🌻幸房の家中庭🌻

中庭に四季折々の花が咲くよう、入居者有志の方と職員とで草とりをしたり、
花の世話をして楽しんでいます。

今年もたくさんのベゴニアの
苗を手分けして植えました。
百日草、マリーゴールドの
種を撒いたところ先日花が
咲き始めました。
ひまわり、コスモスも
芽が出てきました。夏が来て
大きくなるのが楽しみです。
また、秋の収穫祭に向け3階の畑でサツマイモも栽培中です。今年も焼き芋のお店を出す予定です。
新しい年号になり、初めてのお便りとなります。長い梅雨も明けると今年も猛暑に
なりそうですが、入居者の皆様が体調をくずさないよう、健康管理に十分配慮して
いきたいと思います。
事務職員 土屋 章子

編集後記

60歳以上の方が入居できます。見学会も随時開催しております。
まずは、お気軽にご相談下さい。お電話お待ちしております。
対象収入
事務費
生活費
管理費
合計
1,500,000円以下
10,000円
42,490円
20,700円
73,190円
1,500,001円 ～ 1,600,000円
13,000円
42,490円
20,700円
76,190円
1,600,001円 ～ 1,700,000円
16,000円
42,490円
20,700円
79,190円
1,700,001円 ～ 1,800,000円
19,000円
42,490円
20,700円
82,190円
1,800,001円 ～ 1,900,000円
22,000円
42,490円
20,700円
85,190円
1,900,001円 ～ 2,000,000円
25,000円
42,490円
20,700円
88,190円

幸房の家
階層
1
2
3
4
5
6

月額利用料

拝啓 梅雨明けの待たれる今日この頃、7月らしからぬ肌寒い日が続きますが体調など崩されていません
でしょうか？幸房の家より、お便りをお届け致します。ご高覧いただければ幸いです。 敬具

🍴春の食事会（藍屋・バーミヤン）🍴
ゴールデンウィーク明けに、皆さんの
ご希望のお料理を食べに出掛けました。

備考

・定員は20名です。建物は3階建、1～2階は8部屋ずつ、3階は4部屋で全て個室です。
・上記対象収入とは、年金・財産収入・生活保護費等、入居者ご本人の所得の事です。
・利用料の階層は上記の他18階層まであります。利用料には食費が含まれています。
・上記利用料は法令の改正により変更となる場合があります。
サービス ～入居者皆様の日々の幸せが、房房と豊かに実りますよう職員一同努めて参ります～
食事 ・・・ 朝食８時、昼食１２時、夕食１８時に食堂にてお食事となります。
入浴 ・・・ 一般浴については週３回(火・木・土)に入浴することが出来ます。小風呂は
介護入浴専用ですが、夏場などはシャワーのみの利用も可能です。
緊急時の ・・・ 各居室・浴室・お手洗いにはナースコールが設置してあります。コールが
鳴りましたら職員が対応致します。
対応
外部援助 ・・・ 介護保険サービスが必要となった場合、ご本人負担で介護入浴・居室清掃や
デイサービス等のサービスを受けることが出来ます。
安心の目標 ・・・ 幸房の家での生活が困難になった場合、ご本人・ご家族と相談のうえ近隣
の特別養護老人ホーム等をご紹介することもできます。
発行元

社会福祉法人ふるさと福祉会

軽費老人ホーム

ケアハウス

幸房の家
～平成17年（2005年）4月1日開設～

中華を希望された方は
バーミヤンへ行きました。
ラーメン、焼売、
餃子、北京ダック、
冷やし中華、炒飯
杏仁豆腐・・・
お腹いっぱいです。

藍屋では和食を食べました。
落ち着いた雰囲気の個室で、
ゆったりと食事を楽しみました。
帰りにスーパーで買い物も
してきました。
ちょっぴりお酒も飲まれて
唄も飛び出しました♪

関連施設（障害者総合支援法）
●障害者支援施設（生活介護/施設入所支援）／短期入所

東京多摩学園
●グループホーム（共同生活援助）

ステップホームかつのり／ふるさとホーム

〒198-0213
●通所作業所（就労継続支援Ｂ型）
東京都西多摩郡奥多摩町海澤570番地
ワークショップ奥多摩
電話 0428-82-0585
カフェレストランＳＡＫA／きのこ工房
ファクシミリ 0428-82-0581
●相談支援事業
メール koufunoie_h1741@tba.t-com.ne.jp
さかみち
ホームページ www.tama-gaku.com/kouhunoie/

天ぷら、おうどん・・・美味しそうです。

🍖バーべキュー大会🍖

今後の主な予定

夏

7月下旬 買物外出
8/4㈰ 海澤獅子舞・寿楽荘さん盆踊り
8/10㈯ 奥多摩花火大会

秋
9月初旬 福生ライオネスクラブ ボランティア
9/15㈰ 敬老祝賀会
9/23㈪ 収穫祭 お待ちしています！
9月下旬 買物外出

平成30年度 ケアハウス幸房の家 決算報告
先月、社会福祉法人ふるさと福祉会の理事会及び評議員会にて平成30年度の決算が承認されましたので
この誌面においてご報告させていただきます。入居待機者不足等の影響で厳しい状況ではありますが、
今後も努力して参ります。

平成30年度決算(平成31年3月31日)
資金収支計算書

6/30㈰のお昼に行ないました。今年も和牛など奮発しました！
雨も上がり和やかな雰囲気の中、たくさん召し上がって
いただくことができました。
東京多摩学園の皆さんも、採れたての椎茸をたくさん
持って来てくれました。

勘定科目

レクで作った
七夕飾りも
綺麗に飾れました。

幸房の家の日常

幸房の家

幸房の家

事業活動収入計①

49,262,145

事業活動支出計②

43,485,604

流動資産

8,072,116

5,776,541

固定資産

193,418,602

資産の部合計

201,490,718

経常活動資金収支差額③＝(①-②)

焼き係の職員の
皆さん、お疲れ
さまでした。

賃借対照表

0

施設整備等支出計⑤

4,488,700

流動負債

9,276,742

▲ 4,488,700

固定負債

25,786,840

施設整備等資金収支差額⑥＝(④-⑤)

その他の活動等収入計⑦

2,294,700

負債の部合計

35,063,582

その他の活動等支出計⑧

2,490,660

基本金

43,698,000

国庫補助金等特別積立金

77,909,460

その他の活動収支差額⑨＝(⑦-⑧)

▲ 195,960

当期資金収支差額合計⑩＝(③+⑥+⑨)

1,091,881

その他の積立金

11,800,000

前期末支払資金残高⑪

2,757,236

次期繰越活動収支差額

33,019,676

当期末支払資金残高⑫＝(⑩+⑪)

3,849,117

純資産の部合計

166,427,136

負債・純資産の部合計

201,490,718

財産目録
資産・負債の内訳

～今回はレクリエーション等の
様子をご紹介します～

幸房の家

Ⅰ資産の部
1、流動資産
流動資産合計
2、固定資産
固定資産合計
資産合計

移動図書館
やまびこ号です。

1、流動負債
流動負債合計

事業活動収支計算書
勘定科目

幸房の家

8,072,116

サービス活動収益計①

48,203,018

8,072,116

サービス活動費用計②

49,201,209

193,418,602

サービス活動増減差額③＝(①-②)

▲ 998,191

193,418,602

サービス活動外収益計④

1,059,127

201,490,718

サービス活動外費用計⑤

789,516

サービス活動外増減差額⑥＝(④-⑤)

269,611

Ⅱ負債の部
9,276,742

経常増減差額⑦＝(③+⑥)

▲ 728,580

9,276,742

特別収益計⑧

0

25,786,840

特別費用計⑨

0

25,786,840

特別増減差額⑩＝(⑧-⑨)

0

負債合計

35,063,582

当期活動増減差額⑪＝(⑦+⑩)

▲ 728,580

差引純資産

166,427,136

前期繰越活動増減差額⑫

33,748,256

当期末繰越活動増減差額⑬＝(⑪+⑫)

33,019,676

2、固定負債

また、奥多摩町の移動図書館も
中庭まで来てくださいます。

貸方

施設整備等収入計④

★レク（塗り絵）など★

午後のお茶会の前に、
レクリエーションを始めました。
塗り絵や折り紙の他に、今後は
軽運動やスポーツなども取り
入れていきたいと思っています。

借方

固定負債合計

基本金取崩額⑭

0

その他の積立金取崩額⑮

0

その他の積立金積立額⑯

0

次期繰越活動増減差額⑰＝(⑬+⑭+⑮-⑯)

33,019,676

