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  私は、昨年の平成20年７月から在任し、大和高田市立病院看護局長として私と共に病院運営に携わっていま
した、心強い有志の油谷副園長を平成20年10月から当園に迎えることができ、様々な改善に取り組んでいま
す。職員一同が、我が園を活性化させたいとの思いに応えるべく、職員と協議を重ね、日々改善、改良が加え
られ、利用者の生活環境を配慮した環境整備、並びに職員の勤務環境の整備に努めています。①利用者及び職
員が誇りに思える職場環境の整備、②職域間の円滑な連携による良好な業務運営の確立、③業務改善による業
務負担の軽減と諸経費の削減。の３本柱を運営基本方針と定め、園の活性化と、収益の向上を目指していま
す。
  平成21年１月13日付けで、入園者の急激な減少に対応すべく緊急非常事態宣言を発し「入園者緊急対応ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を編成し、収益の被害を最小限に抑えることができました。ひとえに職員の努力のたまものです。
  次に、園の活性化を図り、意思疎通を円滑に進めるため「管理職会」の制定、総ての職員で構成された「むつ
み会」の運営向上のための会則改定、「学生実習受入要領」「聞き上手ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ取扱要領」の制定、更に「福利
厚生積立金」の制定により、５年以上勤務の全職員に旅行券の助成とﾘﾌﾚｯｼｭ小旅行休暇の付与、介護福祉士資
格取得講習会等の研修負担金を助成しました。また、各所管の独自性を高めるため専決権を付与した予算配分
等をも進めています。

  　

   環境整備については、３ﾓｰﾀｰ搭載の最新介護ベッド（国庫補助金取得）50台、温冷配膳車６台、最新式の車椅子８台の購入、薄型ﾃﾚﾋﾞ16台、80弁自動演奏
ｵﾙｺﾞｰﾙ、自動演奏ﾋﾟｱﾉの寄贈、LED照明の設置、太陽光発電ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ（国庫補助金取得）の設置予定であります。
  職員並びに利用者への職場環境の整備と、省エネ対策により地球に優しい環境づくりに努めています。
  感染対策においては、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ100%分解のｽﾄﾘｰﾏ放電搭載空気清浄機３台を、各出入口に設置しています。
また、収益事項については、介護報酬制度の加算措置を職員の努力により総て取得することができました。利用者各位には、施設整備費等の応分負担をお願いし
たところであります。ご理解、並びにご協力に感謝いたします。おかげを持ちまして、職員に対しての定期昇給、各種手当の新設、並びに10月より国が示した職
員処遇改善交付金を受理できることになり、全職員均一に改善手当を支給する原資が確保できました。
  「水は方円に従う」と申します。水を「人」、方円を「様々な環境」に例えますと、より良い職場環境には笑顔が絶えず、より良い介護に最大限活かされま
す。職員の健やかな感性が利用者への心配りに繋がり、利用者への良好な生活環境が保たれ、安らかな日々を過ごして頂けると確信します。
  慈光園関係各位におかれましては、今後とも園の運営、並びに職員の処遇に対しまして、様々なご支援とご鞭撻を心よりお願い申し上げます。
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喫茶みち、弁天宗、
安来会、大和高田市運動普及協議会による体操
誕生会、誕生月外食会、理髪、売店

ご詠歌、習字、カラオケ、
五十鈴会、陵西民謡教室、陵西幼稚園、ガールスカウト、
コーロラーナ、サークル太陽、尺八、大正琴、三味線民謡
ハーモニー、蝶々喃々、西大和シルバーズ、マッサージ、
ハーモニカ、フラダンス、ローターアクト、

平成20年10月
【運動会】
　10月26日（日）恒例の慈光園運動会を開催しました。利用者さんも、この日ばかりは童
心に返って頑張っておられました。

11月
【低床ベッドの寄贈】
　11月6日大和高田市歯科医師会より低床ベッド1台が寄贈されました。低床ベッドは床よ
り約30センチの高さまで下げることができ、利用者さんが安全で、楽に降りることがで
き、介助する職員の腰に負担がかからない“すぐれもの”です。
【避難訓練】
　11月28日防災訓練を実施しました。緊迫感のある訓練に立ち会っていただいた消防署の
方からよい評価をいただきました。利用者さんも避難訓練に参加していただきました。火
事が起きないよう、普段から注意しましょう！！

【感染症対策】
　この時期、インフルエンザやノロウイルスが多発する頃となりますので、慈光園の
感染症対策委員会が中心となり、全体研修会を開催しました。講師は大和高田市立病
院から感染認定看護師の先生をお招きしました。それに加えて、利用者さんも職員も
インフルエンザの予防注射をしました。
　感染症の予防には、手洗いとウガイが有効だと言われていますので、励行しましょ
う。厳しい冬を乗り切って、明るい春を迎えられるよう願って！！（おかげで、平成
２0年度は集団発生することもなく、無事過ごせました）



冬
　　　　　　　　　　　（慈光園の玄関先で力強い餅つき）

　　　　　（元旦恒例の地蔵参り）

（節分の豆まき）

12月
【年末行事】
　12月21日餅つき大会、25日はクリスマス会を開催しました。クリスマス会には、コーロ
ラーナというコーラスのグループが見事な歌を披露していただき、利用者さんにプチケー
キを食べていただきました。

【聞き上手ボランティア】
　「聞き上手ボランティア」の募集を始め、お年よりの話し相手になっていただいていま
す。

平成２１年１月
【新年行事】
　元旦の日に、毎年恒例となっています地蔵参りが行なわれました。おみくじを引き、今
年の運勢を占っておられました。お屠蘇と紅白の饅頭をいただかれ、にこやかにお参りさ
れました。 2月

【豆まきとお雛さま】
　節分の豆まきは、利用者さん自身も参加され、「鬼」を追い払っていただきまし
た。
　玄関ホールには、お雛さまを飾りました。



春
　　

　　　　（園内の庭を散策する利用者）
　　（母の日のひととき）

　　　　（はじめての朝市） （慈光園のさくらも満開）

3月
【防災訓練と機能訓練】
　3月6日防災訓練を実施しました。避難訓練の後、消防署や園長から講評があり、職員一
同気を引き締めました。
　理学療法士による機能訓練の研修会がありました。

【介護保険制度の改正】
　4月1日から改正される新しい介護保険制度について、家族や保証人様を対象に説明会を
開催しました。
　慈光園では、従来から介護職員や看護師を基準以上に配属していましたので、今回の改
正でその努力が認められ、加算の恩典を受けることができました。しかしマスコミ等で騒
がれたほど、職員の処遇改善に十分であると言える内容ではありませんでした。

5月
【朝市】
　慈光園の園長の提案で、慈光園となりのさくら荘において毎週金曜日『朝市』がスタートし
ました。慈光園、悠々センター、さくら荘が「大和高田市の福祉ゾーン」として活性化するた
めに開催されますので、是非一度のぞいてください。
　慈光園ではそこで販売される新鮮な野菜などの食材を使って、利用者さんに美味しい食事を
していただきたいと願っています。

【自動販売機】
　自動販売機を新しくするとともに、販売価格を下げました。120円定価の缶ものは100円で買
えるようになりました。利用者さんも好きな飲み物を買っていかれます。

【母の日】
　母の日には職員喫茶を開催し、お年寄りにケーキと飲み物を提供しました。
　6月の父の日には、同じような行事をします。

4月
【「ご意見箱」】
　「ご意見箱」は、従来から設置されてい
ましたが、新年度より、いただいたご意見
については、回答や改善策を文章にして掲
示することにしました。１階玄関ロビー掲
示板に掲載します。
　慈光園に関わることはどんなことでもご
意見として承り、個人情報等差支えのない
範囲内で公表します。そうすることで改め
るべき点は改善してまいりますので、お気
づきの点は「ご意見箱」に投函してくださ
い。



夏
　　　　（玄関で花火を楽しんだ後、野口の花火大会を鑑賞）

　　　（そうめん流しに食もすすみました） 　　（陵西幼稚園児と楽しい交流会）

6月
【陵西幼稚園】
　毎年恒例ですが、今年も陵西幼稚園の園児が来園し、お遊戯や歌を披露するばかりでなく、手づくりの花束をプレゼント
してくれました。お年寄りは目を細めて、心から喜んでおられました。

【テレビ等の寄付】
　ある高田市民の方よりテレビ16台とＤＶＤ4台を寄贈していただきました。地上デジタル放送対応の薄型テレビで、画面
もくっきり、きれいになりました。

8月
【オルゴールの寄贈】
　11日特別注文で制作されたオルゴールが寄贈されました。1階の玄関ホールですば
らしい音色を聞かせてくれます。皆さんも是非楽しんでください。

【総選挙と市長の御祝】
　8月２6日総選挙の期日前投票が行なわれ、慈光園の利用者76名が投票されました。
公正に実施されるよう、複数の職員が立ち会いました。
　同じ日に吉田・大和高田市長が来園され、長寿と米寿の対象者にお祝いをいただき
ました。今年は、米寿を迎えられる方が4名、100歳の長寿を達成される方が1名おら
れます。家族さんも参加して、職員一同お祝いしました。

7月
【そうめん流し】
　7日の七夕の日には、そうめん流しを実施しました。そうめんには特別の思いをお持ちなのか、食
欲旺盛でした。

【花火大会】
　12日は、野口の花火大会に便乗し、慈光園から花火を鑑賞していただきました。
地蔵盆の法要には、多数の利用者さんが参加され、暑い夏を乗り越えられるようお祈りをされていま
した。



（温冷配膳車）

　（福祉大会に参加された慈光園の利用者）

9月
【適温配膳車】
　１日より、適温配膳車が導入されました。温かい食べものを
温かく、冷たいものは冷たくして利用者の方々により美味しく
提供できるようになりました。

【福祉大会】
　福祉大会には利用者12名が参加されました。

【低床ベッド】
　低床ベッド50台を購入し、6日古いベッドと入れ替えまし
た。

                                                      ～運営上、この1年間改善されたことの報告～
【介護職員処遇改善手当】
　介護職員については、従来から仕事の重要性が高い割に処遇がよくないという指摘がありました。平成21年度補正予算で「介護職員処遇改善交付金」が認められ、相当思
い切った処遇改善の道が開かれました。
　しかし対象となるのが、介護職だけで、他の職種の職員は対象になりません。他の福祉施設ではその課題をどう調整するか悩んでいるようですが、慈光園では全ての職員
に対して10月から処遇改善手当を支給することになりました。
　これができるのも、利用者及び家族様のご協力の賜物であると感謝申し上げます。職員一丸となって、利用者さんに対するサービス改善に、努力する所存でございますの
で、引続きよろしくお願いします。
【職員福利厚生費等積立金（預り金）について】
　昨年の家族会で園長よりお願いしました職員福利厚生費等積立金（預り金）につきましては、早々と沢山の方からご協力を賜りました。
　この支援金を活用して、本年4月、慈光園に5年以上勤務した職員に対して、3日の有給休暇と旅行券を支給させていただきました。
　ご承知のとおり、本年4月の介護保険制度の改正で、福祉施設にどれだけ多くの介護福祉士が働いているかで、加算をいただけるかどうか決まるようになりました。幸い
慈光園では半分以上が介護福祉士の資格を持っていましたので、加算をいただけました。
　今後はさらに介護福祉士を増やす必要があります。慈光園ではこの支援金を活用して介護福祉士の資格を取得するため、本年は13名の研修費を助成することができまし
た。介護福祉士が増えれば、介護の質も高まり、利用者さんに還元できるものと確信しております。
　またこの支援金を活用して、自動ストッパーのついた車椅子を8台購入することができました。これは利用者の方がブレーキを忘れても、転倒、転落することを抑制する
ことができます。
　これからも、職員が長く慈光園に勤務し、利用者の皆さんとなじみの関係を維持しつつ、良い介護ができるような事業に使わせていただきたいと存じます。さらに一層の
ご支援をお願いします。



　　　　　　（慈光園ロゴマーク）

【ロゴマークと園旗】
　慈光園のロゴマークと園旗を作りました。アイデアは職員から募集し、最終の仕上げはプロに任せまし
た。

【慈光園ホームページ】
　待望のホームページを開設しました。今後は「開かれた園」として、情報を発信してまいりますので、
是非一度ご覧下さい。

【永年勤続表彰】
　慈光園で勤続5年以上の職員に休暇と旅行券が支給されました。長い間の努力に感謝し、これからも頑
張っていただくことを願っています。

【ＰＨＳ】
　4月から携帯の内線電話（ＰＨＳ）を増設し、職員間の連絡を密にすると共に、すばやく対応できるよ
うにしました。

【大掃除の日】
　4月から大掃除の日を設けることにしました。特定の範囲を決め、そこを集中的にきれいにすることに
しました。

【慈光園の新しい評議員】
　８月1日付で新たに二人の評議員が選任されました。小川隆興・司法書士さんと松村宗昭・大和高田市
教育委員長（前陵西郵便局長）のお二人です。どうか宜しくお願いします。

　　　　　
　　　　　
　　

                                                                                        編集後記
　今年も家族会を迎えられたことは大変喜ばしいことであります。
　内海園長が就任して１年余り経過しましたが、この間「奈良県で一番の特別養護老人ホームになろう！！」を合言葉
に、多くの改革を実行し、職員も懸命の努力をしてまいりました。今回の「慈光園だより」は、その経過や結果をでき
るだけ多く掲載しました。
　新型インフルエンザに対しても利用者と職員を守るため、慈光園では考えられる限りの対策を用意しています。この
難局を無事乗り切れることを願っています。
　来年は第４５回目の家族会です。皆さん元気で参加していただき、お祝いをしてください。



桜まつり　　 創立記念日、家族会

運動会
母の日
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老人福祉施設大会 彼岸法要
彼岸法要、

貸　借　対　照　表

科　　　　　目 科　　　　　目

流動資産 308,070,443流動負債 16,050,326

固定資産 1,456,117,585固定負債 195,500,000

純資産 1,552,637,702

合　　　　　計 1,764,188,028合計 1,764,188,028

事業活動計算書 資金収支計算書

科　　　　　目 科　　　　　目

事業活動収支差額 (8,930,762) 経常活動資金収支差額 18,666,776 

事業活動外収支差額 9,368,268 施設整備等資金収支差額 (1,867,050)

経常収支差額 (155,689) 財務活動資金収支差額 (168,040,000)

特別収支差額 (9) 当期資金収支差額 (151,240,274)

当期活動収支差額 (155,698) 前期末支払資金残高 443,260,391 

次期繰越活動収支差額 414,587,820 当期末支払資金残高 292,020,117 

H21年度　慈光園行事
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クリスマス(飾り付け、プレゼント）

大晦日(年越そば）
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七夕まつり(笹飾り）
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小正月(小豆粥）

8月 2月
節分(豆まき)

9月 3月

平成21年3月31日現在

金　　額(円) 金　　額(円)

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日 (自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

金　　額(円) 金　　額(円)
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