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【社会福祉法人 楽久園会】 
・養護老人ホーム楽久園         ・デイサービスセンターきじの荘 
・特別養護老人ホームゆりの荘            ・在宅介護支援センター 
・特別養護老人ホームゆりの荘(地域密着型) ・居宅介護支援事業所 
・軽費老人ホーム（ケアハウス）ゆりの荘       ・ゆりの荘訪問介護事業所 
・グループホームこぶしの里         ・短期入所生活介護(ショートステイ) 
・小規模多機能ホーム悠久の里            ・小規模保育事業ちびっこランドらくえん 
・幼保連携型認定こども園 キッズランドやちよ（八千代区仕出原353） 
・小規模多機能ホーム清爽の里  グループホームほのぼの園（中区中村町377-1） 

 

《編集後記🖊》 
新しくなった楽久園会だよりはいかがでしょうか。編集長として記事を

募るにあたって各部署の知らなかった一面を知ることができ、 

楽しく作らせていただいております。先月のなぞ解きには思いもよらない

正解を解答いただき驚きもありました。ありがとうございます！ 

話は変わりますが、最近格闘技が熱いですね🥊朝倉未来選手や 

井上尚弥選手の男をかけた戦いに熱狂してしまいます。 

RIZINのバンタム級トーナメントも始まって格闘技ファンにはたまらない

です。年末に決勝が行われるみたいでいまから楽しみです！ 

はやくコロナが落ち着いて現地でスポーツ観戦ができるような環境に 

なることを願っています🥊                             上野 

～正職員、パート職員～ 
 

★採用特設ページ 

公開中！ 

今すぐチェック！⇒ 
 
※お電話での対応も 

可能です！↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★景品：応募者の中から抽選で 5名様に QUOカード 1000円分をプレゼント🎁！ 

★応募方法：はがきに「氏名」「郵便番号・住所」「なぞ解きの答え①と②」と 

「楽久園会だより」へのご感想ご意見を添えて、楽久園会までお送りください。 

★〆切：毎月 20日(消印有効) 
※当選者発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。               

 

👆答えは次回の楽久園会だよりで発表いたします。            

★297号 答え↓ 

★改修ポイント②                   

教室と遊戯室に 

新しい空調設備を導入。 

★改修ポイント③    

教室の壁紙張り替え。 

 

★改修ポイント⑦ 

清潔感のあるお手洗い🚻 

★改修ポイント④ 

調理室のリニューアル🍚ライスロボ導入🍚。 

 

★改修ポイント⑤ 

かわいい立体の室名札📛 

★改修ポイント⑥ 

ピカピカの新しいプール。 

★募集年齢 ０歳児～５歳児 

★開園時間 ７：３０～１８：３０ 

★一時預かりあり 

★キッズひろば(毎週月曜日) 

９：３０～１２：００ 

⇒就園前のお子さんと保護者の

方を対象に実施しております。 

お気軽にご連絡ください！ 

☎ 0795-37-0001 

 

令和 3年 3月末でキッズランドやちよの大規模改修が終わりました。 

遊戯室にエアコンが入り、テラスが新しくなり、外壁の塗り替え等々、見違えるように 

きれいになりました。各部屋はＬＥＤの照明が入り明るくなりました。エアコンや 

ストーブの入れ替えもしていただきました。そして、何よりうれしいのが調理室の 

改修です。白ご飯が提供できるようになり、保護者の皆様の負担も少し軽くなった 

のではないかと思います。 

行政の皆様、工事関係の皆様には大変お世話になりありがとうございました。 

このすてきな園舎で子どもたちは元気な声を響かせています。コロナが収まりましたら、

地域の皆様も是非お越しください。 

園長  日下部 智子 

 

職員おすすめコーナー第２回は、事務所中川が担当します。 

【 今月のおすすめスポット「香川県：豊島」 】 

・３年ごとに「瀬戸内国際芸術祭」が開催される瀬戸内にある島の中でも、直島、豊島、

犬島、が特におすすめです。直島はご存じの方が多いと思いますので、今回は豊島の 

良いところを紹介したいと思います。 

・基本的に島では、車を借りる必要はなく、レンタサイクルで電動自転車を借りて 

ゆっくりと島を回るプチ旅行！その中でもおすすめなのが安岐石油。他のお店より 

料金が安く、お話好きで電話もかけてきてくれる世話好きなおっちゃんが待っています。

僕たちが行った時の写真も送ったので、お店に飾ってくれていると信じています。 

・メインの「豊島美術館」を初め「心臓音のアーカイブ」「豊島横尾館」「島キッチン」

も凄く魅力的です。また美術館までの海を一望出来る道路が、とても感動的です。 

晴れていたら海まで転がれそうなほどの絶景です。行ってみてのお楽しみという事で、 

芸術作品の紹介はしないでおきます。 

・リフレッシュした素敵な一日を過ごしてみてはどうでしょうか🎶 

 

次回のおすすめさん → 楽久園 喜田さん 

★改修ポイント①                      

外壁の塗り替えと柱の清掃。 
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保育所 ちびっこランドらくえん 

いちご狩り🍓＠篠田いちご園 
｢ちっちゃないちごがいいました   まだまだぼくたちあおいけど～♪｣  と 

歌いながら、バスは篠田いちご園さんへ。ビニールハウスの中は、ピカピカ光っ

た真っ赤ないちごがいっぱいです。あれもこれもと、たくさんいただきました。 

棚倉先生･篠田いちご園さん  ありがとうございました🍓 

 

 

 

 

歯科検診🦷 

歯科検診に行きました！ 

👷 ゆりの荘新築工事 進捗 👷 

 工事の進捗が少し遅れております。  

土留め工事で地面にドリルを入れる作業中に、大きな石や原因不明の 

コンクリートの柱などが埋まっており、ドリルが入りづらい状態になって 

います。空気圧でそれらを割る作業が増えて工事が難航しております。 

１日３か所をドリルで 

穴をあける予定が 

１日１か所に留まって 

いる状況です。 

 

新型コロナワクチン接種💉 
職員 142名 利用者様 158名の新型コロナワクチン接種を行いました！ 
 

職員は多可町文化会館ベルディホールにて接種を行っていただき、2度の接種が終了しております。 

利用者様は施設にて接種を行い、1回目の接種が終了しております。7月に 2回目の接種予定です。 

接種後に数名、体の痛みや発熱などの体調不良を訴える方がいましたが、大事には至らず回復しております。 

ワクチン接種によって新型コロナに対する免疫はつきますが、 

感染確率が 0になったわけではありません。今後も継続して 

感染対策に努めてまいります。接種にご協力いただいた皆様 

ありがとうございました！ 

デイサービスセンター きじの荘 
レクリエーション🥎 
きじの荘では 1週間ごとにレクリエーションの 

内容を変えています。ご利用者様に楽しんで 

頂ける様、色々なアイデアを出し合い 

試行錯誤しながら取り組んでいます！ 

写真は「数字探しゲーム」です！ 

「今日は何日ですか？」「2+3＝？」など 

質問の答えを探すゲームです！！ 

小規模多機能ホーム 清爽の里 
紫陽花🌼 
ご利用者様のご自宅に咲いている紫陽花です。 

きれいに咲く頃にお花を持ってきてくださるのですが、 

今月は紫陽花です🌼 

清爽に持って来られて、 

花瓶に入れ飾るところまで 

1人でして下さいます。 

いつも綺麗なお花を見せて頂いて、 

雰囲気もパッと明るくなります!! 

ケアハウス ゆりの荘 
お茶の時間☕ 

月に数回、みんなでお茶会を行っています☕ 

「今度はいつ？」 「みんなで一緒に飲むと楽しい」などの 

うれしい声をいただいております🍩 

ケアハウス本館の食堂は喫茶店のような場所で、 

ゆったりとした時間を過ごすことができます☕ 

胡瓜とカニカマの酢の物 (４人前) 

【材料】 

胡瓜 1本  カニカマ 1パック 

ゴマ 少々  酢 大さじ 4 

薄口醤油 大さじ 1 砂糖 大さじ 2 

【作り方】 

①胡瓜は薄い小口切りにして塩で良く揉み込みます。 

②カニカマを半分に切り小さくほぐします。 

③調味料を良く溶いて胡瓜、カニカマ、ゴマを 

混ぜ合わせて完成です。 

令和 2年度 決算報告 

令和 2年度は、コロナ禍により個人の生活も 

施設の活動も一変しました。コロナウイルス 

感染拡大防止への対応で事業運営において 

減収減益となっております。 

令和 3年度は、「ウィズコロナ」「アフターコロナ」 

の中で、社会福祉法人としての使命を再度確認 

しながら、質の高い福祉経営と地域の高齢福祉の 

情報発信基地となるように努めてまいります。 

                      理事長  上野 仁久 

 

～随時園児募集中～ 

★募集年齢 ０歳児（生後 8ヶ月）～２歳児 

(0歳児から 2歳児の弟、妹が一緒に入園する 3歳児) 

★開園時間 7：30～18：30 

★一時保育あり 

担当：岩崎 ☎ 0795-37-0174 

グループホーム こぶしの里 
6月 お誕生日会🍰 

 門脇しずゑさん 99歳のお誕生日 

おめでとうございます👏 

季節の果物を使った、職員の 

手作りケーキでお祝いさせて 

いただきました🎂 

小規模多機能ホーム 悠久の里 

日向ぼっこ☀ 

梅雨の晴れ間、日差しが厳しくなっていますが、 

外に出ると気分が晴れます。 

天気のいい日は 

日光浴してお散歩 

して過ごしています☀ 

★令和３年６月２３日の評議員会にて、社会福祉法人楽久園会の 

令和２年度決算が承認されました。 
 

金額
Ⅰ　資産の部
１　流動資産
現金預金 447,155
事業未収金 109,899
未収補助金 154,557
前払費用 1,000

流動資産合計 713,026
２　固定資産
（1）基本財産
土地 127,058
建物 2,018,996

基本財産合計 2,146,054
その等の固定資産合計 1,330,062
固定資産合計 3,476,117

4,189,144

Ⅱ　負債の部
１　流動負債
事業未払金 153,640
その他 9,000

206,084
２　固定負債
設備資金借入金 27,000
退職給付引当金 130,843
長期預り金 1,906

固定負債合計 159,749

365,834

3,823,309

負債合計

差引純資産

財産目録　令和3年3月31日現在（単位：千円）

資産負債の内訳

資産合計

流動負債合計

資金収支計算書 (単位：千円）
事業活動収入計 1,077,050
事業活動支出計 916,315
事業活動資金収支差額 160,734

施設整備等収入計 141,228
施設整備等支出計 189,272
施設整備等資金収支差額 △48044

その他の活動収入計 86,129
その他の活動支出計 105,513
その他の活動資金収支差額 △19384

当期資金収支差額合計 93,305
前期末支払資金残高 460,747
当期末支払資金残高 554,053

貸借対照表 （単位：千円）

流動資産 713,026 流動負債 206,084
現金預金 447,155 未払金 153,640
未収金 264,456 その他の流動負債 52,444
立替金・前払金 1,414 固定負債 159,749

固定資産 3,476,117 設備資金借入金 27,000
基本財産 2,146,054 長期預り金 1,906
その他の固定資産 1,330,062 退職給与引当金 130,843
構築物 20,359 負債の部合計 365,834
車輛運搬具 3,710 純資産の部
器具及び備品 49,444 基本金 650,798
土地 26,470 国庫補助金等特別積立金 728,461
権利 1,177 その他の積立金 1,115,516
措置施設繰越特定預金 移行時特別積立金 209
管理費積立預金 1,906 修繕費積立金 10,000

移行時特別積立預金 209 備品等購入積立金 3,700
移行時減価償却特別積立預金 83,000 保育所施設整備積立金 28,000
減価償却積立預金 918,618 施設整備等積立金 42,500
施設整備等積立預金 42,500 移行時減価償却特別積立金 83,000
借入金元金償還積立預金 減価償却積立金 918,618
退職金積立資産 29,489 移行時減価償却積立金
その他の固定資産 153,180 退職金積立金 29,489

次期繰越活動収支差額 1,328,532
次期繰越活動収支差額 1,328,532
（うち当期活動収支差額） 66,153
純資産の部合計 3,823,309

4,189,144 4,189,144資産の部合計 負債及び純資産の部合計

資産の部 負債の部

事業活動収支計算書 （単位：千円）
サービス活動収益計 1,070,679
サービス活動費用計 1,009,245

サービス活動増減差額 61,434
サービス活動外収益計 10,672
サービス活動外費用計 6,182

サービス活動外増減差額 4,489
経常増減差額 65,923

特別収益計 209,838
特別費用計 209,608

特別増減差額 229
当期活動収支差額 66,153
前期繰越活動増減差額 1,275,781
当期末繰越活動増減差額 1,341,935
その他の積立金取崩額 15,410
その他の積立金積立額 28,812

次期繰り越し活動増減差額 1,328,532


