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　社会福祉法人真心会では、昭和59年４月開設
した特別養護老人ホームるんびにぃ苑もこの４
月で36年が経過して建物も年々老朽化してきま
したので建替え時期等も含めて検討しておりま
したが、この度、島根県の令和２年度・３年度
の老人福祉施設整備補助事業による補助を受け
て、るんびにぃ苑の改築工事を実施する運びと
なりました。
　この改築工事では、現在の居住棟の特別養護
老人ホーム多床室40床（４人部屋）をユニット
型40床（個室）に、短期入所多床室（２人部屋）
10床をユニット型10床（個室）に建替えること
と、厨房・事務室等を含めた管理棟を全面改築
する工事を実施することになりました。
　建物は、苑東側駐車場とすでに事業廃止と取
り壊しをしましたグループホームの跡地を利用
して鉄骨造り２階建ての床面積約2,200㎡の建
物となります。
　今後の予定は、８月中旬に工事を開始して今
年度末には建物が完成、利用者様に新しい建物
へ移っていただいた後に、今までの特養建物を
取り壊して外構工事を行い令和３年６月末には
全ての工事が完了する計画で進めております。
　完成後はユニット型特別養護老人ホーム（80

床）、ユニット型短期入所（10床）と今までの
通常規模型デイサービスセンター（25人）と居
宅介護支援事業所のるんびにぃ苑となります。
　工事の期間中は当苑を利用していただいてい
る利用者の皆様やご家族様をはじめ、特に地元
町内会の皆様には工事車両の通行等で大変ご迷
惑をおかけいたしますが、安全第一に工事を進
めて行く考えでありますので何卒よろしくお願
い申し上げます。
　また、昨今は今まで経験したことがない新型
コロナウイルスが日本並びに世界中で感染発症
し、島根県でも感染防止の観点から当苑でもご
利用者様、ご家族様やボランティア様には面会
や来苑中止等で何かと制限をした不自由な生活
を送っていただいておりますが、この改築工事
が完成する来年６月末には新型コロナウイルス
感染も落ち着き、面会や外出、行事等も自由に
でき、新たなるんびにぃ苑でいつも通りの生活
を送っていただけるものと心から強く願いたい
と思っております。
　これから本格的に始まる改築工事や新型コロナ
ウイルス感染防止対策等で関係者の皆様には引
き続きご迷惑をおかけしますが今後ともご理解と
ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

るんびにぃ苑改築工事の着工にあたって

金 築 良 和るんびにぃ苑　苑長
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デイサービス
機能訓練指導員

　４月からデイサービスで機能訓
練指導員として働かせて頂いてい
ます。利用者様が楽しく快適にご
利用して頂けるように頑張ります。

高橋 勝平
特養（ユニット）

介護員
　一生懸命がんばります。

原田 未来
特養（ユニット）
介護補助員

　精一杯頑張りますのでよ
ろしくお願いします。

貸　借　対　照　表
（令和２年３月31日現在）

社会福祉法人　真 心 会 　（単位：円）
資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 決算額 科　　目 決算額
流動資産 288,788,968 流動負債 29,905,962
　現金預金 221,630,327 　事業未払金 12,595,326
　事業未収金 67,098,099 　その他の未払金 0
　未収金 5,393 　１年以内返済予定設備資金借入金 14,494,000
　未収補助金 25,149 　１年以内返済予定リース債務 2,118,960
　仮払金 30,000 　未払費用 0
固定資産 656,478,385 　職員預り金 697,676
　基本財産 410,371,254 　仮受金 0
　　土地 39,868,970 固定負債 135,495,739
　　建物 370,502,284 　設備資金借入金 114,247,000
　その他の固定資産 246,107,131 　長期運営資金借入金 0
　　土地 0 　リース債務 2,655,720
　　建物 0 　退職給付引当金 18,593,019
　　構築物 873,352 　その他の固定負債 0
　　機械及び装置 0 負債の部合計 165,401,701
　　車両運搬具 3,390,288 純　資　産　の　部
　　器具及び備品 4,371,833 基本金 61,803,464
　　建設仮勘定 1,028,500 国庫補助金等特別積立金 177,873,878
　　有形リース資産 4,598,100 その他の積立金 213,015,151
　　ソフトウェア 235,245 　施設整備積立金 90,000,000
　　施設整備積立金積立資産 90,000,000 　修繕積立金 108,015,151
　　修繕積立金積立資産 108,015,151 　人件費積立金 15,000,000
　　人件費積立金積立資産 15,000,000 　その他の積立金 0
　　退職給付引当資産 18,593,019 次期繰越活動増減差額 327,173,159
　　長期前払費用 1,643 （うち当期活動増減差額） 26,254,094
　　その他の固定資産 0 純資産の部合計 779,865,652

資産の部合計 945,267,353 負債及び純資産の部合計 945,267,353
＊令和元年度社会福祉法人真心会決算報告書（資金収支計算書・事業活動計算書）の詳しい内容につきましては、
　HP http://lumbini-en.jpに掲載しておりますのでご覧ください。

　令和３年４月から特別
養護老人ホームユニット
化に伴い、介護職員を募
集しております。
　詳しくは、るんびにぃ
苑にお問い合わせいただ
くか、ホームページをご
覧ください。

オンライン面会 夜間避難訓練
　日頃より、新型コロナウイルス感染予防・
対策にご理解、ご協力をいただきありがと
うございます。
　当苑において３月中旬から利用者様への
面会制限をさせていただいており、ご家族の
皆様には大変ご不便をお掛けしております。
　この度、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の対策として、オンライン面会
を開始いたしました。ご利用された利用者
様、ご家族様からは、「久しぶりに顔を見
ることができてよかった、安心した」と喜
んでいただいております。
　新型コロナウイルス感染症の終息が見え
ない中、感染対策を講じながらの、「これからの新しい生活様式」に、
当苑も利用者様の安全を第一に考えながら進めて参りたいと思います。
　オンライン面会をご希望される方は、るんびにぃ苑までご連絡ください。

　７月22日20時から避難訓練を実施しました。
　毎年、近隣四町内の皆様のご協力を得ながら実施
している所ですが、今年は新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、職員のみで実施しました。
　当日は雨天により避難場所が屋内になってしまい
したが、手順を一つ一つ確認しながら、人命第一に
安全で迅速な避難ができるよう緊張感をもって臨み
ました。今後は有事の際には日頃の訓練が活かせる
よう努めていきたいと思います。

職員募集



苦情記録

　利用者の皆様やご家族様との親睦、地域の皆様方
との交流を目的として、例年「るんるん祭り」を開
催して参りましたが、改築工事の実施に伴うほか、
新型コロナウイルス感染症が終息しない状況下での
実施は困難と判断し、今年の開催は中止とさせてい
ただくことになりました。
　大変残念ではありますが、利用者の皆様の安全を
最優先に考えた上での決断となりました。何卒、ご
理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

ご訪問／ボランティアのお礼（50音順）（Ｒ2.２.16～Ｒ2.７.31）� ������������������
　●個人　長岡　明子様／山本　博道様
　●団体　いきいきライフ研究会様／ＮＴＴ ＯＢひこばえの会様／島根銀行 平田支店様／
　　　　　島根県理容生活衛生同業組合 平田支部様／布崎花の会様／東小学校様

ご寄付のお礼（Ｒ2.２.16～Ｒ2.７.31）���������������������������������
　●個人　石橋　光代様

ご寄贈のお礼（50音順）（Ｒ2.２.16～Ｒ2.７.31）� ��������������������������
　●個人　勝部　和安様（野菜多数）／金折　正勲様（タオル多数）／園町　匿名様（野菜多数）
　●団体　㈱オートライフビュー様（マスク多数）／島根県牛乳普及協会様（牛乳多数）／
　　　　　島根県農林水産部林業課全国植樹祭推進室様（花多数）／島根県養鶏協会様（卵多数）／
　　　　　島根県様（マスク多数）

　新型コロナウイルス感染症が全国的な広がりを見せ、島根県内でも感染が拡大してお
ります。面会制限や外出自粛等制限を強いられている中で、皆様の笑顔をお届けするこ
とが出来たことを嬉しく思います。
　引き続き皆様のご協力の下、感染対策を行いながら、利用者様が笑顔で過ごせるよう
取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。

～るんるん祭り
中止のお知らせ～

オートライフビュー様、島根県よりマ
スクを多数ご寄贈いただきました。

島根県牛乳普及協会様より、牛
乳を多数ご寄贈いただきました。

島根県農林水産部林業課全国植樹祭推進
室様より新型コロナウイルスの影響で中
止となった「全国植樹祭」で使用する予
定であったお花をご寄贈いただきました。

島根県養鶏協
会様より、卵
を多数ご寄贈
いただきまし
た。

編集後記編集後記

栄養バランスの
とれた夏バテ知らずの
スタミナ昼食です！

揚げなすの
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アスパラと
トマトの盛り合わせ
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　利用者様より、レクリエーションを担当していた職員が、紙の棒を利用してカルタ
取りを利用者の方と行っていた際に、利用者の方にその棒を使って指示を出し、利用
者の方を軽視するような態度がみられたとのご意見をいただきました。

　利用者様に対しての尊厳や配慮が欠け、適切な対応がなされていませんでした。なぜこのような対応になっ
てしまったのかしっかりと検証し、施設として今後同様の対応がないよう指導等徹底してまいります。


