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5月
つるべ荘の中庭

2022.7.11

お誕生日おめでとうございます

4/13

♡

94歳

ワシも天ぷら揚げたよ、
ひと仕事の後は 乾杯♪

手づくり桜もち🌸

梅シロップづくり
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リーダーからのひと言
つばきの里では、一人ひとりに
あわせた最善の暮らしができるよう
に多職種協働で考え、安心と安全
の介護に努めています。また、季
節を感じられるよう行事や住まいの
しつらえも工夫し、５月は目の前で
天ぷら、６月は庭でバーベキューを
楽しんでいただきました！
もっと皆さんの暮らしが幸せにな
るように、職員一同 頑張ります！

１Fユニットと
デイサービスの紹介

職員の皆さんに聞きました
①自分を動物に例えるなら？
②休日は何してる？

行きたかった墓参りへ
お連れしました

つばきの庭

メダカも冬を越
し、子供が生ま
れました！

外の風気持ちいいねぇ～
メダカも元気に泳いでる～
リーダーからのひと言
さくらの里では、一人ひとりに寄り
添い、その方に合わせた暮らしのサ
ポートに努めるよう日々頑張っており
ます。
よく食べて、体を動かし（毎日のラジ
オ体操）、皆さん元気モリモリです。
一日一日を大切に、みんなの幸せ
みんなで創りましょう～。

つばきの里
中嶋リーダー ①ゴリラ ②釣り
松下 ①やさしいトラ ②友人とランチや映画
杉田 ①ペンギン ②特になし
島﨑 ①ネズミ ②読書、映画鑑賞
澤口 ①羊 ②音楽を聴く
畑中 ①リス ②家庭菜園

万歳をして喜んだ昼食

エイ．エイ．オー♬♪

ラジオ体操
イチ・ニ ♪

さくらの里
中川リーダー ①犬（プードル） ②映画鑑賞
坂本 ①オオカミ ②ヨシタケ シンスケの絵本
山口 ①あらいぐま ②アウトドアショップに行く
米光 ①ペガサス ②河川や海・山を歩く
谷屋 ①うさぎ ②ショッピング 買物
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リーダーからのひと言
「感謝 やさしさ あたたかさ」をモットーに
和気あいあいとしている ももユニットです。
生活の中での楽しみの一つが「食」。 美
味しい物をその時に食べ、感じてもらえる
よう取り組んでいます。暮らしの継続を基
本に、皆様に馴染んでいただけるよう、職
員一同がんばっています ‼

ももの里
西川リーダー ①ナマケモノ ②アメバTV・ユーチューブ観賞
山口 ①はずかしい ノーコメント ②花 雑貨 服 小物などみる
村中 ①犬 ②映画鑑賞、ドライブ
南部 ①ねこ ②ウォーキング、ショッピング
坂口 ①馬 ②TV・ラジオ・音楽を楽しむ

新緑の季節 カラオケ大会
リーダーからのひと言
うめユニットの目標である優しさ、思いや
りの気持ちを大切にし、毎日笑顔で過ごして
いただけるように、美女６人?!で一丸となり
日々がんばっています。
どんな些細な事でもご相談ください。できる
限り対応させていただきます。

うめの里
横井リーダー ①かわいい猫 ②買い物
朝比奈 ①カメ ②友達とあそびまくる！ 旅行
彦田 ①ネコ ②お花を育てる 友達とおしゃべり
あとシャイな3人の美女います。

リーダーからのひと言
デイサービスは個性的な職員が多く、毎日賑
やかです。 ”今日は楽しかった”と皆様に思って
もらえるように取り組んでいます。 ６月末から新
しい職員が入り、今まで以上に日々頑張ります ‼
恒例のカラオケ大会♪♪

デイサービス
向
清水
中山
北元
下出
荒木

①ねずみ ②色々と忙しいです
①犬 ②朝ぶろ＆ドライブ
①ネコ ②お家でまったり
①うさぎ ②家庭菜園、読書(稲盛氏等）
①牛 ②お菓子作り始めました…
①猫 ②体を動かすこと（ヨガ、エアロ）
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令和4年6月24日

令和３年度

決算報告書

（第19期）
社会福祉法人 福志会松任
理事長 西村 美規夫

貸借対照表
令和4年3月31日現在

科
目
当年度末 前年度末
流動資産
323,503,967 332,606,055
固定資産
1,171,535,523 1,203,178,354
基本財産
873,983,246 912,818,274
その他の固定資産 297,552,277 290,360,080

（単位：円）

科
目
流動負債
△ 31,642,831 固定負債
△ 38,835,028
負債の部合計
7,192,197 基本金
増減

△ 9,102,088

99,384,752
121,221,760
220,606,512
74,000,000
国庫補助金等特別積立金 355,027,900
その他の積立金
168,500,000
次期繰越活動収支差額 676,905,078
（うち当期活動収支差額）
27,053,068

純資産の部合計
資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

109,347,466
167,559,920
276,907,386
74,000,000
366,525,013
172,500,000
645,852,010
33,679,051

△ 9,962,714
△ 46,338,160
△ 56,300,874

0
△ 11,497,113

△ 4,000,000

31,053,068
△ 6,625,983

1,274,432,978 1,258,877,023 15,555,955

1,495,039,490 1,535,784,409 △ 40,744,919 負債及び純財産の部合計 1,495,039,490 1,535,784,409 △ 40,744,919

資金収支計算書

事業活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

科
目
事業活動収入計
事業活動支出計
事業活動資金収支差額
施設整備等収入計
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動収入計
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

（単位：円）

決算額
666,938,173
600,717,219
66,220,954
9,351,911
77,513,239
△ 68,161,328
20,000,000
16,000,000
4,000,000
0
2,059,626
290,782,749
292,842,375

令和3年4月1日～令和4年3月31日 （単位：円）

科
目
サービス活動収益計
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サービス活動外収益計
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額
特別収益計
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

決算額
663,661,717
635,551,234
28,110,483
3,276,456
4,333,868
△ 1,057,412
27,053,071
9,351,911
9,351,914
△ 3
27,053,068
645,852,010
672,905,078
20,000,000
16,000,000
676,905,078

♦ 介護長 より♦
私が福祉を始めたのはつるべ荘へ来てからです。当時
は、ユニットケア施設で働いているのだからユニットケアを
しているつもりでいました。ただ漠然と「ユニットケア施設と
は個室がある」という認識だったと思います。
ユニットリーダー研修を受講してから、介護のプロとして
どうあるべきかをもう一度考え、また、同じ志を持った仲間
と出会うこともできた、とても意味のあるものになりました。
高齢者の暮らしを支えるにも基本理念が大切であること
を再確認できました。施設理念（下記参照）を胸に刻みな
がら、つるべ荘にご入居される皆様の日常生活の光景が、
「もう一つの我が家」になれるようにめざします。
（副施設長・介護長 竹澤 しのぶ）

健心共和
施設理念

（けんしんきょうわ）

発行元：社会福祉法人福志会松任
特別養護老人ホームつるべ荘
〒924-0005 石川県白山市一塚町1351番地1
TEL：076-276-2020 FAX：076-276-2335
E-mail： tsurubeso＠bird.ocn.ne.jp
HP: http://fukushikai-m.com

健やかに 心豊かに 共に楽しく 和をもって

「みんなの幸せ みんなで創る つるべ荘」
感謝・やさしさ・あたたかさを大切に
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