
今年もさかき美里園の近隣にお花見に出かけまし

た。春は気温も上がり４月～7月にかけて、あん

ず・桜・花桃バラ・紫陽花・水仙など色とりどり

の花を楽しむことができました。

令和元年７月２６日発行



坂城町と「災害時における要配慮者の
緊急受入れに関する協定」を締結しました。

平成31年3月27日坂城福祉会が坂城町と『災害時等にお

ける要配慮者の緊急受入れに関する協定』を締結し、その調
印式が坂城町役場にて行われました。この協定は坂城町内
で地震、風水害、その他の災害が発生した場合に、町の要請
に応じ、介護が必要な高齢者及び障がい者(児)などの要配

慮者を緊急受入するというもので、坂城町･坂城福祉会･上田
明照会の3者で締結されました。

長野県高齢者福祉事業協会より表彰状が贈られました

堀 順子管理栄養士（永年勤続10年）
坂城福祉会でお世話になり、10年が経ちまし

た。入社当初は栄養士として献立作成が主な仕
事でしたが、管理栄養士を取得してからは、より
専門的に利用者の健康管理をさせていただける
ようになりました。これからも利用者の皆様が健
康でより充実した生活を過ごせるように精一杯努
めていきたいと思います。

荻原淑恵介護士（永年勤続10年）

理事長はじめ、職員の皆さんに支えて頂きなが
ら10年という節目を迎えることができました。この10
年の中で経験させて頂いた様々なこと、利用者の
皆様が見せてくださる「素敵な笑顔」は、私の中で
大きな「宝もの」となっています。これからもその
「宝もの」を増やせるよう日々努力していきたいと思
います。

地域のセーフティーネットなど地域との関りについて

（左から）坂内理事長、山村町長、上田明照会職員

令和元年５月３０日高齢者福祉事業協会総会表彰式

坂内理事長(写真前列中央）ネットワーク準備会会長として参画

堀 順子さん 荻原 淑恵さん
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長野県災害福祉広域支援ネットワーク

平成28年度から県における災害福祉の体制づくりに向
けた検討を行い、この度災害要配慮者への福祉支援を
行うために必要となる支援体制を
確保するため長野県と社会福祉関
係団体等が官民協働で取組むため
のネットワーク協議会を設立し平
成31年2月6日に長野県知事と協議
会とで基本協定が締結されました。
当法人としても福祉チームの一員
として参加するように準備しています。



施設内イベント 美里園

施設内イベント 第二美里園

６月10日バラ公園へ出掛けました。

６月25日歌のコンサート

今年はバラの開花が遅かったため、混雑を避けあえてバラ
祭り後に出掛けました。バラの甘い香りに包まれました。

恒例のお花まつりが行われました。
宮入住職にお連れ頂いた白い象にそれぞれ思い

を込めてなでたりさすったり親しく触れ合うことができま
した。お釈迦様には甘茶を掛けてお参りしました。

6月12日 美里園音楽会

今回始めてトーンチャイムの演奏もあり心地良い音に皆さん聞き

惚れていました。

5月1日お花まつり

６月12日コカリナコンサート

コカリナの優しい音色に皆さんウットリ！！
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音楽会には日頃の練習の成果を思う存分発揮
して、皆さんで楽しいひとときを過ごしました。デイ
サービスの「バラが咲いた」のコーラス隊もすてき
でした。



施設内イベント 美山園

利用者・ご家族からのご意見等

中華バイキング 令和元年6月21日

美山園夏祭り 令和元年７月21日

ご家族50名が来園され、夏祭りが行われました。焼きそば
や綿あめ、駄菓子屋さんなど、夏らしいお店が並びました
また今年の催しは上田市の「アロハリコ」さんにフラダンス
の踊りをお願いしました。ハワイの音楽にのせて利用者や
職員も一緒に踊りました。
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中華料理の20種類の食べもの、飲み物の中か
らお好きなものを選んでいただきました。

「どれが良いか分からないわ～」「これを作る人大変
だっただろうね～」などと声が上がっていました。

一番人気は「鶏ももの揚げ付き焼き」で、甘辛な味付
けだったのでとても好評でした。

坂城福祉会では、ご利用者やご家族からのご意見・ご要望を４ヵ月に１度（年３回）集計し事業所ごとに
とりまとめ、当法人の第三者委員にご意見をいただいております。

いただいたご意見・ご要望は、お受けした事業所において改善策を検討しておりますがここでは法
人全体として取り組むべき課題として、頂戴した主な事例を掲載させていただきます。

◆手荷物等の名前の記載や忘れ物について◆

衣類や手回り品の紛失等ついてご意見をいただくことがありました。ご家族には入所前に改めて記
名があるか確認していただくことと、入所時に担当職員も名前がついているか再確認を行うこととしまし
た。

◆ショートステイやデイサービスの送迎時間について◆

その日によって自宅へお迎えに来る時間が違い、待っていることが大変だ、というご意見をいただき
ました。できるだけ同じような時間に配車を行うことと、ご希望される方には施設出発前に電話連絡を
入れることとしました。

上記のご意見はご意見等の一部になります。今後もお気づきの点などがございましたら各事業所職

員までお気軽にお話しください。



資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 355,281 流動負債 19,867

固定資産 1,140,837 固定負債 124,302

負 債 合 計 144,169

純資 産 の 部

基本金 168,905

国庫補助金特別積立金 373,003

施設建設積立金 130,013

修繕積立金 10,006

次期活動増減差額 670,022

純 資 産 合計 1,351,949

資産合計 1,496,118 負債及び純資産合計 1,496,118

社会福祉法人坂城福祉会 平成３０年度

決 算 報 告

社会福祉法人坂城福祉会 役員名簿（敬称略） 令和元年6月20日付

事業活動計算書

貸借対照表

平成３１年３月３１日現在

平成３０年４月１日～平成３１年３月３1日

（単位：千円）

（単位：千円）

理 事 職 業 評 議 員 職 業

坂内 孝之 理事長・総合施設長 塚田 卓男 元四ツ屋区区長

塚田 昌則 常務理事・第二美里園施設長 武市 耕 武市医院院長・法人産業医

林 信男 元老人クラブ連合会会長 宮入 宗乗 前寺院住職・佐久大学非常勤講師

宮坂 幸江 さかき美山園施設長 大井 宏子 元坂城町教育委員長

鈴木美恵子 さかき美里園施設長 中沢 慈子 元民生児童委員

小林 操 さかき美里園副施設長 西沢 良一 元養護老人ホーム施設長

川島 好恵 第二美里園・美山園副施設長 中村 清子 元坂城町職員

監 事 職 業 西村 行弘 社会福祉法人役員

三井 幸雄 元坂城町収入役 顧 問 職 業

荻原 一雄 元NPO法人事務局長 宮林 典昭 税理士宮林税務会計事務所

山崎 典久 弁護士山崎典久法律事務所

科 目 金 額

サービス活動収益 601,720

サービス活動費用 563,144

サービス活動差額 38,576

サービス活動外収益 3,237

サービス活動外費用 1,111

サービス活動外差額 2,126

経常増減差額 40,702

特別収益 23,320

特別費用 22,900

特別差額 420

当期活動差額 41,122

前期繰越活動差額 693,906

当期末繰越活動差額 735,028

その他の積立金 65,006

次期繰越活動差額 670,022
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坂 城 福 祉 会 理 念
私たちは、坂城福祉会職員であることに誇りを持ち、法

人の目的を載し『優しさ』『賢さ』『逞しさ』の心構えに

徹し、老人福祉の向上発展に努めます。

三つのこころ

やさしさ 思いやりと感謝のこころ

かしこさ 素直な態度と反省のこころ

たくましさ 強い信念と頑張りのこころ

編集後記

発行 社会福祉法人坂城福祉会
特別養護老人ホームさかき美里園
特別養護老人ホーム第二美里園
特別養護老人ホームさかき美山園

〒389-0601 長野県埴科郡坂城町大字坂城9086-1
TEL0268-82-0294 FAX0268-82-0293

法人ホームページアドレス
http://www.sakakifukusikai.or.jp

「今日もまた元気に
出会えたうれしさを

笑顔で交す朝のあいさつ」

梅・桜・バラ・紫陽花・ひまわり・・・庭に咲く花々に季節の流
れを感じながら、日々利用者の皆様と過ごしています。これ
からどんな花が楽しめるでしょうか。穏やかな暮らしに寄り添
い職員一同励んでいきたいとおもいます。

三井幸雄監事「絵画作品」を美里園・美山園内にて展示しています。

北信地区高校キャリアガイダンスへ行って来ました。

今年度も、北信地区の高校１年生（171名）向けに行わ
れた「キャリアガイダンス～地元の企業を知ろう～」に参
加させていただきました。高校卒業後の多くは地元の企業
等に就職する生徒さんが多く、１年生のうちから自分の将
来について考える機会を作ろうと、このようなガイダンス
が行われています。
坂城福祉会では、プロジェクターを使った施設説明のほ

か、学校を卒業し当法人に入職した職員も同行し、高校生
目線での福祉の職場について話をしました。出席した学生
からは「どんな勤務時間で働くのですか？」「お休みは月
に何日ありますか？」といった積極的な質問もありました。
この中から1人でも多く介護分野に進んでいただけると嬉しいな
と感じたガイダンスでした。また、施設でも積極的に見学やボラ
ンティアの受入を行っていきたいと思います。
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当法人の監事三井幸雄様より季

節に合わせた絵画をお借りし展示さ
せていただいております。
今回は『杉並木(日光)』です。

「絵から初夏の風が吹いて、絵の中
に歩いては入れそうな気がする。」
「自分が森の中にいるみたい。」

など、利用者や職員から感想が聞か
れます。

施設に居ながら様々な場所へ連れ
て行っていただけるような素敵な作

品です。


