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特養コーナー

9月15日敬老演芸会が催されました。

まず始めは長寿のお祝いから。

今年度は１００歳紀寿のお祝いが１名

９５歳長寿のお祝いが3名、

８８歳米寿のお祝いが4名と、

とても賑やかでした。

日頃に使って頂ける物を選び、花束と共にプレゼントしました。

また、他のご利用者様は、ひよこのお菓子で

長寿をお祝いしました。

次は演芸会。新島風神子供太鼓による演奏を２曲

「太鼓ばやし」「ホッパー」とても元気よく

飛び跳ねるような勢いに元気を感じ、ご利用者様と

私たち職員も子供たちよりパワーを頂きました。

太鼓の次は、姫の会による日本舞踊を

披露して頂きました。

優美に踊る姿をうっとりと見ていらっしゃる

社会福祉法人

新島はまゆう会役員

任期：H26.3.6～H28.3.5

理事長 評議員 宮川 與五兵衞
理事 評議員 宮川 里司
理事 評議員 宮原 正夫
理事 評議員 金川 正
理事 評議員 梅田 喜久江
理事 評議員 梅田 良治

評議員 青沼 進二

評議員 出川 治
評議員 植松 恭市
評議員 大沼 暁

評議員 梅田 ふみ子
評議員 前田 喜久江

評議員 羽根 和美
監事 宮川 栄子
監事 宮川 年子

2014年12月15日 発行

社会福祉法人 新島はまゆう会
〒100-0402
東京都新島村字瀬戸山 116-2
ＴＥＬ 04992-5-1612
ＦＡＸ 04992-5-1614
Ｅ-Ｍａｉｌ

hamayuu@violin.ocn.ne.jp

施設長挨拶

このたび、９月１日付で、はまゆう会 新島老人ホーム施設長
に就任いたしました。まだわずか３ヶ月ですが、介護現場の厳し
さと役割の大きさを実感しています。
さらには、高齢化率３６、９％と他地域を先んじて超高齢社会

を迎えている新島村の唯一の高齢者介護施設として、将来に向
かって益々その存在価値と責任は大きくなっていくことを感じる
中で、施設長という舵取り役としての職責の重さに身の引き締ま
る思いでいます。
現在、介護・看護職の人材確保に苦しんでおり、皆様にはご不

便とご心配をおかけしていることを先ずお詫び申し上げますが、
職員一同、施設運営の基本理念として掲げている「思いやり」の

心を大切にし、サービスの質を維持しながら利用者のご希望に応
えるよう努力しているところです。
開設以来25年、めまぐるしく変わっていく介護制度の背景、地

域社会の環境の中で、当施設も過渡期を迎え、改善すべき課題や
宿題も抱えています。利用者の方々、ご家族、地域の皆様に愛さ
れ頼れる施設にしていくために、最優先課題として、組織の充実
に向けた環境づくりに一生懸命取り組んでいきたいと思っていま
す。
変わっていくこともありますが、暖かい応援とご指導ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。

平成２６年１２月

社会福祉法人 新島はまゆう会 広報誌

理事長挨拶

日頃より、はまゆう会 新島老人ホームをはじめとした各事業に
対して、ご利用者の方をはじめご家族、地域の皆様方等、多くの
方々にご支援ご協力をいただき、心からお礼と感謝を申し上げます。
このたび、4月１日より、吉山理事長の後任として着任いたしま

した。そして、9月からは、宮川施設長に変わり梅田新施設長のも
と、新しい体制で事業運営に取り組んでいます。
吉山理事長、宮川施設長には大変ご苦労様でした。
当施設は、平成2年の開設以来四半世紀、地域唯一の高齢者介護

サービスの拠点として、今や地域には無くてはならない存在となっ
ています。国にあっては介護保険制度の導入から幾たびの制度改定
を経て、現在、介護制度の将来像として、医療と介護、施設と在宅
ケアが連携した地域包括ケアシステムの構築をめざす、サービス提
供体制の見直しなど改定がおこなわれています。地域内にあっては
高齢化率の急速な進展、そして、式根島における介護福祉施設のあ
り方検討など、法人を取り巻く環境の変化はめまぐるしく厳しいも
のがありますが、はまゆう会に期待される役割を十二分に認識して、
より良い地域社会づくりのために貢献できるよう、役職員一同一丸
となって頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成２６年１２月
社会福祉法人 はまゆう会 理事長

宮川 与五兵衞

9月から老人ホームでお世話になってい
ます看護師の藤井美怜です。新潟出身で島
の生活は初めてで、わからない事ばかりで
す。今は新島弁を教えてもらって勉強中で
す。ご迷惑をかける事も多いと思いますが、
皆さん宜しくお願いします。

老人ﾎｰﾑ医務室・看護師：藤井 美鈴

4月より勤務しています、角田龍次郎です。
よろしくお願いします。利用者様の皆様が
毎日笑顔で過ごせるよう勤めます。
老人ﾎｰﾑ旧棟介護職員：角田 龍次郎

8月よりヘルパーから老人ホー
ムに異動になりました、磯部睦美
です。よろしくお願いします。

老人ホーム旧棟介護職員・
ｼｮｰﾄｽﾃｲ担当：磯部 睦美

祝 百歳

祝 九十五歳

祝 八十八歳

祝 長寿

はまゆう



施設のご見学について
施設のご見学については、午前９時～午後５時３０分の時間内にて受け付
けておりますが、対応職員が不在の場合もありますので、まずはお電話にて
ご確認ください。

ご面会時間について
午前９時～午後６時３０分までですが、緊急時はご連絡を頂ければ指定さ
れた時間以外でも可能です。
ご面会の際には、受付にてご面会簿の記入をお願い致します。
土日・祝日のご面会は、新棟の玄関をご利用ください。

駐車場・事務所のご案内
駐車場は下記の図をご参照ください。

新棟・旧棟玄関前の駐車はご遠慮いただきますようお願い致します。ご利用
者さまの送迎や、緊急時等の特殊車両の通行の妨げになることがあります。
皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
また、事務所は、新棟にございます。事務所にご用のある方は新棟の玄関
をご利用下さい。

連絡先
社会福祉法人 新島はまゆう会

新島老人ホーム
新島デイサービスセンター
Ｔｅｌ （04992）-5-1612（代）
Ｆａｘ （04992）-5-1614

新島村地域包括支援センター
Ｔｅｌ （04992）-5-1913
Ｆａｘ （04992）-5-1914

新島ヘルパーステーション

在宅コーナー

新任職員挨拶

ご寄付・ご寄贈のお礼
ご厚志に心より感謝申し上げます。

寺田様 本村１ 100,000 円
小川様 本村２ 100,000 円
前田様 本村１ 50,000 円
出川様 本村５ 50,000 円
植松様 本村２ 50,000 円
宮川様 本村５ 100,000 円
藤井様 本村３ 100,000 円
出川様 本村５ 50,000 円

昨年、個人や団体の方から、食品・魚介類・野菜・果物・清涼飲料
水のほかウエスや新聞紙など、130件にも及ぶご寄付をいただいて
おります。これらの物品は、ご利用者の食事やおやつその他生活用
品として使用させていただいており、大変喜ばれています。
皆様のご厚志に心よりお礼申し上げます。

ボランティア
平成２５年度には、延べ５０２名の方に様々なお手伝いをしていただ
きました。多くのボランティア活動ありがとうございました。

各部署からのお願い
ホームでは、排泄介助の際に「ウエス」「新聞紙」を使用しています。衣替えや大
掃除の際、処分されるタオルや綿製品の衣類、古新聞などありましたら、ご寄付い
ただければ幸いです。ご連絡いただければご自宅まで取りに伺います。
（5）1612までご一報ください。

財務に関する情報開示

＊編集後記＊

初めての広報委員。

何から始めたらいいのか、さっぱ

りわからず・・・。

打ち合わせを開始してから、用紙

が少しずつ記事で埋まっていき、

ようやく一枚の広報誌となりまし

た。諸事情により定例より少し遅

くなってしまいましたが、ようや

く発行することができ、ホッとし

ています。
広報委員一同より

８月より老人ホームからデイサービス
に異動になりました植松です。車の運転
や施設外での対応など不慣れな事も多く
ご迷惑をおかけしております。今は利用
者様に励まされる事ばかりですが、利用
者様にたくさん笑顔になって頂けるよう
努力して参りますのでよろしくおねがい
します。

みなさん！こんにちは～
（＾0＾）８月より老人ホー
ムからヘルパーに異動になり
ました。慣れるまでの間、ご
迷惑をおかけするかと思いま
すが笑顔で頑張りますのでよ
ろしくおねがいします。

７月よりヘルパーとして
勤務しています。

一日でも早く仕事を覚え、

皆様のお役に立てるよう頑

張りたいと思います。 　ヘルパー  、 調理員  、 清掃員
募集職種

介護職員（ホーム、デイサービスセンター）

応募資格・給与・手当等、詳しくはお問い合わせ下さい。

　現在、新島老人ホームでは、安定した施設運営のためにマンパ
ワーの確保に努めています。
　働いてくださる方それぞれの希望に合わせた勤務形態も相談させ
ていただきます。

　　　　　応募、お問い合わせ、お待ちしています！
〈島外、式根島からの応募も期待しています。〉

社会福祉法人新島はまゆう会 平　成　25　年　度　決　算　書　（法人全体）
（単位：千円）

流動資産 108,948 流動負債 26,684

固定資産 598,973 固定負債 27,519

基本財産 540,694 負債合計 54,203

他の固定資産 58,279 基本金 102,014

国庫補助金等特別積立金 479,564

その他の積立金 6,000

次期繰越活動増減差額 66,140

純資産合計 653,718

資産合計 707,921 負債及び純資産合計 707,921

サービス活動収益（計）① 331,378 事業活動収入（計）① 331,457

サービス活動費用(計）② 369,503 事業活動支出(計）② 342,554

サービス活動増減差額③＝①－② △ 38,125 事業活動資金収支差額③＝①－② △ 11,097

サービス活動外収益（計）④ 79 施設整備等収入(計)④ 0

サービス活動外費用（計）⑤ 15 施設整備等支出(計)⑤ 510

サービス活動外増減差額⑥＝④－⑤ 64 施設整備等収支差額⑥＝④－⑤ △ 510

経常増減差額⑦＝③＋⑥ △ 38,061 その他の活動収入(計）⑦ 561

特別収益(計)⑧ 0 その他の活動支出(計）⑧ 2,504

特別費用(計)⑨ 420 その他の活動収支差額⑨＝⑦－⑧ △ 1,943

特別増減差額⑩＝⑧－⑨ △ 420 当期資金収支差額計⑩＝③＋⑥＋⑨ △ 13,550

当期活動増減差額⑪＝⑦＋⑩ △ 38,481 前期末支払資金残高⑪ 110,686

前期繰越活動増減差額⑫ 104,621

次期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ 66,140 当期末支払資金残高⑫＝⑩＋⑪ 97,136

2013年4月1日～2014年3月31日2013年4月1日～2014年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸　借　対　照　表 　　　　　　　2014年３月31日現在
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