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落語家 かわもちたまき君です。
幼稚園に通う4歳です!!

たのしい落語を皆さん楽しみにされています。



2018年 入職者紹介2018年 入職者紹介

①特養（ケアワーカー）
②いつも笑顔でしっかりコミュ
ニケーションをとり、利用者
様を元気にできるような職員
になりたいです。

石倉　紀子
いし くら　　  のり　こ

①事務部
②この人に任せておけば大丈夫
と信頼して貰えるように、
きっちりとした仕事をする職
員になりたいです。

久保田　康子
く　 ぼ　 た　　　 やす　こ

①特養（看護師）
②笑顔で働き、色んな気づきが
でき、皆から頼って貰える看
護師になりたいです。

田中　晃子
た   なか　　  あき　こ

①グループホーム（ケアワーカー）
②グループホームでの様々な経
験を通して、少しでも職員と
して役立てるようになりたい
です。

山岡　美紀
やま おか　　　 み　 き

①特養（ケアワーカー）
②利用者様、家族様に安心して貰
い、1日1日を楽しく過ごして頂
けるように、しっかりサポート
できる職員になりたいです。

万井　優香
よろ　い　　　 ゆう　か

①特養（施設ケアマネ）
②相談員業務を1日も早く覚え
て戦力になれるように頑張り
ます。

駒形　健一
こま がた　　   けん いち

①特養（ケアワーカー）
②たくさんの知識と思いやりを
持ち、利用者様や地域の方々
に信頼される職員になりたい
です。

志賀　千夏
し　 が　　　  ち　なつ

①所属（職種）
②１年後になりたい自分
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　5月28日室田人志氏（愛知淑徳大学
非常勤講師）をお招きして「自分や家族
が暮らし続けたい地域・街〜どないし
てつくろう〜」と題し「我が事・丸ごと」
の街づくりを地域、事業所、行政が一
緒に進めていく為の方策についてご講
演いただきました。
　自治会・民生委員・市職員など街づ
くりに関わる方と法人関係者など84名
の参加者は、地域課題の解決への提案
を熱心に受けとめておられました。
　ゆいの里は新しい局面に対しても新
たな地域貢献の一歩を踏み出してまい
ります。

第6回 創立者記念  ゆいの日開催

〔ゆい福祉基金とは〕
　法人設立者廣田明が残した財源を活かして、広く地域へ「ゆいの心」を広げるために設立した任意団体で
あり、ゆいの里から一歩離れ、法人利用者、職員そして地域の皆さまの福祉活動を支援しています。

　ゆいの里では毎月第1木曜日「ゆいの里ほっこりカフェ」を開催しています。
　地域の枠を超えて様々な方が参加されています。季節
のお茶や手づくりおやつを楽しんで頂いています。回数
を重ねることで、参加者の皆様は、互いに健康相談をさ
れたり、日頃の思いを話されたり…と、仲間の絆を深め
輪が広がっておられます。職員にとっても、参加者の皆
様の話を伺うことで学びの場となっております。
　誰でも、気軽に参加でき、地域の枠を超えて心の輪を
結ぶカフェを目指し開催していきたいと思っておりま
す。お気軽にご参加ください。
　ゆいの里では出前講座も行っています。

ゆいの里 地域連携室

　26年間に渡り、ボランティア活
動を続けて下さいました。

諸頭音楽ボランティア様
ご卒業お礼

ほっこりカフェ開催中
ゆいの里

お問い合わせ先　ゆいの里 〈担当〉白井　電話585-4533　

廣田 良先生・廣田 明先生
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平成29年 度 事 業 報 告

　平成29年度は社会福祉法の改正により定款・規程類の変更、社会福祉充実残額の算定などが行われ、法人役員組織も大きく様変わ
りして社会福祉法人として新たなスタートの一年となりました。新社会福祉法に沿った指導監査を11月に受けましたが、大きな指摘
事項もなく概ね適正に整ったと感じています。
　第6期介護報酬減額改正から殊に特養の収益減が響き、経営の困難さを実感しています。在宅サービス全般の稼働率のキープも厳し
い状況で、経営上は前年並みの成果となりました。
　運営協議会を今年度新たにスタートして、すでに2回開催して地域の情報を得、また民生委員との懇談会も3回目となり、お互いを
理解しあえる機会として、次年度以降も密に各地域、各団体の情報・アドバイスを頂ける機会として継続したいと思います。
　北部地域包括支援センターは開所から1年半が経過しましたが、おかげ様で地域の方々から、適切な支援やアドバイスであると、信
頼を頂いております。
　法人の入所者であった、故 渡邊様から高額のご寄付を受け、呼称『渡邊廣子寄贈』により、高額物品の購入をさせていただきました。
また福利厚生として、職員の資格取得等にも有効活用させていただきます。独自の地域支援事業（百歳体操、サロン講師派遣事業、0
〜100歳コンサート、バリエーションを持たせた介護予防教室、料理教室等）も徐々に広がりを見せています。
　今後はやるべきことをやり、その上で 積極的な広報活動にも力を入れてまいります。

 １・中長期展望（３〜５年）
１）事業継続にむけて数値・人事等マネジメント強化及びICT導入

経営コンサルタントのアドバイスのもと、事業ごとに管理会計を整備した。
２）公益的事業・収益事業の検討

介護人材育成を見すえ、生活支援サポーター養成事業を受託したが、受講者は（6月：16人・11月：4人）少なかった。介護初任者養成講座
開講準備をしたが、受講生が集客できず開講を断念した。収益事業は今後高齢者の人口動態、地域要望を見据えながら、情報の収集を行なっ
ていく。

３）中長期計画の策定・従来型特養の今後の建て替え計画（特養の今後の活用検討）
設計士を交え、今後10年間の耐久性や構築物補修について検討を行なった。今後の方向性と費用積み立てについて、具体的計画を作成する。

 ２・短期計画
１）法人本部に事務部門・教育部門・地域部門を置き、本部機能の充実を図った。

教育部門はキャリアアップシステム・職員研修計画を整備した。“認知症（中級）介護研究会”“自立を支える介護技術研究会”を通して勉強会
を継続した。
地域部門は公益的支援の観点から、地域の要請や活動支援に応えていけるよう準備をした。

２）人材確保は様々な方法で人材募集をした。（ホームページ・新聞折込等々）
 ３・「健全経営の確保」目標稼働率への達成割合

特養 【従来型[達成率97.2%]・ユニット型[達成率100.9%]・ショートステイ [達成率97.0%]】　幸津川デイ【達成率96.0％】
守デイ【えんがわ[達成率106.9%]・ひまわり[達成率99.0％ ]・はなれ[達成率103.5％ ]】　居宅【達成率102.2%】
訪問介護【達成率98.4％】　ケアハウス【達成率100.1％】　グループホーム【達成率100.1％】

※各表は平成30年3月末現在のものです。

デイサービスセンター
守山デイサービスセンター（定員62名） 年間延べ利用者数 10,028名 1日平均 38.7名 平均要介護度 1.7

幸津川デイサービスセンター（定員30名） 年間延べ利用者数 6,256名 1日平均 20.1名 平均要介護度 2.6

地 域 福 祉 推 進 事 業
ゆいの里百歳体操 開催回数 49回 延べ参加者 1,163名 ゆいの里簡単料理教室 1～3月実施 3回 延べ参加者 75名

サロン講師等派遣事業 件　　数 27件 延べ派遣者 36名 ゆいの里ほっこりカフェ 開催回数 9回 延べ参加者 146名

はつらつリフレッシュ 2017 開催回数 12回 延べ参加者 345名

地域との協賛事業

①「0〜100歳コンサート」守山音楽連盟協賛…150名参加

②守山音楽連盟「第47回ライブラリー移動コンサート」…68名参加

③守山音楽連盟「第48回ライブラリー移動コンサート」…35名参加

④中野自治会「出張ほっこりカフェ」月1回12回実施　24名職員派遣

北部地区地域包括支援センター / 北公民館貸館業務 訪　問 788件 電話・来所相談 719名 年間延べ利用人数 6,181名

特別養護老人ホーム（定員100名）
年間入所平均数 95.8名 平均入院数 3.9名

平均年齢 87.6歳 最高齢者 102歳

平均要介護度 3.7 年間入退所数 23名/27名

ショートステイ（定員16名）
年間延べ利用者数 5,574名 1日平均 15.1名

平均要介護度 2.4

グループホーム（定員18名）
年間延べ利用者数 6,313名 1日平均 17.3名

平均年齢 79.8歳 最高齢者 98歳

平均要介護度 1.6

ケアハウス（定員50名）
年間延べ利用者数 18,080名 1日平均 49.5名

平均年齢 85.0歳 最高齢者 97歳

平均要介護度 1.3

居宅介護支援事業所
年間給付実績件数 2,707件 月平均 225.6件

平均要介護度 1.8

訪問介護事業
年間利用実績件数 5,298件 平均訪問件数 441件

平均要介護度 1.9

◆利 用 状 況
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◆守山市受託事業
　 栄 養 士 サ ロ ン 派 遣 事 業 … 年間開催回数　　27回　　延べ参加者　1,156名
　 生活支援サポーター養成講座 … 養成講座参加者　22名

◆実習等受入数 （実習・体験受入数　61名）
　 実　習　受　入 ………………… 社会福祉士、介護福祉士、看護師、ヘルパー実習 16回　33名
　 体験学習等受入 ………………… 体験学習 13回　28名

◆ボランティア活動
　 ボランティア登録グループ数・延べ人数及び来園延べ人数　登録数：45グループ・257名　年間延べ数1,779名

◆職員研修状況
　 園内研修延べ回数 30回／年 … 参加延べ人数　671名／年
　 園外研修 ………………………… 参加延べ人数　247名／年
　 階層別研修 ……………………… 参加延べ人数　100名／年

平成29年度 決 算報告

負債の部
流動負債 94,255
固定負債 137,041
負債の部合計 231,296

自：平成29年4月1日　至：平成30年3月31日  
（単位：千円）■ 貸 借対照表

資産の部
流動資産 609,412
固定資産 1,878,325
（基本財産） 1,443,169
（その他固定資産） 435,155

資産の部合計 2,487,737

純資産の部
基本金 437,122
国庫補助金等特別積立金 647,161
施設整備等積立金 221,733
次期繰越経常活動収支差額 950,425
（うち当期活動収支差額） 60,924

純資産の部合計 2,256,441
負債及び純資産の部合計 2,487,737

■ 事業 活動計算書
　

介護保険事業収益 798,022
老人福祉事業収益 89,994
公益事業収益 28,205
経常経費寄付金収益 23,878
その他収益 624

サービス活動収益計 940,723
受取利息配当金収益 46
その他サービス活動外収益 5,321
サービス活動外収益計 5,367

施設整備等補助金収益 0
固定資産受贈額 0

特別収益計 0
収益の部計 946,090

支出の部
人件費 596,991
事業費 132,331
事務費 96,247
利用者負担額増減額 1,428
減価償却費 89,269
国庫補助金等特別積立金取崩額 -36,097

サービス活動費用計 880,169
支払利息 2
その他サービス活動外費用 4,994
サービス活動外費用計 4,996

固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0

特別費用計 0
費用の部計 885,165

当期活動増減差額 60,925



〒524-0103  滋賀県守山市洲本町１番地

　 T E L.077-585-4533
　FAX.077-585-5675

※写真の掲載許可はいただいております。

　昨年度に引き続き、今年度の
テーマは【地域と繋がり結び合う
ゆいの輪】です。地域の皆様との

つながりを広げ、深めていける一年にしたいと思います。

◆特別養護老人ホームゆいの里
◆ショートステイゆいの里
◆グループホームゆい
◆ゆいの里守山デイサービスセンター

◆ゆいの里幸津川デイサービスセンター
◆ゆいの里訪問介護ステーション
◆ゆいの里守山居宅介護支援事業所
◆ケアハウスゆい

◆守山市受託事業
◆守山市北部地区
　地域包括支援センター

社会福祉法人慈惠会  ゆいの里
● 代表  E-mail  office@yuinosato.or.jp
● ホームページ  http://www.yuinosato.or.jp/
● フェイスブック  https://www.facebook.com/jieikai/
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①

MMMMMMMMMMMMM

編 後 記集

②

③

◆寄 贈 者　渡邊廣子様
◆寄付金額　23,456,450円
◆購入品目　①プロジェクター
　　　　　　②電動ベッド 20台
　　　　　　③折りたたみ椅子一式等

　ケアハウス・グループホーム・別館に計20年に渡り
入居されたご利用者が亡くなられ、遺言により法人へ
多額の寄付を残して下さいました。『渡邊廣子寄贈』と
名付け、高額物品の購入、職員資格取得への助成など
大切に有効に使わせていただきます。有難うございま
した。

おいしいね

かぼちゃと柿の簡単サラダ

【作り方】
1	かぼちゃと人参を鍋で蒸します。（レンジ可）
2 柿の皮と種を取り、5㎜位に切ります。
3 玉ねぎを粗みじん切りにします。
4 1の人参とかぼちゃの粗熱が取れたら、軽くつぶし、

3のたまねぎと、豆乳マヨネーズ、塩コショウを加え、
混ぜ合わせる。

5 4に2の柿を混ぜ合わせ、完成です。（味が薄ければ、
塩コショウを足してください。）

　秋食材の柿をたっぷり。ビタミンC、βカロチン、βク
リプトキサンチンの抗酸化作用のある栄養素がとても豊富。
豆乳に含まれる、イソフラボンも一緒に食べて、アンチエ
イジング間違いなし。

フェイスブックホームページ

【材　料】
●かぼちゃ……… 1/2個
●玉ねぎ………… 1/2個
●人参…………… 1/2本
●柿………………… 2個

●豆乳マヨネーズ… 適量
●塩………………… 適量
●コショウ………… 少々

※豆乳マヨネーズとは、豆乳とマヨネーズを混ぜたも
のでお好みの分量で調合してください

ご寄付ありがとうございました!


