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特別養護老人ホーム 芦花ホーム
世田谷区粕谷2-23-1
撮影：3月上旬
施設４階屋上庭園にて

1ページ 目次等
2ページ 令和2年度事業計画・予算について
3ページ 令和2年度予算について、お役立ち情報
4ページ 利用者紹介、お知らせ（ご寄附・苦情審査委員会・採用情報）

は、世田谷区の各区民センター、出張所、まちづくりセンター、図書館、あんしん
すこやかセンター等、スーパーマーケット

ᴗᅋ䝬䝇䝁䝑䝖䜻䝱䝷䜽䝍䞊
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（上町店、松原店、下北沢店、八幡山店、

千歳烏山店、祖師谷大蔵店）及びスーパーマーケット

（梅ヶ丘店 、砧店 、砧環八

通り店、下馬店、松陰神社前店、成城店、代沢十字路店 、深沢不動前店 、芦花公園駅前店 ）、
（世田谷千歳台店）で配布しています。
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令和２年度の事業団の事業計画及び予算をご紹介します。
事業団では、介護を必要とされる方や療養されている方等が住み慣れた地域で安心して生活で
きるように、介護と医療の一体的なサービス提供や、地域との連携を一層推進してまいります。
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① 質の高い訪問看護・リハビリテーションの
提供

䖃ᮏ㒊ᴗ
① 人材確保の強化・推進

② 利用者へのチーム支援の強化

② 機能的な組織に向けた事務機能の強化

③ 地域の拠点ステーションとしての役割強化
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① ３施設共通の特養スタンダード※1の実践

① 地域で支え合うネットワークづくりや
地域包括ケアシステムの推進

② 見守りシステムの活用拡充
（生活状況の把握・事故予防の強化）

② 自立に向けた適切なケアマネジメントの実施

③ 在宅生活を視野に入れた施設生活支援の強化
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（在宅生活継続モデルの実践）
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① 介護と医療の連携推進を踏まえた在宅生活の
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継続支援
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② 質の高いケアマネジメントの推進

① 支援の見える化及び強化
② 退所後の支援及び地域の支援の充実
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① 福祉サービスの担い手の発掘・就労支援

① 利用者の生活を中心とした専門性の高い

② 専門性向上やキャリアパス研修等による

サービスの提供

福祉人材育成・定着支援

② 在宅生活継続支援の充実

③ 福祉向上のための先駆的な取組み等の
調査・研究および発信

䖃㏻ᡤㆤᴗ 䠘䝕䜲䞉䝩䞊䝮䠚
① 利用率等の目標管理の徹底と経費削減など

※1 特養スタンダードについて

による業務の効率化

当事業団の特別養護老人ホームの基
本的サービスの考え方をまとめたもの
です。
利用者一人ひとりが、その人らしく
生活できるための支援を目的とし設定
しています。

② 認知症対応型を中心とした認知症ケアと
認知症介護者の人材育成
③ 個別機能訓練の拡充

平成28年4月からの障害者差別解消法施行に伴い、広報紙「パートナー」では文字情報を
デジタル信号に変えることで、視覚障害者などが音声でその情報を知ることができる「音声
コード」を紙面に挿入しています。音声コードを専用の「活字文書読み上げ装置」で読み取る
と、掲載情報を音声で聞くことができます。
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令和２年度当初予算（総括表）


ᴗ
ά
ື
双
叩
召

ᨭ

ண⟬⛉┠
ㆤಖ㝤ᴗධ
ඣ❺⚟♴ᴗධ
㞀ᐖ⚟♴䝃䞊䝡䝇➼ᴗධ
་⒪ᴗධ
ேᮦ⫱ᡂᴗධ
䛭䛾ᴗᅋධ
⤒ᖖ⤒㈝ᐤ㝃㔠ධ
ཷྲྀᜥ㓄ᙜ㔠ධ
䛭䛾䛾ධ
ᴗάືධィ
ே௳㈝ᨭฟ
ᴗ㈝ᨭฟ
ົ㈝ᨭฟ
ᨭᡶᜥᨭฟ㻌
䛭䛾䛾ᨭฟ
ᴗάືᨭฟィ
ᴗάື㈨㔠ᨭᕪ㢠

ண⟬㢠䠄䠅
㻟㻘㻝㻝㻞㻘㻝㻥㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻣㻘㻤㻠㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻥㻞㻘㻝㻠㻣㻘㻜㻜㻜㻌
㻞㻤㻤㻘㻝㻤㻠㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻜㻞㻘㻟㻣㻥㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻥㻟㻘㻜㻥㻥㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻘㻞㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻝㻘㻜㻜㻜
㻞㻣㻘㻢㻢㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻘㻥㻞㻠㻘㻣㻝㻝㻘㻜㻜㻜
㻞㻘㻤㻢㻜㻘㻠㻢㻝㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻣㻥㻘㻜㻣㻟㻘㻜㻜㻜㻌
㻢㻟㻝㻘㻞㻢㻜㻘㻜㻜㻜㻌
㻥㻣㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻘㻥㻡㻤㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻘㻤㻣㻠㻘㻤㻠㻥㻘㻜㻜㻜
㻠㻥㻘㻤㻢㻞㻘㻜㻜㻜

ண⟬⛉┠
ண⟬㢠䠄䠅
タᩚഛ➼⿵ຓ㔠ධ
㻜
タᩚഛ➼ධィ
㻜
タᩚഛ➼ ᅛᐃ㈨⏘ྲྀᚓᨭฟ
㻟㻣㻘㻟㻡㻢㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻤㻝㻡㻘㻜㻜㻜
䛻䜘䜛ᨭ 䝣䜯䜲䝘䞁䝇䞉䝸䞊䝇മົ䛾㏉῭ᨭฟ㻌
タᩚഛ➼ᨭฟィ
㻟㻥㻘㻝㻣㻝㻘㻜㻜㻜
タᩚഛ➼㈨㔠ᨭᕪ㢠
䕦㻟㻥㻘㻝㻣㻝㻘㻜㻜㻜
✚❧㈨⏘ྲྀᔂධ
䛭䛾䛾άືධィ
䛭䛾䛾άື
✚❧㈨⏘ᨭฟ
䛻䜘䜛ᨭ
䛭䛾䛾άືᨭฟィ
䛭䛾䛾άື㈨㔠ᨭᕪ㢠

㻠㻣㻘㻤㻜㻢㻘㻜㻜㻜㻌
㻠㻣㻘㻤㻜㻢㻘㻜㻜㻜
㻟㻡㻘㻝㻠㻞㻘㻜㻜㻜㻌
㻟㻡㻘㻝㻠㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻘㻢㻢㻠㻘㻜㻜㻜

ணഛ㈝ᨭฟ

㻜

ᙜᮇ㈨㔠ᨭᕪ㢠ྜィ

㻞㻟㻘㻟㻡㻡㻘㻜㻜㻜

＜令和２年度予算について＞
法人全体の当期資金収支差額合計は23,355千円の黒字となりました。
収入面では、芦花ホームが改修工事終了後の段階的な入所者の受入れから通常運営に戻り、上北沢ホームで
も改修工事が終了したことから、両特養ホームでは事業活動収入が増収となりました。一方、支出面では、デ
イ・ホームでの給食業務の見直しによる業務委託費の減により、支出が減額となっています。
今後は、事業計画の重点取り組みの目標達成や、業務の効率化に取り組み、予算達成を目指してまいりま
す。

簡単
最近スーパーでも見かけるようになった「ギリシャヨーグルト」は、普通のヨーグルトに比べ筋肉や骨
の材料になるタンパク質が2倍以上含まれています。脂肪ゼロのタイプもあり、脂肪を控えてタンパク質
をしっかりとることができます。乳製品のカルシウムは吸収率が最も良く、クエン酸が多く含まれる柑橘
系などの果物と一緒にとると、さらに吸収が良くなり丈夫な骨を作るのに役立ちます。

＜材料２人分＞
ギリシャヨーグルト（無糖）100ｇ
マシュマロ 30ｇ
牛乳

50㏄

オレンジ

４切

キウイ

２切

① 耐熱容器にマシュマロと牛乳を入れ電子レンジで加熱し（600W1分）、泡だて器
でよく混ぜ、マシュマロを溶かす。
② ①にギリシャヨーグルトを加えよく混ぜ、器に入れ、冷蔵庫で1時間冷やし固める。
③ オレンジとキウイを一口大に切り、②に飾る。
訪問サービス課
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管理栄養士 竹内

洋子
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ၥ 特別養護老人ホーム 芦花ホーム

世田谷区粕谷2-23-1
03-5317-1094
03-5317-1093
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現在91歳の谷口様は、長年芦花ホームをご利用されています。芦花ホーム
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では、日々の食事、職員のやさしさに触れることを楽しみにされています。
谷口様は1歳年下の旦那さんがとてもお好きで、職場結婚であったことや
しっかり者の旦那さんを信頼していたことなど、2人の思い出を嬉しそうに
話してくださいました。3人のお子さんとも仲が良く、お子さんからプレゼ
ントされた人形が枕元に大切に置かれていました。
また、趣味の習字の話もしてくださり、居室には達筆な作品が飾られてい
ました。

䕺ఱ䜒ၿ䛸ᤊ䛘䜛䛣䛸
谷口様の元気の秘訣は、何事も善と捉えることです。これまでどんな
ことがあっても、いつかは自分の糧になると考えてこられました。「善
と捉えることができるといつでも元気でいられます」と笑顔で話してく
ださいました。
また、谷口様は相手を思いやること、寄り添うことも大切にされてい
力してくださいました。最後は両手でしっかりと握手を交わして居室前
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䕰

䕰

ます。取材中はいつもこちらの時間を気にかけてくださり、積極的に協
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までお見送りいただき、谷口様の思いやりに心が温かくなりました。

多くの皆様より、善意の寄附金、寄附物品をいただき
ました。心より御礼申し上げます。
令和２年１月１日～令和２年３月３１日にご寄附いただいた方

中森 美子様 他
（※お名前はご了承いただいた方のみ掲載しています。）

世田谷区社会福祉事業団では、皆様の苦情等
に公正に対処するため、「苦情審査委員会」を
設置しています。
ご意見やご要望、ご相談等につきましては、
窓口の総務課までご連絡ください。

当法人への寄附は、所得税等の税法上の優遇措置の適用
がございます。ご寄附のお申し出は下記の問い合わせ先、
または各事業所までお願いいたします。
ၥ 総務課総務係

03-5450-8223
03-5450-8294

03-5450-8223

募集職種：介護職員（非常勤）
勤務地 ：デイ・ホーム世田谷（世田谷区世田谷4-15-3）
デイ・ホーム弦巻（世田谷区弦巻5-13-19 ）
デイ・ホーム上北沢（世田谷区上北沢1-28-17）
勤務日 ：週４日勤務 ※勤務日数のご相談可！
勤務時間：★日勤のみ★
①8:30〜17:15 ②9:30〜18:15 他
いずれも実働7時間45分、休憩1時間
いずれかの時間帯でシフトを割り振ります
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