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地域のふれあいサロンで
す。仲良く交流し、楽しくリハビリ、ゆったり
お風呂に入っていただき、充実した時間を一緒
に過ごせるよう努めています。

デイサービスデイサービス

８つのユニットに分かれ、馴染みの職員と家庭的な雰囲気
の中で安心した生活を送っていただけるよう努めています。
特養特養

大社へドライブに大社へドライブに
行きました！行きました！

綺麗な菖蒲が咲いていました。綺麗な菖蒲が咲いていました。

今年も満開の桜が今年も満開の桜が咲きました！咲きました！

おいしいおいしい桜餅桜餅がが
できました！できました！

上手にできる
かな

上手にできる
かな

ひな祭りひな祭り
良い笑顔 !

!
良い笑顔 !

!
さっぱりして
いいよ～

上手に
切ってよ～

理容サービス

ちまき作り

笹巻き、おいしく
できたよ～



介護職員・看護職員 募集介護職員・看護職員 募集

職　　種 介護職員（正社員）
要介護福祉士

職　　種 看護職員（正社員）
要保健師・助産師・看護師・准看護師のいずれか

給　　与 月給　158,000円～183,000円
（夜勤手当１回　4,500 円） 給　　与 月給　193,200円～220,500円

勤務時間

①  7:00～16:00　　②  9:30～18:30
③10:00～19:00　　④10:30～19:30
⑤16:30～翌  ９:00（夜勤５名体制）

※資格のない方でも働き方等ご相談させて
　いただきます。

勤務時間

①  8:00～17:00
②  8:30～17:30

※夜勤なし、オンコール対応

未経験可、ブランク可、介護福祉士、普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
18歳～59歳（深夜業務のため／定年以下の募集・採用）、高等学校卒業以上応募要件

　子育て等でブランクのある方も大歓迎！
　業務経験がない方やお仕事にブランクがある方も、慣れるまでは
丁寧にフォローをしていきますのでご安心ください。
　育児休業や看護休暇の取得実績もあり、あなたのライフイベント
にもしっかりと対応できる環境を整えていますよ。
　休憩室もありますので、しっかり休めます。
　スタッフ一同、あなたからのご応募を心よりお待ちしています。

◎社会保険完備　◎資格取得支援
◎処遇改善手当・賞与あり　◎交通費支給　
◎退職金あり　◎住宅手当　◎研修制度あり

待 

遇

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、財形貯蓄、退職金制度あり 勤続３年以上、定年制あり 一律
60歳、再雇用制度あり 65歳まで、育児支援あり、研修制度あり（毎月行う全職員対象の苑内研修・
資格取得のための研修参加支援）、互助会加入、各種給付金あり、職員親睦会に各種助成あり、屋内禁煙、
マイカー通勤可（駐車場あり）、休憩室あり、職場見学可
休日／４週８休以上、１カ月ごとの勤務表による　年間休日を平均して月９日～ 10 日
　　　年間休日数　111日

マイカーＯＫ 未経験ＯＫ 経験者優遇

　特別養護老人ホーム入所者の介助、介護（食事、入浴、排泄などの介助
やレクリエーション、外出などのお世話）

※慣れてから夜勤をしていただきます。様々な働き方についてもご相談に応じます。

採用情報

午後のひと時 何ができるかなあ
何ができるかなあ

なんぼでもなんぼでも
手伝ってあげるよ手伝ってあげるよ

ヨーグルト、
美味しいから
食べるだわ～

今から頑張って
　　リハビリするよ！　イチ、二―！
　　　イチ、ニー！

そげだね、
食べるか～

リハビリ



貸　借　対　照　表
（令和４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 合算決算額 科　目 合算決算額
流動資産 304,586,566  流動負債 53,107,096 
　現金預金 234,465,107 　事業未払金 10,994,545 
　事業未収金 70,061,116 　その他の未払金 0 
　未収金 5,093 　１年以内返済予定設備資金借入金 41,266,000 
　未収補助金 25,250 　１年以内返済予定リース債務 313,200 
　仮払金 30,000 　未払費用 0
固定資産 1,212,556,319  　職員預り金 533,351 
　基本財産 1,023,377,963  　仮受金 0
　　土地 39,868,970 固定負債 578,825,560 
　　建物 983,508,993 　設備資金借入金 558,231,000 
　その他の固定資産 189,178,356  　リース債務 223,560 
　　土地 00 　退職給付引当金 20,371,000 
　　建物 0 　その他の固定負債 0
　　構築物 897,343 負債の部合計 631,932,656 
　　機械及び装置 0 純資産の部
　　車輌運搬具 1,375,706 基本金 61,803,464 
　　器具及び備品 28,201,368 国庫補助金等特別積立金 238,639,322 
　　建設仮勘定 0 その他の積立金 130,725,151 
　　有形リース資産 360,180 　施設整備積立金 26,710,000 
　　ソフトウェア 7,246,512 　修繕積立金 89,015,151 
　　施設整備積立金積立資産 26,710,000 　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 20,371,000 次期繰越活動増減差額 454,042,292 
　　長期前払費用 1,096 （うち当期活動増減差額） 34,633,874 
　　その他の固定資産 0 純資産の部合計 885,210,229 

資産の部合計 1,517,142,885  負債及び純資産の部合計 1,517,142,885 
※令和３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。

　７月27日　20時から
避難訓練を実施しまし
た。今年度も新型コロナ
ウイルス感染防止の観点
から、職員のみで実施し
ました。手順を一つ一つ
確認しながら、緊張感をもって臨みました。
　有事の際には、迅速な避難、命を守る行動
ができるよう努力したいと思います。
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間
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池尻 圭太
 デイサービス介護員 
　４月に入社しました。
自身に目標を立て、今年
の施設の目標である、質
の高い個別ケアを意識し
ながら取り組んでいきま
すので、よろしくお願い
します。

太田 美空
 主　事 

　６月から勤務していま
す。まだ慣れないことも
ありますが、一生けん命
頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

小村 陽子
 特養（本館）看護師 
　4月に入社しました。
楽しく働ける職場に出会
え、感謝しています。

來海 宏美
 デイサービス 看護師 
　未熟なところも沢山
ありますが、皆様に支え
て頂きながら前向きに頑
張っていこうと思います。
宜しくお願いします。

岡田 正美
 特養（本館）看護師 
　利用者様のお役に少し
でも立てるよう、頑張り
ますのでよろしくお願い
します。



令和４年度
るんるん祭り中止のお知らせ

令和４年度
るんるん祭り中止のお知らせ

　利用者の皆様や御家族様との交流を目的と
して「るんるん祭り」の開催を予定しており
ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、今年度も開催を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
の決定となりますので、御理解をお願いいた
します。

編集後記編集後記
　今年は史上最短の梅雨明けになり史上最長の酷暑となりましたが、暑さもようやく
一段落し、季節の移り変わりを感じる頃となりました。島根県内ではコロナウイルス
の感染拡大が続き、不安な日々を過ごされていることと存じます。引き続き感染予防
に努め、職員一同より一層気を引き締めて頑張りますのでよろしくお願いいたします。

ご訪問／ボランティアのお礼（50音順）（Ｒ4.２.16～Ｒ4.７.20）� ���������������
　●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（50音順）（Ｒ4.２.16～Ｒ4.７.20）� ������������������������
　●個人　勝部和安様（野菜多数）

　●団体　株式会社出雲かみしお本店様（米多数）／島根県高齢者福祉課様（マスク多数）

　　　　　島根県養鶏協会（有限会社旭養鶏舎）様（卵多数）／桧山とうふ作り部様（豆腐・おから多数）

株式会社出雲かみしお本店様 島根県養鶏協会（有限会社旭養鶏舎）様

トマトのサラダ

果物
盛り合わせ

豚肉の
香り炒め

すまし汁

たまご焼き

じゃがいもの
煮物

御膳の日の
献立です！

御膳の日
献立


