

木かげ

利用者さまひとり一人の物語を大切に

毎日 〜 名程の方にご利用いただいていま
す︒健康管理︵体温︑血圧等のチェック︶から
始まり︑
お風呂︑
昼食︑
体操︑
レクリエーション︑

30

ティータイムと︑その人の物語を大切にした介
護を心掛けています︒

25

しみにしています︒

デイでは火鉢や南部鉄器
︵茶器︶
をお
借りして
﹃五平餅＆かんころ餅﹄
のおや
つレクを行ないました︒みんなでご飯
をつぶし丸め︑自家製みそだれを付け
て焼きました︒室内には香ばしい香り
が漂い︑昼食後の体操は気もそぞろ⁝
会話も弾み︑とてもとても美味しく頂
きました︒
そろそろデイの庭に夏野
菜など植える予定です︒去
年のスイカは小ぶりだった
ので今年こそ大きなスイカ
が出来るといいな〜といろ
いろ何を植えるか今から楽

季節感いっぱいのおやつレクが好評

３月にはひな祭りで入口にお雛様を飾りました︒
４月には西武庫公園へお花見に︒
花を見ながらお団子などのおや
つを召し上がって頂きました︒
施設の中庭ではアカミミガメ
が皆さんのお越しをお待ちして
います︒癒されてください︒

立花
あまの里

月
第39号

7

2019年

by 虹の会

行くのが楽しみ!!

虹の会のデイサービスに
お越しください

康保険﹂について地域の皆
様︑後援会員と共に学ぶ機
会を得ることができまし

第１部は虹の会の現状報告
案︑予算案︑新体制の提示

第２部は昨年度の活動・
決算報告︑今年度の活動提

た︒

があり後援会が虹の会を支
と 承 認 が さ れ ま し た︒ ま

第２回 後援会えがお総会を
開催いたしました
花あまの里デイルームにて
える大きな力となっている
た︑虹の会職員の日々の業

２０１９年５月 日︑立
第２回・後援会えがお総会
ことを改めて確認しまし

２０１９年２月１日より特別養護老
人ホーム立花あまの里にて︑ケアプラ
ン立花あまの里を再開いたしました︒
地域に根ざした介護支援事業所として
貢献できるよう︑ケアマネジャーが日
々活動しております︒

介護についての相談

19

を開催いたしました︒
総会は２部で構成され︑

今総会にて選任い

しまれていました︒

よろしくお願い致します︒

５月下旬には日本で最後に
建ったお城︑わたしたちのま
ち尼崎城の見学ツアーも行い
ました︒
これからも︑利用していた
だく方の笑顔にたくさん出遭
える様︑スタッフ一丸となっ
て取り組んで参りますので︑

☎06-6434-1530

ただきました︑後援
会えがお会長︑宮田
静則でございます︒

＊介護認定申請手続き代行

爽やかな風が吹く天気のよ
いゴールデンウィーク︒
ショートステイではいつも
と気分を変えて︑屋上でおや
つタイム︒
外の風に当たって気持ちが
いいと喜ばれている方︑自然
と鼻歌を歌われる方︑顔なじ
み同士で談笑される方︑皆様

ョートステイ
立 花 あ ま の 里シ

清々しい午後のひとときを楽

どうぞお気軽にお電話ください！！

＊介護保険の利用の仕方を
教えてほしい 等々

＊サービス事業者との
連絡調整

＊介護について困っている
ことを相談したい
＊ケアプラン作成

務の取り組みから２演題が
発表されました︒

ヘルパーステーション所長の報告
特養立花あまの里報告

ケアプラン作成

後援会えがお・新会長よりご挨拶

91

介護認定申請

虹の会設立以来︑
虹の会事業発展にご
尽力賜りました︑永井前会長の後任という
ことで責任の重さを痛感しております︒
介護情勢は厳しい状況が続いております
が︑皆でつくった虹の会の各施設︑事業所
は地域にとってかけがいのない財産となっ
ています︒
これからも力を合わせ︑虹の会を守り︑
育て︑充実させてきましょう！
是非︑後援会えがおに入会してお力をお

た︒
藤岡理事長のあいさ
つ︑門事務局長の昨年
度のまとめと次年度の
方針と経営報告につづ
き︑あずみの里裁判支
援の報告︑各事業所か
ら利用者様とのかかわ
りに基づく事例報告
や︑各職場の報告があ
りました︒新入職員紹
介では新入職員が介護
職としての決意を語っ
てくれました︒
これからも虹の会の
全事業所が一丸となっ
て経営に関わり︑ご利
用者様に喜ばれる介護
を目指して進んで行け
るよう取り組みを行い
ます︒

特養あまの里報告

貸し下さい！

５月 日︑立花あま
の里のデイルームで︑
２０１９年度の全職員
総会が開かれました︒
23

今年度は 人の職員
が参加︒厳しい経営状
況などを共有しまし

デイサービス木かげ報告

再開！ ケアプラン立花あまの里

気分を変えて屋上で
もぐもぐタイム

!!

た︒続き尼崎市出前講座を
活用して﹁国民健

決意を語る新入職員

♥

♥

♥

♥

事業所一丸で喜ばれる介護を

全職員総会

（2）
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健康のためにこんなことやっています──利用者様をご紹介

福祉用具の有効活用は︑生活の質

の向上や日常生活を営む上で︑体の

動きの低下の改善に役立っ ていま

す︒しかし︑まだまだ世の中には浸

透 し て い な い の が 現 状 で す︒ 例 え
ば︑団塊の世代といわれる以前の世

代の方々は幼少時から畳の上に布団

で寝るのが今でも一般的です︒です

尼崎市蓬川町在住･Ｋさん
７年位前に︑左肩を病気で痛
められたのがきっかけで︑編物
を始められたそうです︒
レースから毛糸︑かぎ針から

とやり直さなければいけないと
ころが大変だが︑その分完成し
た時の喜びは大きいそうです︒

女性Ｗさん︵

歳︶

健康の為に毎日かかさず行
っている事があるそうです︒
毎日朝︑必ず５時に起床︒
ストレッチをされてから食事
をされます︒ストレッチは足
首回し ・ 腰回し ・ 背筋伸ば
し︑背筋︵寝転んで脚上げ・
かかと上げ︶
・足つぼ押し︒
食事は 種類の野菜・納豆
・めかぶ・もずく・オクラな
どを︑毎日召し上がっている
そうです︒
血圧測定も欠かさず︑日記
も毎日つけておられます︒
毎日する事によってスッキ
リと朝起きられるとおっしゃ
っていました︒ケアマネジャ

杭瀬在住・Ｔさん︵

歳︶

年勤められた会社で
はバドミントン部に所属

も 大会などに出られて
います︒お孫様とダブル

されていました︒退社後
も一般のバドミントンク
ラブのチームに入り現在

40

から介護用ベッド︵背上げ・高さ調

整機能付︶の使用には抵抗がありま
す︒ で す が 実 際 使 用 し て い た だ く
と︑起き上がり・立ち上がりが非常

にスムーズになり︑介護者・ご家族

の負担も激減します︒また︑ほとん
ど外出することがなかった方が︑電
動車いすの利用で毎日のように外出
棒針を使用し︑ベストやセータ
ー等を編まれておられます︒
携帯から模様やデザインをダ
レンジされ︑デザインにもより
ますが︑ベストだと５〜７日位

ウンロードし︑ご自分なりにア

しかし︑福祉用具の選択︑使い方
ロジックアートも楽しまれてお
られ︑どちらも１ヵ所間違える

するようになり生活の質の向上だけ
でなく精神的にも安定したという事
例もありました︒

を誤ると十分に性能を引き出せませ
ん︒そんなときに︑福祉用具選びを
サポートするのが福祉用具専門相談

これからも素敵な作品を見せ
て頂きたいです︒

す！

スで出られて優勝など何
度もされてきました︒
現在も自宅前で午前中
は毎日１００サーブをこ
なしておられます︒午後
からはカラオケに行き
曲ぐらい歌って喉を鍛え
ておられるそうです︒マ
イペースですが健康維持

を入れて頑張っていき
たいと思います

話題で大盛り上がり♪
また訪問のお仕事に
も韓国語にも今以上力

夢中の利用者様もとて
もたくさんいらっしゃ
います︒なので訪問の
際には︑韓流ドラマの

の中でも韓流ドラマに

私たちの毎日の訪問

に努めておられます︒

だまだ始めたばかりで
すが少しずつ読めるよ
うにもなってきていま

が好き過ぎて韓国語を
習い始めました〜︒ま

ハマっているスタッフ
が数名おります︒韓国

仲間にも韓流ドラマに

ちなみに︑ヘルパー
ステーションさくらの

わかくさ

みのり
20

で完成されるそうです︒他にも

員などの専門職です︒
介護保険が始まっ て 年近く経
ち︑福祉用具はとても使いやすくま
た種類も増えました︒これからも利
用者様のニーズに十分耳を傾けて︑

最適な福祉用具を使用していただけ

るようサポートしていきます︒その
願いも込め
て︑事業所
名を﹁さぽ
ーと﹂と名

貢

付けまし
た︒
所長
栗山

ヘルパー
ステーション

た。５月より正社
員となりショート

86

!!

真一

れるよう、頑張っ
ていきたいと思っ
ておりますのでよ
張っ てまいりま
す。

た先輩方の様にな

さくら

!!

真紀
池田
し、さらに上の試
験合格に向けて頑

ヘルパー
ステーション

86

ステイに入職させ
ていただきまし
あまの里

の事、介護の事を
丁寧にとても優し
く教えてくださっ
立花あまの里

今年３月に介護
福祉士試験に合格

今年の１月23日
に立花のショート

なにわ

NEWS

20

10

ここ数年、
世間では
韓国ブームですね♪
つも笑顔になれる
職場に。

ろしくお願い致し
ます。

竹山

立花あまの里

あまの里

いと思います。

ヘルパー
ステーション

虹の会の各事務所
これまでの経験
を生かしながら、
学ぶ気持ちを忘れ
ず頑張りますの
で、よろしくお願
いいたします。

さぽーと

♥

♥

ヘルパー
ステーション

あまの里

井原万由子
淳子
篠原

厘砂
岡田

順也
池上
輝星
牧

あまの里
あまの里

福祉用具
レンタルサービス

「初心忘るべか
らず」の気持ちで
精一杯精進しよう
と思いますのでよ
ろしくお願い致し
ます。
新米ですが、が
んばります!!

12月13日に立花
あまの里に入職し
ました。デイサー
ビスに務めるのは
初めてで、少し不
安もありました
が、利用者様、職
員共にすごく優し
くてそんな不安も
消え、今ではすご
く楽しく充実して
います。これから
も頑張っていきた

介護の仕事がも
っと楽しく、利用
者さんも自分もい

信頼される福祉用具を、
社会へ。
向き合って、
その先へ。Quarity for you

介
紹
員
職
人
新

（4）
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2019年７月

♥

♥

2019年７月
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あまの里 事務長

石川

隆之
そうそう︑この前︑さっちーの話

すよ︑指揮者の藤岡幸夫です︒オー

ケストラというのは︑なかなか思い

通りにはいかないみたいです︒個々
の演奏者の技量︑各パートのハーモ

ニ ー︑ 楽 団 員 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン︒ そ ん な こ ん な が う ま く か ら ま

り︑楽団が一つになると︑素晴らし

を聞きました︒野村幸代じゃないで

い音楽になり︑聴衆を感動させるこ
と が で き る︒ う ま く い か な い と ⁝
︵中略︶⁝︒うん︑オーケストラと

着任のご挨拶

お昼の 時になると﹁暴れん坊将
軍﹂のオープニングテーマが聞こえ

い う の も︑ 施 設 運 営 に 似 て い ま す

ね︒

あまの里の事務長の役割を担うか

てきます︒デイの利用者さんが見て
いるのです︒なんだか少し嬉しい︒

そ の 昔︑
﹁暴れん坊将軍﹂ を制作
しているところ︵つまり視聴者がい

54,581,504
107,876,267

ないところ︶ で働いていたのです
が︑今はその視聴者を身近に仕事を

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

らには︑職員の皆さんの働く環境を
良くしたい︑働いて楽しい職場にし
ていきたいなぁーと思っています︒

0
4,329,049
0
0
50,252,455
30,879,541

職場が楽しいと︑職員みんなの力が

388,216,235
247,631,563
57,700,000
57,700,000
332,336,607
19,372,914

している⁝人生︑何がどうなるか分
かりませんね︒だから楽しい︒

減
3,188,763
5,826,426
504,877
2,400,000
13,380,000
0
655,830
74,405
27,718
60,000
7,072,869
353,300
1,163,826
50,106,000
109,034,000
60,944,000
2,016,000
53,294,763

十二分に発揮できる︑そうなると利
用者も喜ぶ︑そして︑施設の評判が
高まり収益もあがり︑働き甲斐も出

971,302,901
2,837,462,160

増

てきて︑⁝⁝以下︑皆さんが埋めて
ください︒

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

部
前年度末
322,574,022
28,656,852
1,084,745
111,434,000
77,796,000
2,016,000
36,132,973
49,797
22,815,389
60,000
41,224,667
782,400
521,199
1,596,880,000
1,483,176,000
107,656,000
6,048,000
1,919,454,022

でも︑しかし︑そうは言っても︑

の
科
当年度末
流動負債
319,385,259
事業未払金
34,483,278
その他の未払金
579,868
１年以内返済予定設備資金借入金
109,034,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
64,416,000
１年以内返済予定リース債務
2,016,000
未払費用
35,477,143
預り金
124,202
職員預り金
22,843,107
仮受金
0
賞与引当金
48,297,536
未払法人税等
429,100
未払消費税
1,685,025
固定負債
1,546,774,000
設備資金借入金
1,374,142,000
長期運営資金借入金
168,600,000
リース債務
4,032,000
負債の部合計
1,866,159,259
純 資 産 の 部
基本金
388,216,235
国庫補助金等特別積立金
243,302,514
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
282,084,152
（うち当期活動増減差額）
50,252,455

法人単位資金収支計算書
（自）平成30年４月１日 （至）平成31年３月31日

債

働く環境ってそんな簡単には変わら
ない︒一人の力でどうなるものでも
ないし︑一人がどうにかしたらいい

増
減
10,328,086
16,005,132
5,897,019
333,431
134,134
708,648
258,823
402,381
68,120
97,548,181
37,446,911
0
0
37,446,911
60,101,270
4,661,670
45,867,390
360,000
5,778,126
0
224,232
0
0
77,102
8,403,778
2,016,000
1,154,714
0
1,524,000
77,598
0
107,876,267

（単位：円）
負
目

ものでもない︒職員みんなの力で楽

部
前年度末
392,660,750
202,820,057
180,444,580
1,626,831
0
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

しい職場を作っていきましょう︒

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
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
382,332,664
186,814,925
186,341,599
1,293,400
134,134
2,375,274
1,035,714
2,906,038
1,431,580
2,455,129,496
1,897,750,253
691,819,518
1,520,046,799
314,116,064
557,379,243
747,944,021
345,923,700
83,417,734
34,572,127
10,005,212
9,489,696
7,898,822
7,898,811
145,198,860
119,740,090
6,048,000
1,152,018
57,700,000
14,934,000
0
705,000
2,837,462,160

映画・ドラマの制作はスタッフの
技能やモチベーションが必要です︒
その上でスタッフみんなが同じ方向
を向いて力を発揮すれば︑優れたド

科

産

ラマが出来る︒視聴者を感動させ幸

平成31年３月31日現在
資
目

せ に す る こ と が 出 来 る︒ 虹 の 会 で
も︑スタッフ一人一人の力を結集す
ることで利用者さんとその家族を少

法人単位貸借対照表

♥

しハッピーにすることが出来るので
はないでしょうか︒そう考えると施
設運営とドラマ制作は根本のところ

財務報告

あい らぶ ゆー

第39号

は似ていますよね︒

平成30年度

第39号

法人単位事業活動計算書
（単位：円）

費
用

出

（単位：円）

益
費
用

社会福祉法人虹の会

2018年度まとめと2019年度方針

繰越活動増減差額の部

出

社会福祉法人虹の会
事務局長 門 倫代

用

支

２０１９年度方針も昨
年同様６項目の目標を基
に課題を明確にしまし
た︒
１︶職員のマンパワーを
集結させ︑新しい発想
と工夫で﹁経営改善﹂
２︶人材確保を急務とし
﹁職員を守り︑働き続
けられる﹂職場
３︶教育をすすめ質の向
上で利用者 ・ 職員の
﹁安全・安心を確保﹂
４︶利用者満足度評価で
﹁選ばれる事業所﹂
５︶後援会の運営を支援
し﹁共に歩み続ける﹂
﹁ 平 和 ﹂ と﹁ よ り 良
６︶
い﹁介護 ・ 福祉﹂
﹂実
現のために！
昨年と大きく変えてい
ませんが︑どれも大事な
取り組みで一人ではでき
ない事ばかりです︒今年
度は︑
スピード感を持ち︑
より具体的で確実に進め
ることを目標にします︒
遅れていた大規模災害
への備えとして︑法人︑
事業所でのマニュアル作
成と防災︵災害︶グッズ
の準備をし︑地域の避難
所として役割を担えるよ
うにします︒
最後に﹁医療・介護の
２つの柱﹂を基に貧困と
格差︑無差別・平等の医
療・介護︒安全・倫理・
共同のいとなみを軸とし
た医療・介護の質の向上
を展開していきます︒

費

入

特別増減の部

収益

出

前年度決算（B） 増減（A）−（B）
1,112,218,766
8,452,188
13,670,719
4,116,774
10,062,898
6,300,598
1,135,952,383
6,268,364
697,603,709
22,648,775
105,585,993
1,142,715
181,186,634
14,952,584
59,921,553
2,196,984
105,039,723
1,136,855
7,504,846
91,203
1,141,832,766
37,427,570
5,880,383
31,159,206
12,373
2,798
7,487,684
915,423
7,500,057
918,221
20,992,588
1,317,157
0
119,268
20,992,588
1,197,889
13,492,531
279,668
19,372,914
30,879,538
0
3,267,000
0 184,126,208
0
3
0
3,267,000
0 184,126,211
0
3
19,372,914
30,879,541
351,709,521
19,372,914
332,336,607
50,252,455
0
0
0
0
0
0
332,336,607
50,252,455

満足度アンケートを実
施し︑しっかり分析をす
ることで選ばれる事業所
を目指しましたが︑職員
の言葉かけや配慮などの
ポイントは高いものの︑
﹁知り合いに紹介したい
ですか？﹂ の設問には
﹁そう思わない﹂のポイ
ントが高かったことが特
徴です︒しかし休止中の
居宅介護支援事業所を２
月に再開できたことで︑
今後の利用者確保に期待
したいです︒
５︶質の向上で利用者・
職員の﹁安全・安心を
確保﹂
医療生協との連携で︑
歯 科 衛 生 士︑ 理 学 療 法
士︑言語聴覚士との協力
が実現し︑質の向上につ
ながりました︒またリス
ク管理︑危機管理の学習
会に参加し︑伝達学習を
行い︑あずみの裁判の教
訓を多くの職員が学びま
した︒
﹁ 平 和 ﹂ と﹁ よ り 良
６︶
い﹁介護・福祉﹂実現
憲法学習会に参加する
などし︑署名にも取り組
みました︒中でも９条署
名は過去最高の１５２８
筆を集め︑虹のネットワ
ークグループとしても目
標を超過達成できまし
た︒
また︑あずみの里支援
には２回で３名の職員を
派遣するなど全国的な支
援にも積極的に参加でき
たことは評価でき︑今後
更に強めていけるように
したいです︒

収

収

支

サービス活動外増減の部

収

その他の活動による収支

入

施設設備等による収支

当年度決算（A）
1,120,670,954
17,787,493
3,762,300
1,142,220,747
720,252,484
104,443,278
196,139,218
62,118,537
103,902,868
7,596,049
1,179,260,336
37,039,589
9,575
6,572,261
6,581,836
19,675,431
119,268
19,794,699
13,212,863
50,252,452
3,267,000
184,126,208
3
3,267,000
184,126,211
3
50,252,455
332,336,607
282,084,152
0
0
0
282,084,152

２０１８年度は︑厳し
い介護情勢の中︑人材確
保を初め経営的にも非常
に厳しい１年でした︒
１︶全職員が経営に参画
し﹁目標を達成﹂
各事業所が必要利益に
こだわり︑
予算を達成し︑
黒字事業所への転換を目
指すことを目標とし︑経
営月報や経営報告などで
課題の明確化を図りまし
た︒そうする事で虹のネ
ットワークグループでの
情報共有ができ︑連携す
ることができました︒
２︶人材確保・教育を重
点に﹁職員を守り︑働
き続けられる﹂職場
人材不足の解消を最優
先に取り組み︑人材紹介
で費用もかかりましたが
職員確保に努めました︒
教育では︑医療生協︑民
医 連 関 係︑ 外 部 研 修 な
ど︑様々な研修や学習会
の情報提供を行い︑すべ
ての職員に学べる機会を
提供しました︒また︑法
人の助成制度も利用し個
人のスキルアップ︑質の
向上に努めました︒
３︶後援会﹁えがお﹂の
運営を支援し﹁共に歩
み続ける﹂
後援会員は２７４名で
２００名の目標を超えま
した︒ニュースや広報誌
の発行︑学習会︑施設見
学会︑クリーン活動︑更
に他法人との交流会も行
いました︒イベント参加
も積極的に行いました︒
４︶利用者満足度評価で
﹁選ばれる事業所﹂

益

支

サービス活動増減の部

入

事業活動による収支

勘 定 科 目
介護保険事業収益
その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
仕入費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）
サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）
サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
施設整備等補助金収益
特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）
特別増減差額（10）=
（８）−（９）
当期活動増減差額（11）＝
（７）+（10）
前期繰越活動増減差額（12)
当期末繰越活動増減差額 （13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）
次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）−（16）
収

収

勘 定 科 目
予算（A）
決算（B） 差異（A）−（B）
1,112,295,664 1,120,670,954
8,375,290
介護保険事業収入
その他事業収入
17,700,000
17,787,493
87,493
経常経費寄附金収入
4,000,000
3,762,300
237,700
受取利息配当金収入
0
9,575
9,575
その他の収入
10,100,000
6,572,261
3,527,739
事業活動収入計（１）
1,144,095,664 1,148,802,583
4,706,919
人件費支出
712,299,012
713,179,615
880,603
事業費支出
104,135,535
104,443,278
307,743
事務費支出
201,507,148
196,139,218
5,367,930
仕入支出
62,720,000
62,118,537
601,463
支払利息支出
19,992,852
19,675,431
317,421
その他の支出
0
119,268
119,268
事業活動支出計（２）
1,100,654,547 1,095,675,347
4,979,200
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）
43,441,117
53,127,236
9,686,119
3,500,000
3,267,000
233,000
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
0
259,200
259,200
施設整備等収入計（４）
3,500,000
3,526,200
26,200
111,400,000
111,434,000
34,000
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
8,000,000
8,215,488
215,488
ファイナンス・リース債務の返済支出
0
2,016,000
2,016,000
施設整備等支出計（５）
119,400,000
121,665,488
2,265,488
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） 115,900,000
118,139,288
2,239,288
130,000,000
130,120,000
120,000
長期運営資金借入金収入
その他の活動による収入
0
1,607,598
1,607,598
その他の活動収入計（7）
130,000,000
131,727,598
1,727,598
長期運営資金借入金元金償還支出
83,000,000
82,556,000
444,000
その他の活動による支出
0
6,000
6,000
その他の活動支出計（８）
83,000,000
82,562,000
438,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）
47,000,000
49,165,598
2,165,598
予備費支出（10）
0
0
当期資金収支差額合計（11）＝（３）+（６）+（９）−（10）
25,458,883
15,846,454
9,612,429
前期末支払資金残高（12）
0
302,557,395 302,557,395
当期末支払資金残高（11）
+
（12）
25,458,883
286,710,941 312,169,824

（自）平成30年４月１日 （至）平成31年３月31日

あい らぶ ゆー
♥

第39号

2019年７月

（8）

虹の会でいっしょに
働きませんか！

誰もが
安心して過ごせる
まちづくりのために！
常に新鮮な気持ちで
活躍できるステージを
ご用意しています

働く曜日・時間は
相談にのります！

♥

短時

特養でのお仕事（２施設）…
特養・ショートステイ

間勤
OK 務

（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。

募集職種

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。

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
■ケアプラン 立花あまの里
尼崎市水堂町１‑10‑37
☎06‑6434‑1530

☎06‑6436‑2838
■ヘルパーステーション なにわ

☎06‑4962‑3778
■ヘルパーステーション みのり

尼崎市大庄西町２-29-15
☎06‑6411‑8640

尼崎市今福１‑１‑28‑106
☎06‑4868‑8911

今年は梅雨

入りが遅いで

すが︑昨年の

ような大雨の

災害がないこ

とを願いま

す︒

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、居宅
介護支援事業所１ヶ所を運営しております。

暑い夏に向

〒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

けて︑十分お

社会福祉法人 虹の会

体を大切に︒

発行

尼崎市水堂町１-10-37
☎06‑4962‑3985
■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 さくら
尼崎市潮江３‑18‑19
☎06‑4960‑7201
■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

■福祉用具レンタルサービス さぽーと

後記

編集

