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平成 30年度　決算状況

　エミーズカフェからは、素敵な景色もごちそうです。    
スタッフの笑顔と美味しいランチ（安くてお得！）    
ほっこりな一時をお過ごしくださいね。    
    

スペシャルブレンド奥大山のドリップバッグを作っています。
地元のイラストレーターさんや江府町観光協会さんのご協力を
得て素敵なものが出来ました。
豆の販売もしますのでご利用ください。
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しょうじんしょうじん

科目の説明 

〇介護事業収入 特養やデイサービス等

による収入 

〇障がい福祉サービス収入 相談支援や

B 型事業所（エミーズカフェ）の収入 

〇人件費支出 職員給料などによる支出 

〇事業費支出 事業所を運営するうえで

必要な経費（施設の修理代やおむつ代、食

材費等） 

〇事務費支出 パソコンやシステム、事務

用品、コピー代などの支出 

〇本部経費 本部の運営に必要な経費を

各事業所が按分によって負担します。 

〇あやめの指定管理負担金は江府町に支
払う金額 

 

決算説明 

法人全体では黒字を維持することができ健全な経営ができています。ただし、人員確保が進まな

かったことで減収しており、支出を抑えることで増益となっています。 

  

法人全体              （単位：千円）  

 科  目 決  算 

介護保険事業収入 724,644 

障がい福祉サービス収入 26,889 

その他の収入 2,719 

寄付金収入 23 

収入合計 754,348 

人件費支出 532,491 

事業費支出 

（内あやめ指定管理負担金と

して江府町に支出） 

126,468 

 (30,600) 

事務費支出 65,427 

就労支援事業支出 3,896 

その他の支出 19,347 

支出合計 747,631 

収 支 差 額 6,716 

　© 江府町観光協会

就労継続支援B型事業所  江美の郷  エミーズカフェ　TEL0859－72－3210・FAX 0859－72－3211

　10 月 19 日の 2 日間、国立オリンピック記念青少年総合センターにて「第 10 回オールジャパンケア

コンテスト」が開催され、尚仁福祉会から 2 名参加させていただきました。

　コンテストには、全国から総勢 140 名の方が参加し、「食事」「排泄」「口腔ケア」「入浴」「看取り」「国

際交流」の 6 部門 A・B にわかれ日頃の介護技術を披露し、アドバイザーの方より助言をいただきました。

　日頃とは違う空気感で、選手のみなさんは緊張の連続でした。その中で、林智恵美さん、吉川歩さんと

もに日頃の成果を十分に発揮され、部門 1 位となる優秀賞をいただくことができました！これからも利

用される皆様によりよいサービスが提供できるよう努めていきたいと思います。

デイサービスセンター江美の郷
　口腔ケア部門　A 部門（通算経験年数が５年以上）  林　智恵美さん　優秀賞

　口腔ケア部門　B 部門（通算経験年数が１年以上５年未満） 吉川　　歩さん　優秀賞

※オールジャパンケアコンテストとは、個々の自己研鑽や理解を高めることを目的とし、参加された皆様と介護と
は何かを考え、学び合い、絆を深め、そして介護を支える土壌を育むことを最大の目的としたコンテストです。

オールジャパン
　　ケアコンテ

ストオールジャパン
　　ケアコンテ

スト
優秀賞
受賞

尚仁福祉会からのお便り

オールジャパンケアコンテスト尚仁福祉会より２名参加！！



沖縄民謡 ▼

▼銭太鼓

▲踊り

　9月21日（土）令和元年度の敬老会を開催し、江府町長の白石祐治様を来賓にお迎えして、あやめ入所中の
方や、通所リハビリテーション利用中のご長寿の表彰をさせていただきました。
　表彰された百寿・白寿・卒寿・米寿・傘寿・喜寿・古希の方、総勢27名様を含め、たくさんの利用者様が参加
され、貝田の岡田様にお越しいただき、素敵な衣装ですばらしい踊りを披露していただきました。
　スタッフによる演芸も楽しんでいただき、とても有意義な時
間を過ごされました。
　これからも、皆様元気で楽しく過ごされることを、スタッ
フ一同心よりお祈りいたします。

　8月4日（日）、数年ぶりに「介護フェアinあやめ2019」を開催させ
ていただきました。
　暑い中、ご近所の皆様をはじめ、あやめ利用者様やそのご家族様、お子様
連れの方もあり、たくさんのお客様にご来場いただきました。
　館内では、さまざまな展示物品があり、野菜・果物の販売や介護用品の展
示、地域協力隊の特産物販売や、地元名物の大山おこわの販売や屋外での屋
台出店、福祉車両の展示もあり、大変賑わいました。
　特設ステージでは、ギターの弾き語りや沖縄民謡の演奏、荒神神楽の上演
をしていただき、ご来場の皆様と一緒に楽しみました。
　ご来場いただきました皆様、ご協力いただきました出展関係者の皆様に心
より感謝申し上げます。スタッフも至らぬところばかりで大変ご迷惑をおかけ
いたしましたが、この経験を日頃の業務や次回以降の開催に向けて活かしてい
ければと存じます。

　日頃は社会福祉法人尚仁福祉会の社会福祉事業等につきましてご理解とご協力をいた
だき、誠にありがとうございます。
　この度、前任の佐々木理事長に代わり理事長に就任いたしました祇園崇広です。
　佐々木前理事長におかれましては、これまで法人運営の適正化、社会福祉の担い手たる

社会福祉法人としてのあるべき姿を追求するために尽力されてきましたが、これから法人が向
かうべき方向性の明確化、基盤づくりが自らの仕事であると以前からおっしゃっており、現在の法人の状況
を顧みると概ね自らのやるべきことは終えたと判断されたため退任の運びとなりました。
　新たに法人経営の責任を負う立場となり、職員とそのご家族・ご利用者とそのご家族の生命、財産を守る
責任・地域の皆様に対する社会的責任を痛感しております。私はまだまだ若輩者ではございますが、地域の
皆様と共によりよい江府町にしていくため、尽力してまいりますので今後とも尚仁福祉会をよろしくお願い申
し上げます。

　2019年5月28日と29日にデイケアの利用者様で春の運動会を行いました。
種目は、ピンポン玉リレー・魚釣り・花吹雪の3種目で、赤組・青組の2組に分かれての対決です。
ピンポン玉リレーでは、ピンポン玉を落とさないように慎重に慎重にボールを運んでおられました。
魚釣りでは、どちらのチームも超大量！！大接戦が続きます。
そしていよいよ最終種目の花吹雪です。やはり皆様ベテランのため、ここは腕の見せ所！…と思いきや、ちょっ
と勝手が違うせいか、両チームの獲得点数に差が出ました。
総合得点では大接戦の末、28日は青組の勝利、29日はなんと両チーム同点の結果となりました。
両日ともに楽しそうな笑い声が響き渡り、とてもよい運動会でした。
今後も皆様で楽しめるレクリエーションをしていきたいと思います。

アテント…リハビリパンツや尿取パットの紹介です
　　　　　わかりやすく、立ち寄られた皆様が熱心

に話を聞いていらっしゃいました

この他、総勢約 30 組の団体様にご協力いただき、盛大に開催することができました
これに限りませず、今後ともよろしくお願い申し上げます

ホンダ…とても便利な福祉車両
　　　　後部座席がせり出してきて、座面も低くなるため、

非常に乗り降りがしやすく、操作も簡単です

屋台…こちらは屋外スペースの屋台です
　　　お昼どきには長い行列ができており、大好評でした
　　　暑い中、出展者の皆様には大変お世話になりました

相談…介護保険や施設利用のあれこれをご説明さ
せていただきました

　　　「ご不明な点は私たちにおまかせ下さい！！」

デイケア運動会

敬 老 会

介護フェア inあやめ2019介護老人保健施設あやめ

ごあいさつごあいさつ
理事長　祇 　 園 　 崇 　 広



子供の国ミニ運動会　　 桜餅つくり　　　　　 七夕飾り　　　　　　　 粽作り　　　　　　十七夜花火見物

大下さん親子による　獅子舞、南京玉すだれ、ドジョウすくい

島田軽音倶楽部さん ないちゃーれきおーずさん

居宅介護支援 プランドオフィス

まめトレ

グループホーム 江美の郷

訪問介護事業所 江美の郷

　3月よりインカムを導入、6月にはナースコールを更新しました。それによ
り、離れた場所にいても用件を伝えることが出来るため、複数のスタッフに
同時にリアルタイムでの情報伝達ができるようになりました。また、協力が
必要な場合の応援要請もインカムですぐにできるため、ご利用者さまの安全
にもつながっています。

　10月5日、天候にも恵まれ特別養護老人ホーム江美の郷駐車場で第5回江美の郷秋祭りを開催し
ました。特別養護老人ホーム江美の郷、デイサービスセンター江美の郷、グループホーム江美の郷の

利用者様とその家族様に参加頂きました。舞台では元気あふれるダンスや、職員によるサックスホーン演奏な
どの演目が行われます。中でも島田軽音倶楽部さんの昭和歌謡やないちゃーれきおーずさんの沖縄歌謡の
演目には思わずうっとり。歌を聞き入ってしまいました。
　また、会場内にはから揚げや桜餅、バルーンアート、うずら庵さんの足もみ、ポニーにも来て頂きました。皆
様楽しそうに買い物をされていました。
　お世話になった方々本当にありがとうございました。

　バランスボールを使って体幹を鍛えるだけでなく、バランスボールを
持って全身運動もしています！ヨイショっと！無理なくバランスボールを
使って楽しく運動！♪
　外出して沢山歩く事、自分で計算をして買い物をして健康寿命を延ば
す＝生涯現役！を目的としてまめトレは外出支援も行っています！６月は
お買い物と外食に行ったり、安来節演芸館に行きどじょうすくいを習い
ました！美味しいお弁当に舌鼓を打ちながら素晴らしい歌・・・アラエッ
サッサー♪まめトレは令和元年４月～週 2 回（火・金）午前と午後行っています！無料体験もございますの
でお気軽にご利用ください！お待ちしています！

 すがすがしい秋風の吹く頃となりましたが、いかがお過ごし
でいらっしゃいますか。居宅介護支援プランドオフィスのケアマネ3人ともに元気に日々邁進しておりま
す。この、広報誌が出るころは、冬前だと思います。インフルエンザが流行する季節になってきました。
まず、予防接種をしましょう。また、感染の予防でマスクの着用、手洗い、帰宅後のうがいをしましょ
う。インフルエンザウイルスは免疫が落ちている場合に感染しやすいので、全体的な体調管理、生活環境

の管理も非常に大切なことです。感染症にかかりにくい環境を心がけ
ましょう。体調管理では、睡眠を十分とる、規則的な生活、栄養バラ
ンスの整った食事、疲れをためないことに努めましょう。

　　訪問介護のサービスの内容について一部ご紹介します。
身体介護１…20分～ 30分未満　　（例…排泄交換や起床の準備等）
　状態観察…検温・体調の確認　　　　　　　排泄交換…トイレ介助又はオムツ交換
　衣類交換…寝間着から普段着への着替え　　口腔ケア…義歯洗浄・うがい・口腔内観察
　水分補給　　整容
　服薬確認…声かけ・介助（飲み薬は一包化された薬に限られ、塗り薬や貼り薬は医師の指示が必要）

※上記以外にもサービス区分があります。詳しくはお気軽にお尋ねください。

　毎月季節ごとのイベントを企画し
て、利用者様に喜んで頂けるよう取り組んでいますが、８月は夏
祭りを開催！ヨーヨー釣り、射的、スイカ当てゲームをご用意し
一人一人参加して頂きました。夏祭りならではのゲームに、利用
者様もとてもいい表情で喜んで下さいました。スイカ割で盛り上がった後はお
やつと一緒に冷たいスイカを召し上がって頂きました！最後の目玉としてあみ
だくじで皆様にささやかながら景品のプレゼントを行い今年も、職員も一緒に
なって楽しい夏祭りを行うことが出来たと思います。

　9月16日、特別養護老人ホーム江美の郷、デイサービスセンター江美の
郷、グループホーム江美の郷の利用者様が見守る中、白石祐治町長のご挨拶で敬老会が始まりまし

た。沢山の方にご参加頂き、移動するのもやっとです。その後、表彰状と記念品の授与をさせて頂きました。
誠におめでとうございます。
　さて、次は楽しい演芸の時間の始まりです。突然獅子舞が出て来て会場内を練り歩いていきます。ステージ
中央まで来るとビックリ！中からお父さんと子どもたち（3人）が出てきました。ドジョウすくいをやったり南
京玉すだれをやったり。お父さんのコミカルな演技と子どもたちのかわいい姿にお客さんも思わずニッコリ。
普段笑わないあの人もニッコリ。大変に盛り上がりました。

グループホームでは、季節に合わせた活動を行っています。
4 月から 8 月の様子を一部ですがご覧下さい。 特別養護老人ホーム 江美の郷

これからも季節に合わせた活動を行い、季節を感じていただけるようにしてまいります。

秋祭り秋祭り

敬老会敬老会

デイサービスセンター 江美の郷

江美の郷


