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8 月 3 日（木）『四ツ葉の里夏まつり』が開催されました。  

毎年懸念される突然の雨もなく、夜店に囲まれたグラウンドは大勢のお客様でとても賑わいました！ 

アトラクション会場では、各施設から出し物が披露され、日頃の練習の成果が大いに発揮されていま

した。さらに、皆さんの素敵な笑顔がステージに華を添えていました！！！ 

松江市から来て頂いた「津軽三味線と山陰の民謡」の方々には、三味線の巧みな演奏や、その伴奏に

合わせて数々の民謡や踊りを披露していただきました。色鮮やかな衣装や華麗な踊りは、観客の方々の

視線を虜にしていました(*^。^*) 

最後に夜空には大きな花火が上がり、皆さんの満面の笑みと拍手喝采で祭りは締めくくられました。                          

ご協力いただきました各種団体・ボランティアの皆様、 

また足を運んでくださった方々、本当にありがとうござ 

いました。心よりお礼申し上げます。（上田） 

７月 21 日（金）に生活介護の活動として、

『そうめん流し会』を開催しました。 

利用者さんは、そうめんをすくうのが難し

い様子ではありましたが、とても楽しそうに

食べていました!!! 

７月に入って蒸し暑い日が続いていました

が、竹の上を流れる水の音で涼を感じること

ができました。（森岡） 

一生懸命準備する職員!(^^)! 

ffff    
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 利用者さん 33 名、職員 12 名の総勢 44 名で、山口県宇部市にある「ときわ公園」に 

行ってきました。観光バス１台満席でワイワイと賑やかな車内移動でした！ 

 公園に入る前に、まずは腹ごしらえ！「ＡＮＡクラウンプラザホテル」で昼食をいただきました。ホ

テルでの食事ということもあり、高級感漂う館内で上品な雰囲気とキレイに盛り付けられたお料理に皆

さん大満足でした！ 

 そしてメインの「ときわ公園」！最近リニューアルされた動物園を満喫してきました！！！ 

リニューアル後は自然に近い姿で動物たちを観察できる環境となっており、シロテテナガザル等のサル

の仲間を中心に見学することができました。 

そして、次々に姿を現す動物たちに利用者さんたちは「わぁ～」「きゃ～」と歓声を上げ、立ち止ま

っては動物たちに見入る姿がとても印象的でした。 

 今まであまり体験したことのない動物園で、皆さんの目にも新鮮に映ったのではないでしょうか。お

天気も良く、とても楽しい１日となりました(^^♪ （椿） 

１日目は山口県にある「秋吉台サファリランド」に行き、レッサーパンダの餌付けを体験することが

できました。とってもかわいいレッサーパンダと触れ合うことができ、「わぁ～」という歓声が上がっ

ていました！ 

ところが、２日目は九州北部地方に線状降水帯が居座ったため記録的豪雨となり、朝 7 時には北九

州市全 7 区に発令されていた避難勧告が避難指示へと変更になりました。 

そのような状況の中で、前日から「北九州八幡ロイヤルホテル」に宿泊していた愛香園メンバー総勢

61 名は、まんじりともせず朝を迎えました。 

２日目の予定をどうしようかと皆で相談の結果、楽しみにしていたスペースワールドは断念せざるを

得ず、急きょ、広島市西区に新しく出来たショッピングモール「LEＣT レクト」への買物に変更しま

した。 

 年に一度の貴重な１泊２日の旅行で、たまたま何十年に一度の天候不順に当たり、予期せぬ予定変更

となりましたが、参加された皆さんが全員無事に帰られたことを大変嬉しく思います。 

帰るとすぐに、来年の旅行の計画を次々と尋ねてくる皆さんでした。(山本昌) 
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6 月 8 日（木）四ツ葉の里記念ふれあいデイが行われました。 

前日が大雨だったため天候が心配されましたが、快晴  とまではいかない

までも雨が降ることなく、盛大に開催することができました。 

「瑞穂食品」さん・たこ焼き「大明神」さんに出店していただいたおかげで、

お客様にもたくさん来ていただき、とても賑やかな一日となりました！ 

愛香園からはたい焼きを出店しましたが、焼きが間に合わなくなるほどの盛

況ぶりでした！ 

ご来店された方々、ご協力してくださった方々、本当にありがとうございま

した。（野田）   

 

 

 

5 月 28 日（日）石見自動車教習所にて恒例の交通安全教室を開催しました。 

当日は雲ひとつない青空で、井原・矢上・日貫・市木駐在所や石見自動車教習所の方々のご協力

のもと、横断歩道の渡り方や自転車の正しい運転の仕方、またその整備方法について学びました。

その後は、参加者全員で交通事故の危険性についての DVD を観ました。 

毎年行っているこの交通安全教室ですが、交通ルールを再確認する上でとても良い機会となりま

した。 

これからの季節は外出することも多くなりますので、今回学んだ交通ルールを守り、安全で安心

した生活が送れるよう利用者・職員共に気を付けていきたいと思います。 

協力して頂いた川本警察署の各駐在所の方々、場所を提供して頂いた石見自動車教習所様どうも

ありがとうございました。（中村） 

 

梅雨が明け、朝から太陽がギラギラ。毎日暑いです

ね。ちょっと動いただけで汗がダラダラ、皮膚はベト

ベト。こんな時に冷房が効いた部屋に入るととっても

気持ち良いですよね！ 

夏バテ対策には冷房は効果的なのですが、人の身体

には暑くなれば汗をかくことで体内の熱を下げ、逆に

寒い時は血管を収縮させて体内の熱を放出させない能

力が備わっています。 

うだるような暑さと効き過ぎた冷房の寒さで自立神

経のバランスが崩れ、体調不良の原因になることがあ

ります。室外との温度差を５℃以内とし、適切な冷房

の使用を心がけましょう。（片山）              

 

医務室だより医務室だより医務室だより医務室だより    

 6 月 27 日（火）美郷町にある浜原体育館で

行われた、「第 53 回障害者スポーツ大会」に参

加しました。 

昨年同様、今年も羽須美支部の方との合同チ

ームでした。 

生活訓練の 3 名といずみの里 10 名、合計 13

名での参加となりました。『今年こそは優勝!!!』

と意気込んでそれぞれの競技に挑み、見事、優

勝する事が出来ました)^o^( 

帰りの車中では、みんなで歓喜の祝杯をあげ

ました!(^^)!（三宅）    ↑※ジュースです!!!

『看護師２人体制で頑張ります!』 

藤田早苗 
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(単位：円)

流動資産 525,861,576 流動負債 57,117,381

固定資産 1,577,637,894 固定負債 113,297,404

純資産 1,933,084,685

　　基本金 151,091,840

　　国庫補助金等特別積立金 541,838,318

　　その他の積立金 690,703,200

　　次期繰越活動収支差額 549,451,327

計 2,103,499,470 計 2,103,499,470

サービス活動収益 729,753,401 事業活動収入 733,301,427

サービス活動費用 632,061,038 事業活動支出 603,278,044

サービス活動外収益 3,548,026 施設整備等による収入 2,437,000

サービス活動外費用 204,204 施設整備等による支出 14,256,766

特別収益 173,198,000 その他の活動による収入 513,100

特別費用 2,437,004 その他の活動による支出 90,249,041

当期活動増減差額 271,797,181 当期資金収支差額合計 28,467,676

前期繰越活動増減差額 367,254,146 前期末支払資金残高 469,170,717

その他の積立金取崩額 400,000 当期末支払資金残高 497,638,393

その他の積立金積立額 90,000,000

次期繰越活動収支差額 549,451,327

平成28年度　邑智福祉振興会決算状況

貸　借　対　照　表

事業活動収支計算書 資金収支決算書

● ９月１４日(水) お月見会 

●１０月２１日(土) 愛香祭 

毎日暑い日が続きますが、皆さまはどの

ように暑さをしのいでいますか？ 

我が家ではメダカを飼育していて、春に

産まれた卵が数匹孵化したのですが、今で

は少し大きくなって、元気に水槽の中を泳

いでいるメダカに一瞬の『涼』を感じてい

る今日この頃です。。。 

                           吉 岡 

 

実 施 日 事　　業 内　　容

4月29日(土) 信和会総会

・平成28年度事業報告

・平成29年度事業計画の決議

※参加家族数　31名

6月8日(木) ふれあい交流会

・四ツ葉の里記念ふれあいデイへの買い物

・グラウンド・ゴルフ実施

※参加家族数　17名

7月13日(木)

～14日(金)

第59回

中国・四国地区知

的障害関係施設職

員研究協議会

高野啓子会長・城谷憲行会員・職員２名参加

信和会会員 城谷憲行 

 中国・四国地区知的障害関係施設職員研究協議会へ参加させ

ていただきました。 

第２分科会(施設入所支援分科会)では、高齢知的障害者への

支援について勉強させていただきました。 

 入所者の方々が快適に、また楽しく生活ができるよう心掛け

てサービスを提供していることを聞き、職員の大変さや苦労を

実感することができました。 

 愛香園の職員の方々は、いつも利用者に笑顔で接し、前向き

な取組をされている姿を見て大変感謝しております。 

 研修に参加させていただきありがとうございました。 

★募集職種   ・支援員（指導員）・保育士・事務員・調理員 

★募集期間    平成 29 年 8 月 7 日（月）～ 

平成 29 年 9 月 10 日（日） 

詳しくは  社会福祉法人邑智福祉振興会 愛香園 

℡ 0855-95-0811 

http://www.aikohen.com(HP に記載しています。)

（平成29年4月1日～平成29年7月31日）

相談・要望 件数

生活支援に関すること 1

対人関係に関すること 0

計 1

 生活に関する相談が１件ありました。 

 現在、相談者が利用している事業は工賃の支給

がなく、そのことに対しての不満でした。 

 本人の生活リズムや心身状況を考えると、現在

の事業の利用が適切だと思うのですが、そういっ

た声にもできる限り対応できるような事業部間

での作業協力や、適切な事業利用に向けた理解を

共有する必要があると感じています。 

 今後も、日々変わっていく利用者さんの心境や

希望・背景をきちんと捉えた支援ができるよう職

員一同頑張っていきたいと思います。（三浦） 

(平成 29 年 4 月～7 月) 

スタッフ募集スタッフ募集スタッフ募集スタッフ募集    


