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法人理念
時代の動き、お客様のニーズの変化を敏感に察し

“安心”と“希望”に満ちた「笑顔のある暮らし」

「新たなより良い福祉サービス」を提供し続けます。

法人理念

社会福祉法人光富士白苑

ごあいさつ

　錦秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこ

ととお喜び申し上げます。

　未だ、新型コロナウイルスの収束は見込めず、より感染

が拡大しております。当法人各事業所においても、感染対

策を行いながらサービス提供をおこなっておりますが、

予断を許さない状況は常に続いております。

　他方、明るい兆しとして、ご利用者様や職員のワクチン

４回目接種が始まっており、今後も感染者を可能な限り

抑えつつサービスを継続的に提供して参ります。

　また、コロナウイルスだけではなく、ロシアウクライナ

危機より発した世界的な物価の高騰など、今現在多くの

困難が一度に降りかかってきている状況です。

　このような困難な状況においても、当法人の理念に基

づく「笑顔のある暮らし」を提供し続けられるよう、職員

一同努めて参ります。

　最後になりましたが、皆様方のご多幸とご健勝を心よ

り祈念いたしますと共に、社会福祉法人光富士白苑への

ご厚誼賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

理事長  今本　裕
社会福祉法人光富士白苑

今本　裕



ノンアルコール
ビールで

乾杯！！

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

各ユニットで、毎月行事やレクリエーションを企画・実施
しています。コロナ禍が続いていますが、季節を感じ、
楽しく過ごしていただけるよう工夫しています。

　引き続き新型コロナウイルス感染症の

影響で面会規制が続く中、予約制のガラス

越し面会やオンライン面会を随時継続し

て行っています。久しぶりの再会に、入苑者

様、ご家族も大変喜ばれています。感染拡

大防止の取り組みに、ご家族の皆様のご理

解ご協力には大変感謝しております。

　終息の兆しがみえない新型コロナウイ

ルス感染症ですが、今後とも皆様のご協力

を継続して賜りますようよろしくお願い致

します。

面会について

行事・レクリエーション 料理レクリエーション

花まつり
苑外散歩つつじ

苑外散歩いちょう

クリスマス

敬老会

ハロウィン

スイカ割り

七夕
ノンアルコール

ビールで
ノンアルコール

ビールで
ノンアルコール

ビールで
父の日

食事のレクリエーションにも力を入れています。
そうめん流しやお餅つき。握り寿司に、お茶会やケーキ
バイキング。時には利用者様にも一緒に作る過程に参加
して頂き、楽しんでいただいています。

ケーキバイキング

そうめん流し

かき氷

お茶会

餅つき

会

料理レクリエーション

フルーツパーティー
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四季の食材を使用
した料理を提供し
ております。

ベッドルームも
あります。

お
茶
請
け

入入入入入入入入入入
浴浴浴
入入

センター到着後、
健康チェック・お
茶（9：10）

各利用者様宅へお迎
えに出発（8：00～）

各利用者様宅へお送り
致します。（15：20～）

デイサービス
センターの
1日

映画鑑賞・園
芸・趣味・工作・
散歩等、入浴

※ご要望ございましたら、お気軽にご相談ください。

　ゆったりとした空間で、職員と会話さ

れたりレクリエーション活動等に参加さ

れています。

認知症
対応型
デイサービス

満開の桜に負けない、
満面の笑顔です。

お花見

天気の良い日には近くの公園まで行き、
季節を感じて頂きました。

お散歩

近くの神社へ
初詣に出かけました。初詣

平行棒を利用した歩行訓練や、
作業療法士が付き添いながらの
苑外歩行訓練の場面です。

リハビリ

「スイカ割り」や「アイスクリーム」、
「かき氷」を召し上がって頂き
涼を感じて頂きました。

「スイカ割り」や「アイスクリーム」、

夏の風物詩
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ショートステイ

光富士白苑訪問介護 利用者インタビュー
光富士白苑のヘルパーさんには週3回来てもらっています。コロナウイルスの影響で娘家族に
会えない中、ヘルパーさんが来てくれて買い物等してくれるので心強く、嬉しく思います。

節分の豆まき

子供の日にお団子づくりをしました

いつも仲の良いご夫婦です。 御主人から奥様へ♥ 母の日に感謝を込めて
手づくりのカーネーションをプレゼントしました

職員による歌謡ショーを

楽しみました♪

鬼は外！
福は内！

お正月はい
チーズ♪

ヨーヨー

釣れたよ！

お庭のつつじが綺麗に咲きました

各事業所の取り組み

　居宅介護支援事業
所には、現在５名のケ
アマネージャーが勤務
しており、信頼される
事業所を目指し日々
業務に励んでいます。
ご利用者の思いを大切にすることを常に心がけ、安心して
サービスを受けられるように支援させていただきます。
　介護サービスについてのお問い合わせや介護に関す
る不安など、在宅生活にお困りの場合は是非ご相談く
ださい。　（担当：山本）

　当施設は、虹ヶ浜海岸沿いに建ち、自然を近くに感じられます。
食事・洗濯等の生活サポート、24時間365日の見守りを行い、ご入居者に安心した生活を送って
いただけます。
　入居申し込み、簡単なご相談でも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。
※現在、新型コロナウイルス感染症対策として施設見学は受け付けていません。

居宅介護支援事業所
　訪問給食センターでは、浅江
地区を中心に高齢者世帯へお
弁当をお届けしています。管理
栄養士によるバランスがとれ
た献立を、噛む力が弱くなった
方でも食べやすいように、柔ら
かく調理しお届けしています。
また訪問時の安否の確認も行っているので、ご家族にも安心し
ていただけます。週1回からのご利用が可能となっております
ので、ご興味のある方はご相談ください。
担当：井原　TEL：0833-71-3295

訪問給食

住宅型有料老人ホーム ヴィラ虹ヶ浜自立をサポートし、24時間、やさしく見守るケアシステム

●地域密着型 特別養護老人ホーム（29床）
光市在住であり、要介護度が３以上の方がご入居いただける施設です。

●（予防）短期入所生活介護（10床）
短期間のお泊りでのご利用ができます。ご自宅までお迎えにあがります。

光駅

四季の風

光富士白苑 ユニクロ

ホテル松原屋 ジョイフル

わかば公園

ウォンツ

梅田病院

みちがみ病院
浅江小学校

イオン光店

虹ケ浜海水浴場

光市光ヶ丘の見晴らしが良い特別養護老人ホーム

施設概要

夏祭り
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新入職員18名を紹介します。新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介新人職員紹介

編 集 後 記

入所申込のお問合せ

　施設入所に関するお申込みやお問
合わせは、お気軽にご連絡ください。
Ｗｅｂホームページからもお申込みを
受付けています。入所申込みされてい
る方は、介護認定等に変更が生じた場
合にもご連絡頂けると助かります。

決算報告決算報告決算報告決算報告決算報告決算報告決算報告令和３年度令和３年度令和３年度

医務室より

ありとみ こ

有冨 ヤス子
ありとみありとみありとみ こここ

有冨 ヤス子特養介護

いけなが

池永 ゆら
いけながいけながいけなが

池永 ゆら特養介護
こまつ けいこ

小松 恵子
こまつこまつこまつ けいこけいこけいこ

小松 恵子特養介護

おかざき ひろみ

岡崎 弘美
おかざきおかざきおかざき ひろみひろみひろみ

岡崎 弘美

ひろせ みほ

広瀬 美穂
ひろせひろせひろせ みほみほみほ

広瀬 美穂有料ホーム
ふちがみ しゅんこ

渕上 旬子
ふちがみふちがみふちがみ しゅんこしゅんこしゅんこ

渕上 旬子有料ホーム

しゅうかん なおみ

周管 尚美
しゅうかんしゅうかんしゅうかん なおみなおみなおみ

周管 尚美有料ホーム有料ホーム

たむら たえこ

田村 妙子
たむらたむらたむら たえこたえこたえこ

田村 妙子特養介護

特養介護 特養総務

しらまさ のぞみ

白砂 希美
しらまさしらまさしらまさ のぞみのぞみのぞみ

白砂 希美特養介護

しげやま みちこ

重山 美知子
しげやましげやましげやま みちこみちこみちこ

重山 美知子特養洗濯

しんわき せいいち

新脇 誠一
しんわきしんわきしんわき せいいちせいいちせいいち

新脇 誠一特養事務

すえおか ひろのぶ

末岡 弘乃夫
すえおかすえおかすえおか ひろのぶひろのぶひろのぶ

末岡 弘乃夫SS運転手

よしだ しのぶ

吉田　忍
よしだよしだよしだ しのぶしのぶしのぶ

吉田　忍
デイ
サービス

きむら かなこ

木村 可奈子
きむらきむらきむら かなこかなこかなこ

木村 可奈子特養事務

かたぎやま みのる

樫山　稔
かたぎやまかたぎやまかたぎやま みのるみのるみのる

樫山　稔SS運転手

もり まさと

森　雅人
もりもりもり まさとまさとまさと

森　雅人
もりもりもり まさとまさとまさと

森　雅人
もりもりもり まさとまさとまさと

森　雅人
ふじい みゆ

藤井 美友
ふじいふじいふじいふじいふじいふじいふじいふじいふじい みゆみゆみゆみゆみゆみゆみゆみゆみゆ

藤井 美友 　昨年度の発行から１年。変わら
ぬコロナ禍…気の張りつめる日
常が続いています。そんな中でも、
利用者様が見せてくださる素敵
な笑顔に、ほっこりさせて頂く事
が多いです。
　マスク越しでも笑顔が伝わる表
情を心がけていきたいと改めて
思います。（Ｔ）

１に手洗い ２にうがい
３、４がなくて ５に睡眠
規則正しい生活を継続して

コロナの時代を乗り越えましょう

　マスク越しでも笑顔が伝わる表
情を心がけていきたいと改めて

資   産   の   部 負   債   の   部
勘定科目 当年度末 勘定科目 当年度末

流動資産 895,017 流動負債 83,221
　現金預金 795,999 　事業未払金 9540
　事業未収金 95,999 　その他の未払金 33,131
   未収金 508 　１年以内返済予定設備資金借入金 10,920
　立替金 0 　預り金 0
　前払金 300 　職員預り金 23
　前払費用 2,211 　未払消費税等 370

　賞与引当金 29,167
　未払法人税等 71

固定資産 856,873 固定負債 134,116
　基本財産 690,147 　設備資金借入金 92,820
　　土地 50,838 　退職給付引当金 41,296
　　建物 639,309 負債の部合計 217,337
　その他の固定資産 166,727 純  資  産  の  部
　　土地 22,578 基本金 111,281
　　建物 49,703 　基本金 111,281
　　機械及び装置 19,215 国庫補助金等特別積立金 195,361
　　車輌運搬具 5,831 　国庫補助金等特別積立金 195,361
　　器具及び備品 16,820 次期繰越活動増減差額 1,227,911
　　建設仮勘定 712 （うち当期活動増減差額） △ 11,586
　　権利 366
　　ソフトウェア 9,855
　　投資有価証券 0
　　退職給付引当資産 41,296
　　差入保証金 300
　　その他固定資産 50 純資産の部合計 1,534,553
資産の部合計 1,751,890 負債及び純資産の部合計 1,751,890

　　介護保険事業収益 649,126
　　老人福祉事業収益 22,683
　　障害福祉サービス等事業収益 885
　　経常経費寄附金収益 316
　　その他の収益 685
　サービス活動収益計 673,694
　　人件費 490,079
　　事業費 97,860
　　事務費 63,880
　　利用者負担軽減額 510
　　減価償却費 47,711
　　国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 9743
　　その他の費用 631
　サービス活動費用計 690,928
　サービス活動増減差額 △ 17,234
　　受取利息配当金収益 456
　　その他のサービス活動外収益 5,386
　サービス活動外収益計 5,842
　　支払利息 1,072
　　投資有価証券売却損 222
　サービス活動外費用計 1,294
　サービス活動外増減差額 4,548
　経常増減差額 △ 12,686
　　施設整備等補助金収益 200
　　固定資産受贈額 1,100
　特別収益計 1,300
　　固定資産売却損・処分損 0
　　国庫補助金等特別積立金積立額 200
　特別費用計 200
　　特別増減差額 1,100
　当期活動増減差額 △ 11,586

（単位：千円） （単位：千円）令和4年3月31日現在 （自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

法人単位貸借対照表 法人単位事業活動計算書
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