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　地域の人々と共に歩み、信頼される施設を目指して
頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

特別養護老人ホームるんびにぃ苑の改築工事が特別養護老人ホームるんびにぃ苑の改築工事が
完了し、８月７日に竣工式が行われました。完了し、８月７日に竣工式が行われました。



金 築 良 和

　令和３年４月より苑長に就
任しました。皆さんに満足し
ていただけるような施設運営

をしていきたいと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

錦 織 和 人
るんびにぃ苑　苑長

　令和３年４月より次長に就
任いたしました。利用者の皆
様、地域の皆様に愛される施

設を目指し、微力ではございますが精進して
まいりたいと思います。

田 中 智 行
次長

就任あいさつ就任あいさつ

デイサービス

昨年出来なかった桜餅作りを
行いました！
皆さん手慣れた様子で生地や
餡を作って頂き、とても美味
しい桜餅が出来ました！

十六島の風車公園にド
ライブに出掛けまし
た！久しぶりのドライ
ブを皆さん楽しんでお
られました！
青空の下、風車や海の
景色を堪能しました！

　今年４月からデイサービスで勤務しています落合洋人と申します。デイサービス
では利用されるお一人お一人が充実した時間が過ごせるよう、様々なレクリエー
ションや専門職によるリハビリテーション、安心安全な入浴、季節を感じられる食
事の提供をしております。皆様も当デイサービスで充実した時間を一緒に過ごしま

せんか。皆様のご利用をお待ちしております。見学も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

デイサービスデイサービス

　ショートステイを担当しております森山康江です。ショートステイでは、ご家族
の用事や介護の休憩､ リフレッシュに一定期間ご利用して頂き、日常生活全般のお
世話をさせて頂きます。
　今年４月にユニット型個室への改築を行い､ご利用者に応じた居室空間が作られ、

気兼ねなくご自由に過ごして頂けております。10人とこじんまりとしており、ご利用者同士の関係
も親密になり、新たな人間関係の繋がりを構築される方々もいらっしゃいます。又、何十年と会え
なかった知人､ 友人の方との思わぬ再会に喜びを感じられる方も多くいらっしゃいます。
　ご自宅から離れる事で不安はあるかと思いますので、急なご利用でも安心して頂けるよう、お試
し利用についてもご相談下さい。
　新たな出会いがたくさんありますよう、ご利用お待ちしております。

ショートステイショートステイ

一緒に楽しく過ごしませんか



　７月21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、今年度も新型コロ
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。
　改築を行い避難経路も変更になったことから、手順を一つ一つ
確認しながら、安全に迅速な避難ができるよう緊張感をもって臨
みました。今後も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。

夜間避難訓練夜間避難訓練
苦情記録

 苦情内容 

　職員が利用者ご家族にお願いの電
話をした際、説明が不十分で、内容
が十分に伝わらず、丁寧さに欠ける
とのご意見をいただきました。

 苑の対応 

　ご家族様にお詫びの電話をした上
で、ご家族様に電話連絡する際の留
意点について話し合いをもち、同じ
ことが繰り返されないよう職員間で
徹底いたしました。

新
入
職
員 

紹
介

石倉 英樹
主事

　新卒で春から入社しました。
　何かと至らぬ点もあるかと思いますが、
早く一人前になれるよう頑張ります。よろ
しくお願いします。

三宅 順子
特養（南館）　介護員

　初めての介護の仕事ですが、一生懸命頑
張りたいと思います。

樋野 ちえ子
特養（南館）　看護師

　利用者様が安心して過ごせるように、笑
顔で頑張りたいと思います。
　どうぞよろしくお願いします。

介護職員を募集しております。明るく楽しい職場で一緒に働きませんか。
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。職員募集

これは
誰ですか？

特　養

余暇の
時間

余暇の
時間

たくさん出来ましたたくさん出来ました

かんぱかんぱーいーい !!!! おいしくなーれ

上手にまるめ
られるかな
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歩行訓練
がんばってます

上手に上手に
出来るかな出来るかな

リハビリリハビリ
　がんばるぞ　がんばるぞ
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日常のひとコマ
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ご訪問 /ボランティアのお礼（R３.２.16～R３.７.31）� �����������������������
　●団体　島根県理容生活衛生同業組合　平田支部様

ご寄贈のお礼（R３.２.16～R３.７.31）���������������������������������
　●団体　島根県養鶏協会様（卵多数）

美味しい料理を
作っています。

酢の物

メロン

おふくろ煮

しじみの
味噌汁

うなぎ
どんぶり

厨房
レシピ

　約１年間の工事期間が終わり、るんびにぃ苑改築工事がすべて完了いたしました。
期間中、利用者の皆様、ご家族の皆様、地域の皆様には何かとご不便やご迷惑をおか
けいたしました。ご理解とご協力をいただき、あらためて心より感謝申し上げます。
　全国的に新型コロナウイルスの流行が続いており、島根県内でも感染拡大がみられ
ます。今後もより一層感染予防に努め、皆様が笑顔で過ごしていただけるように職員
一同頑張りますのでよろしくお願いいたします。

編集後記編集後記
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せ
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中止の
お知ら

せ
　利用者の皆様や御家族様との
親睦、地域の皆様方との交流を
目的として、「るんるん祭り」
の開催を予定しておりました
が、昨今の急速なコロナ感染の

現状と県内での感染者の増加も踏まえて今年度の
開催は中止とさせていただきます。
　利用者の皆様の安全を最優先に考えた上での決
断となりますので、御理解と御協力をお願いいた
します。

貸　借　対　照　表
（令和３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 302,485,596 流動負債 51,755,651
　現金預金 207,896,956 　事業未払金 9,326,451
　事業未収金 63,643,477 　その他の未払金 656,700
　　未収金 5,163 　１年以内返済予定設備資金借入金 39,150,000
　　未収補助金 30,910,000 　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 809,632,358 　職員預り金 503,540
　基本財産 390,261,859 　仮受金 0
　　土地 39,868,970 固定負債 253,804,760
　　建物 350,392,889 　設備資金借入金 233,497,000
　その他の固定資産 419,370,499 　リース債務 536,760
　　土地 0 　退職給付引当金 19,771,000
　　建物 0 　その他の固定負債 0
　　構築物 504,080 負債の部合計 305,560,411
　　機械及び装置 0 純　資　産　の　部
　　車輌運搬具 2,089,871 基本金 61,803,464
　　器具及び備品 32,796,152 　国庫補助金等特別積立金 194,620,510
　　建設仮勘定 215,003,500 　その他の積立金 138,440,151
　　有形リース資産 2,479,140 　　施設整備積立金 34,425,000
　　ソフトウェア 8,285,235 　　修繕積立金 89,015,151
　　施設整備積立金積立資産 34,425,000 　　人件費積立金 15,000,000
　　修繕積立金積立資産 89,015,151 　　その他の積立金 0
　　人件費積立金積立資産 15,000,000
　　退職給付引当資産 19,771,000 次期繰越活動増減差額 411,693,418
　　長期前払費用 1,370 （うち当期活動増減差額） 9,945,259
　　その他の固定資産 0 純資産の部合計 806,557,543

資産の部合計 1,112,117,954 負債及び純資産の部合計 1,112,117,954
※令和２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。


