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行事紹介  ～こんな行事がありました～

　今年の春から夏にかけても多くの行事

を実施し、ボランティアの方々にもたくさ

んご来苑いただきました。様々なふれあ

いの中で入居者の皆さんの笑顔を見る

と、私たち職員はさらに前向きで

嬉しい気持ちになります。

子ども達の力強い太鼓の音が身
体にまで伝わり、感動的な時間を
過ごしました。

松風太鼓

彼岸法要 花まつり
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４月上旬、少人数のグループで５
日間にかけて笠戸島のはなぐり海
水浴場までドライブに行きました。

花見ドライブ

きらぼし下松
フォークダンス

藤間杏衛社中 森の音楽隊

ミュージック
キャラバン
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施設生活便宜改善アンケート結果
　松寿苑では入居者の方の生活がより快適で過ご

しやすいものとなるように、年２回アンケート調査を

行っています。今年度第２回目の調査を、入居者６９

名の方を対象に１２月２０日～１月８日の間、職員に

よる聞き取り調査にてアンケートを実施しました。

　皆様よりいただいた貴重な意見をもとに改

善を行ったこと、または今後改善に取り組ん

で行きたいことについて報告します。

　下松市は松寿苑を含む市内の福祉サービス
を運営する１０法人と「災害発生時における福
祉避難所の設置運営に関する協定」を締結しま
した。この協定により、地震等の災害が発生した
際には、松寿苑は地域におられる要介護状態の
方や支援を必要とされる方のための福祉避難
所となります。

関節や足の痛みを感じてお
られる方が数名いらっしゃい
ました。様子を見ながら鎮痛
剤を服用していただいてい
ます。また、痛みのある部位に
負担をかけないような介助
に努めてまいります。

●今現在健康上や病気の事などでお困りな事や、
　気にかかる事がありますか。

気に
かかる事が
ある

満足している

　上記以外にも貴重なご意見をたくさんいただき、ご要
望だけでなく感謝のお言葉をくださった方もいらっ
しゃいました。入居者の皆さんの笑顔や温かい言葉に私
たち職員も励まされています。
松寿苑では「安心、それが私たちの願いです」という施
設の基本方針のもと、入居者の皆様がより一層、快適に
生活していただけるよう支援してまいります。今後も、
施設生活におけるご意見やご要望がありましたら、遠慮
なくお声かけください。

ほとんどの方には満足していただ
いているようですが、「言葉の語尾
に気を付けたら優しくなるかも
ね」という方がいらっしゃいまし
た。入居者の皆さんに不快な思い
をさせないよう、再度気をつけて
まいります。

●施設職員の言葉遣い・態度・身だしなみ等について
　ご意見はありますか。

満足している

「手すりをしっかり付けてほし
い」というご意見をいただきま
した。施設内にて検討し、トイレ
の手すりの確認を行うと同時
に、浴室内にも縦の手すりを設
置しました。

●排泄でお困りな事、要望することはありますか。

「手芸をやりたい」というご意見
をいただきました。お話し相手
ボランティア「話そう会」の皆さ
んにご協力をいただき、布や毛
糸を使った創作活動を４月より
開始しました。

●現在行っているクラブ活動についての
　ご意見やご希望はありますか。

希望がある

満足している

「笠戸島に行きたい」「ドライブに
行きたい」等のご要望をいただき
ました。当施設ではできるだけ多
くの方に外出の機会を持っていた
だけるよう、個別外出を実施して
います。ご要望がありましたら、職
員までお声かけください。

●行ってみたいと思う所や、やってみたいと
　思われることはありますか。

希望が
ある

希望がある

87％

満足している

94％

13％

要望する
事がある
6％

92％

8％

94％

6％

満足している
81％

19％

松寿苑ニュース 「災害発生時における福祉避難所の
設置運営に関する協定」を締結しました

7月６日の大雨による災害では、4名の方の避難受け入れをいたしました
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平成29年度　決算報告

流動資産

固定資産

資産の部合計

流動負債

固定負債

負債の部合計

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動収支差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

340,890,393

835,886,616

1,176,777,009

50,101,176

218,299,942

268,401,118

232,959,602

204,607,553

239,900,000

230,908,736

908,375,891

1,176,777,009

平成29年度の財務状況を下記のとおりお知らせいたします。（詳細はホームページをご覧ください）

資　　　産　　　の　　　部

貸　借　対　照　表　
（平成30年3月31日現在）

負　　　債　　　の　　　部

純　　資　　産　　の　　部

（単位：円）

　勘　　定　　科　　目

事 業 活 動 収 入

事 業 活 動 支 出

事業活動資金収支差額

施 設 整 備 等 収 入

施 設 整 備 等 支 出

施設整備等資金収支差額

そ の 他 の 活 動 収 入

そ の 他 の 活 動 支 出

その他の活動資金収支差額

当 期 資 金 収 支 差 額

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

決 算 額 　

485,225,919

453,440,791

31,785,128

222,863

24,124,078

-23,901,215

0

34,600,000

-34,600,000

-26,716,087

335,925,304

309,209,217 

資　金　収　支　計　算　書
（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日 （単位：円）

事  業  活  動  収  支  計  算  書
（単位：円）

　勘　　定　　科　　目

サービス活動収益

サービス活動費用

サービス活動増減差額

サービス活動外収益

サービス活動外費用

サービス活動外増減差額

経常増減差額

特　別　収　益

特　別　費　用

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

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

決 算 額 　

483,452,940

478,213,102

5,239,838

1,772,979

3,812,940

-2,039,961

3,199,877

222,861

92,194

130,667

3,330,544

262,178,192

265,508,736

34,600,000

230,908,736

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

松寿苑はつらつ教室

　７月１日より生活維持型通所介護サービス「松寿苑は
つらつ教室」のサービスを始めました。松寿苑はつらつ
教室は、身体機能が低下されていない方で「最近出かけ
たり人と話をするのが面倒になってきた」と感じてお
られる方や「今も体力づくりをしているけれども、さら
に運動して自分のできることを広げていきたい」とい
う方等を対象とした通所介護サービスです。
　松寿苑はつらつ教室では、大人の学校、体操、ゲーム、
竹太鼓、脳トレ等を行い、身体機能や認知機能の維持、
向上を目標に、笑顔の絶えない時間を皆さんに過ごし
ていただけるようなサービスを提供しています。

お問い合わせ先

松寿苑デイサービスセンター
担当：徳永・久田

TEL：（0833）47-0753

この指体操、簡単そ
うなのに出来ないか
ら笑っちゃうんです。
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　表紙の写真は６月に実施された山

口西京ファミリードッグクラブの慰問

の様子です。かわいくて、お利口なワン

ちゃんとのふれあいのおかげで、入居

者の皆さんのとっても素敵な表情の

写真が何枚も撮れました。また一年後

が楽しみです。

　松寿苑だよりへのご意見、ご感想が

ありましたら、

担当までどしど

しお寄せくださ

い。（担当：藤尾）

個別外出に行きました
　松寿苑では４～７月、９～１１月を「個別外出促進期間」とし
ています。「ハンバーグが食べたい！」「動物園に行きたい！」「た
こ焼き食べたい！」といった入居者の皆さんのご要望にお応
えし、個別外出を行っています。
　今年度は、徳山動物園で動物とのふれあいを楽しまれた
方やファミリーレストランや中華料理などのお食事処へ行
かれた方々がいらっしゃいます。
　「○○に行ってみたい！」「○○のうどんが食べたい！」等の
ご要望がありましたら職員までお声かけください。また、「う

ちの母を一時帰宅させたい…」といった場
合でも、お車を手配
することが出来ま
す。ご家族の方に同
乗していただくこ
とも可能ですので、
遠慮なくご相談く
ださい。

つばさ君日記
　いつも松寿苑の入居者の皆さん、ご家族の皆さん、
職員、ボランティアの方々、たくさんの人に愛されて
いるつばさ君ですが、愛されすぎて少し（？）身体が
まぁるくなってきました。
　つばさ君にとっての１ｋｇは私たち人間にとっての３
ｋｇに相当するそうです。２年前より２ｋｇも成長してし
まったつばさ君。振り向いた時の二重ほっぺはとって
も可愛いのですが…。
　皆さん、つばさ君のダイエットにご協力をお願いし
ます。

▲リニューアル中の
　徳山動物園に
　行きました！

2016年のつばさ君♬ 2018年のつばさ君

編 集 後 記
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