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20年

齋藤　亜希子（入所・短期入所サービス課）

10年
田中　祥史（入所・短期入所サービス課）
田中　沙織（入所・短期入所サービス課）
竹村　春香（グループホーム課）
小林　千恵子（入所・短期入所サービス課）

苦情解決の体制について
慈惠会ゆいの里では福祉サービス苦情解決に関する
規定を定めています。

■目的
①苦情への適切な対応により、ご利用者、ご家族
　の満足度を高め、適切にサービスを提供する。
②苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、
　円滑・円満に解決し、信頼や適正化を進める。

■苦情解決の方法
①苦情解決責任者の設置（園長、施設長、管理者）、
　苦情受付担当者（サービスごとに担当者の設置）、
　第三者委員（法人が任命した2名の委員）を設置
　している。
②法人職員は苦情として出して頂いたことは勿論で
　すが、何気ない会話の中から利用者、ご家族の思
　いをくみ取り、苦情受付書に状況や要望を記入し、
　担当者をはじめ苦情解決責任者と共に迅速に円滑・
　円満な解決を図るよう努めている。
③施設内、事業所内で解決するだけでなく、社会性
　や客観性に基づいた解決が必要である場合は、
　第三者委員による解決案の調整、助言を頂いて
　いる。

おいしいね
簡単キーマカレー

1.玉ねぎ、にんじん、エリンギはみじん切り、ピーマン
　は一口大に切る。
2.ひき肉を塩コショウ、にんにくチューブを入れて
　炒める。 
3.ミンチに軽く火が通ったら、みじん切りにした野菜
　を追加して炒める。
4.玉ねぎが透き通ってきたらピーマン、蒸し大豆を
　入れて少し炒め、★の調味料を全部入れて炒める。
5.味見をして足りなければ、カレー粉や塩コショウ
　などで味を整える。

材料： (４人分)
ひき肉　150gくらい
玉ねぎ　1個
にんじん　1/2本
エリンギ　1本
ピーマン　2個
蒸し大豆　1袋

★にんにくチューブ  3cmほど
★カレー粉　大さじ3
★ケチャップ　大さじ2
★ウスターソース　大さじ2
★コンソメ　小さじ1
★塩　小さじ1/4
塩コショウ　適量

簡単ナン
材料： (2人分)　4枚分
強力粉 300ｇ
砂糖 大１と1/2
塩 小1/2

ベーキングパウダー　大１
水　190CC
バター 少々

1.ボウルに強力粉・砂糖・塩・ベーキングパウダーを
　入れ、スプーンで混ぜ合わせる。
2.水を少しずついれ、こねていく。ラップして5分置く。
3.まな板と手に打ち粉をして、生地を包丁で４等分
　に切る。
4.生地を丸め、しずく型にひろげ、冷たいままのフライ
　パンにのせる。油はひかなくても大丈夫。
5.生地以外のすきま部分にバターを広げ、中火～弱火
　で片面２～３分、焦げないように気を付けながら
　焼く。

〒524-0103
滋賀県守山市洲本町1
Tel　077-585-4533（代）
Ｆａｘ　077-585-5675（代）　
mail　office@yuinosato.or.jp
https://www.yuinosato.or.jp

◆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
◆ケアハウスゆい
◆ゆいの里守山デイサービス
◆ゆいの里幸津川デイサービス
◆リハステーション守山デイサービス

2023年5月、
特養新築リニューアルオープン！
オープニングスタッフ募集中！

◆リハステーション草津デイサービス
◆ゆいの里訪問看護ステーション
◆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
◆守山市北部地区地域包括支援センター
◆守山市南部地区地域包括支援センター
◆守山市受託事業

詳細は、採用サイトをご覧ください

※写真掲載の許可はいただいております
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どちらもあっという間にできます。
カレーに刻んだトマトを入れると、
うまみも栄養もアップ(^^)v

幸津川デイサービスセンターにて100歳のお誕生日会



決算報告ゆいの里保育園tetote オープン

　2022年4月、ゆいの里敷地内に、
職員・地域の方が利用できる、
企業主導型保育園をオープン
しました。
　地域のお子様の他、ゆいの里で
働く職員のお子様もご利用いただ
いています。
今回は、保育園を利用している
子育て世代の職員の声をご紹介
します。

2023年5月　特別養護老人ホームゆいの里

新築建て替え・リニューアルオープン予定

▲ 5/30  地鎮祭

▲ 工事が進んでいます

▲ 新特養 完成イメージ

3

　2023年5月、特別養護老人ホームを新築し、移転・増床し
リニューアルオープンします。
新しい建屋では、晴れた日には日差しが差し込む明るく開放的な
中庭、面会に来られたご家族と利用者さんがゆっくり過ごせる
広いロビー、多床室でありながらユニット型に近いケアができる
仕組みなど、細やかな配慮を取り入れる予定です。
リニューアルオープンに向けて、現在オープニングスタッフを
募集中です。詳細は、4ページに記載のQRコードより、採用サイト
をご覧下さい。2

　
　ゆいの里保育園は、子ども一人一人に手厚く接してくださり、少しの変化にも気づいてくださる先生方ばかりです。
上の子に限っては、嫌なことがあると癇癪を起こしなかなか泣き止まなかったりするのですが、ケアハウスの藤井さん
はじめ、先生方皆様が娘を気分転換に外に連れ出して下さったり、ケアハウスで作っておられるお野菜を収穫させて
下さったりと、普通では体験出来ないことをさせていただいています。
　先生方・保育園のことが娘は大好きで、とても信頼しています。
園庭でもお野菜を作られているようで、おやつに子どもたちが園で収穫したトマトなどを使いピザを作ったり、子ども
達の声を聞いてその日のおやつを決めてくださったり、子ども達に寄り添ってくださっているのがわかり、ゆいの里
保育園を利用させていただくことが出来て本当に良かったと思っています。

（ロゴマーク）
大人達の「手」と「手」に囲まれ、
笑顔溢れる子どもたちをイメージ

しました。

（在宅支援サービス課　30代職員）

＜利用者の声＞

社会福祉法人　慈惠会

■貸借対照表 自：令和3年4月1日　至：令和4年3月31日　　　　　　　　　　　　　（単価：千円）

流動資産 流動負債

固定負債

固定資産

　基本財産

　その他固定資産

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

■事業活動計算書

介護保険事業収益 人件費

老人福祉事業収益 事業費

医療事業収益 事務費

公益事業収益 利用者負担額増減額

経常経費寄付金収益 減価償却費

その他収益

受取利息配当金収益 支払利息

その他サービス活動外収益

施設整備等補助金収益 固定資産売却損・処分損

固定資産売却額

■資金収支計算書

介護保険事業収入 人件費支出

老人福祉事業収入 事業費支出

医療事業収入 事務費支出

公益事業収入 利用者負担額増減額

経常経費寄付金収入 受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

その他収入 その他の支出

施設整備等補助金収入 固定資産取得支出

固定資産売却

積立資産取崩収入 積立資産支出

その他の活動による支出

当期活動増減差額 97,617

20

533

その他の活動収入計 127,118 その他の活動支出計 15,432

収益の部計 1,319,683 費用の部計 1,222,066

施設整備等支出計 123,176

122,782 13,786

4,336 1,646

その他の施設整備等による収入

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

その他の活動による収入

8,170

3,094

施設整備等収入計 8,723

その他の施設整備費等による支出 5,108

114

2,7463,642

事業活動支出計 1,083,458事業活動収入計 1,183,842

114,974

4,718 140,290

62,169 905

99 161

収入の部 支出の部

1,010,883 771,863

102,217 167,493

収益の部計 1,190,067 費用の部計 1,145,208

当期活動増減差額 44,859

8,170 0

19 8,170

特別収益計 8,189 特別費用計 8,170

国庫補助金等特別積立金積立額

7,450 3,592

サービス活動外収益計 7,564 サービス事業活動外費用計 3,753

サービス活動収益計 1,174,314 サービス事業活動費用計 1,133,285

114 161

その他サービス活動外費用

62,169 905

99 86,039

128 ▲ 34,248

1,010,883 779,222

96,317 161,077

4,718 140,290

国庫補助金等特別積立金取崩額

資産の部合計 2,822,399 負債及び純資産の部合計 2,822,399

収入の部 支出の部

437,122

521,233

411,000

962,242

44,860

純資産の部合計 2,331,597

（うち当期活動収支差額）

次期繰越経常活動収支差額

1,923,662 負債の部合計 490,802

1,202,880

720,782 純資産の部

　　＜令和3年度決算報告＞

資産の部 負債の部

898,737 92,169

398,633
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塩コショウ　適量

簡単ナン
材料： (2人分)　4枚分
強力粉 300ｇ
砂糖 大１と1/2
塩 小1/2

ベーキングパウダー　大１
水　190CC
バター 少々

1.ボウルに強力粉・砂糖・塩・ベーキングパウダーを
　入れ、スプーンで混ぜ合わせる。
2.水を少しずついれ、こねていく。ラップして5分置く。
3.まな板と手に打ち粉をして、生地を包丁で４等分
　に切る。
4.生地を丸め、しずく型にひろげ、冷たいままのフライ
　パンにのせる。油はひかなくても大丈夫。
5.生地以外のすきま部分にバターを広げ、中火～弱火
　で片面２～３分、焦げないように気を付けながら
　焼く。

〒524-0103
滋賀県守山市洲本町1
Tel　077-585-4533（代）
Ｆａｘ　077-585-5675（代）　
mail　office@yuinosato.or.jp
https://www.yuinosato.or.jp

◆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
◆ケアハウスゆい
◆ゆいの里守山デイサービス
◆ゆいの里幸津川デイサービス
◆リハステーション守山デイサービス

2023年5月、
特養新築リニューアルオープン！
オープニングスタッフ募集中！

◆リハステーション草津デイサービス
◆ゆいの里訪問看護ステーション
◆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
◆守山市北部地区地域包括支援センター
◆守山市南部地区地域包括支援センター
◆守山市受託事業

詳細は、採用サイトをご覧ください

※写真掲載の許可はいただいております

インスタグラム採用サイト Contents
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▶ゆいの里保育園tetoteオープン・・・2

▶特別養護老人ホーム
　新築建て替え・ リニューアルオープン予定
　・・・2

▶決算報告・・・3

▶各種お知らせ・・・4

どちらもあっという間にできます。
カレーに刻んだトマトを入れると、
うまみも栄養もアップ(^^)v

幸津川デイサービスセンターにて100歳のお誕生日会
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