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新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自粛ムードが続いていますが、季節は春から
夏へと移り行き、ハピニス庭園は色とりどりの花が咲き始めました。今年度はいろい
ろな行事が中止となっています。制限のある日々の中でも、楽しみや喜びを見つける
一年にしていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須藤由紀子

編 集 後 記

機関誌に利用者の写真を掲載する場合、本人の同意が必要となりますが、
当施設においても本人及び家族の同意を得てから掲載させていただいております。

※キャラクターの無断転載を固くお断りいたします。

北海道ハピニスホームページアドレス　http://hapinisu.com 北海道ハピニス

絶賛公開中！　　　　　　　ボタンをクリックしてください！いいね！

「2020年新卒・新入職員の紹介」

　当法人では、法人の存在意義である介護・福祉の力を必要とする方々への支援を職員
の理解と協力のもとで継続できていること、そして地域社会、日本の福祉のために尽力
してくれている職員に感謝と敬意を表し、新型コロナウイルス対策事業として、
「Hero’sボーナス（特別手当、お礼品、マスク）」を2020年5月に支給致しました。

どんな時でも日本の福祉を支える「Hero’s（職員）」に感謝！
～新型コロナウイルス対策～

法人役員より全職員への差し入れです！



　日頃より当法人に対し、ご利用者、ご家族、地域の皆様、他関係者の皆様にあたたかいご支援とご協力を賜り、
心より御礼申し上げます。
　この度、2020年（令和2年）4月1日付で特別養護老人ホーム和幸園施設長を仰せつかりました。微力ではござ
いますが、尽力させていただく所存でございますので、どうぞご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
　私は、1999年（平成11年）10月に和幸園ホームヘルプサービス事業所の登録ヘルパーとして入職し、2006年
（平成18年）4月からはケアマネジャー、2017年（平成29年）4月からはデイサービス等、高齢者の方々の自宅での
生活支援を経験させていただきました。その中で、多くのご利用者が、ご自宅で自分らしく生き、ご家族を守り、大
切にされている姿を拝見させて頂きながら仕事をさせていただきました。また、私自身も家族が4年程医療機関に
おいて介護のお世話になったことで、家族の立場としての想いを実感する機会となったとともに、介護の仕事のす
ばらしさと誇りを改めて感じることができたように思います。
　特別養護老人ホーム和幸園は、1975年（昭和
50年）に開設し、これまでご利用者、地域の皆様
をはじめ、当法人の理事長、常務理事をはじめと
した役員の皆様、諸先輩方、多くの職員の皆様
により大切に育てられ、今日を迎えております。諸
先輩方が創り上げてきた和幸園の「寝たきり」に
しない、トイレで排泄をする「日中おむつゼロ」等、
ご利用者の尊厳を大切にするケアを、今後も大
切に守り、ご利用者のお身体と生活を守れるよ
う、精進していきたいと胸に誓っております。
　法人、そして和幸園の宝である職員とともに
努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し
上げます。

［略歴］
1999年10月和幸園ホームヘルプサービス事業所
の登録ヘルパーとして入職、2002年10月から同
事業所にて常勤ヘルパーとして勤務、2006年4月
からは和幸園指定居宅介護支援事業所に異動し
ケアマネジャーとして活躍する。2014年1月特別
養護老人ホーム和幸園へ異動し介護係長に就任
（昇格）、2017年4月の法人内組織改編により創設
された通所事業所部の係長として異動、2018年4
月の「和幸園自立訓練型デイサービスセンターあ
うるの森」の開設と各通所事業所の運営・経営の
推進に尽力する。2019年4月通所事業部課長へ昇
格、2020年4月に特別養護老人ホーム和幸園施設
長に就任する。

［資格］
社会福祉士／介護福祉士／介護支援専門員
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就任のご挨拶
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特別養護老人ホーム 和幸園
施設長　星野　八重子

理 事 長　太田　三夫　　　常務理事　平松　朋紀　　理　　事　石川　秀也　　

理　　事　大沼　百合子　　理　　事　檜森　道子　　理　　事　星野　八重子

監　　事　土肥　富彦　　　監　　事　石川　由男

北海道ハピニス 理事・監事名簿（2020年度6月22日付）

　２０１９年末に始まった新型コロナウイルスの世界的な感染拡大（パンデミック）により、世界各国多数の方
がご逝去されました。ここにご冥福をお祈り致します。
　この感染拡大による日本国内での緊急事態宣言、北海道での緊急事態宣言、北海道札幌市緊急共同宣言
により、当法人各施設、事業所の運営を継続していくには非常に強い逆風の中、社会福祉事業を運営する法
人の職員として、また各専門職として高い意識と信念をもって、ご利用者の生活支援を続けてくれている
職員一人ひとりを誇りに思っております。
　また、ご利用者、ご家族の皆様にはご不便をお掛けしている状況ではございますが、格別のご理解とご協
力を賜り、心より御礼申し上げます。ご利用者、ご家族の皆様から頂戴する温かいお言葉、応援により、未曾
有の事態に目を背けることなく向き合っている私たちはどれ程助けて頂いているか計り知れません。また、
国、北海道、札幌市からはマスク、消毒等の衛生物品を無償配布いただき、また、取引業者の皆様には厳し
い市場環境の中で、当法人のために物品の確保、納入にご尽力頂きました。その他にも、ご利用者ご家族等
からの匿名でのマスクのご寄付も頂戴致しました。この場をお借りし、心より御礼申し上げます。
　この新型コロナウイルスとの闘いは、これからも続きます。この闘いが長期化する今、全ての国民が被災
者という認識のもとで、ご利用者と職員、地域住民、関係機関の皆様と手を携え、歩んでいくことが必要で
す。職員一同「感染しない」「感染させない」「拡げない」を基本に、これからも感染防止に取り組んで参りま
すので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

厚生労働省、北海道（保健福祉部）、札幌市（介護保険課、障がい福祉課、保健所、子ども未来局）、
（株）特殊衣料、（株）メディトップ、（株）ジェー・シー・アイ、（株）エムズフード、（株）シムス、

NPO法人アウトソーシングセンター元気ジョブ、サンデー

常務理事　平松　朋紀

感　謝

実感 と感謝
～新型コロナウイルスに対峙して見えた景色～
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障がい者支援施設グリンハイム 生活介護事業所グリンハイム

特別養護老人ホーム和幸園 和幸園デイサービスセンター

５月は、事業所の中庭にある畑に
お花とさつまいもの苗を植えて頂
きました。
秋には収穫したさつまいもで焼き
芋をする予定です。
たくさん実りがある事を願います！
今から楽しみですね。
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　桜も満開の季節を迎え、春らしい日々が続いておりますが、新型コロナウイルスの影響もあり、ご利
用者の皆さんには外出を自粛して頂く状況が続いております。そんな中でもご利用者の皆さんに楽し
んで運動して頂けるように「ボッチャ」というゲームを実施しました。ボッチャは、ヨーロッパで生まれた
重度障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目にもなっています。皆さん真
剣な表情で目標に向かってボールを投げられ、結果に一喜一憂し、楽しまれておりました。

《　節分～豆まき　》
２月３日は、毎年恒例の節分の豆まきを今年も実施しました。
「鬼は外～福は内～！」今年も皆様に福が訪れますように・・・

《　苗植え　》

《ジンギスカン・鮭のちゃんちゃん焼き》 　外出の自粛が続いておりますが、和幸園デイサービスセンターでは、施設内で出来る行事を沢山開催
し、大盛り上がりでした♪
のど自慢大会では、ご利用者と職員皆で熱唱♬職員手作りのパンケーキや、お洒落なコーヒーカップで
ティータイム(^^)/施設のお庭で桜を見ながら談笑会☆
今後も楽しい行事を考えて行きますので、お楽しみに～(*’▽’)

職員も熱唱！！
職員も熱唱！！

パンケーキ美
味しいよ！

仲良し組です♪
金メダル獲得！そりゃ～！ 

皆さん熱心で
す！

怖くないよ
鬼と一緒にハイピース！

大好きなお花植えます

この苗植え
るよ

大きく育ってね！

　毎年、皆さんが楽しみにしている、ジンギスカン・鮭のちゃん
ちゃん焼きを行いました。
香ばしい匂いに、「おいしいね～。お替り。」と
いつも以上におなかいっぱい召し上がっていただきました。

美味しい！美味しい！

男の料理でガツンと
美味しいものを食べ

てると

思わず笑ってしまい
ます

おいなりさんも職員の
手作りです
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自立訓練型デイサービスセンター「あうるの森」

ハピりす保育園

絵手紙

絵手紙

皆さんで作成した満開の桜の前で5月人形も誇らし気に見えました。

スタッフ手作りの釣りセット。
中でもカニは大人気です。

指先の訓練
で皆さんに

金魚を作成
してもらい

ました。

夏が来るのが楽しみですね。

おわかれ会  大きくな
ったね !! 元気でね～

絵本タイム
みんな真剣な表情ですね・・・紙コップシアターに夢中

お花見  ハイポーズ !!

散歩大好き !!坂道もがんばって歩きます

芸術の森デイサービスセンター「のえるの森」

絵手紙。
皆さん真剣な表情で描かれていました。

歩行訓練をしながらお花見ができました。

体力維持の
ために皆さ

ん

真剣に運動
に取り組ん

でいます。

今年もデビューです。
ついつい見入ってしまって歩行訓練の

足が止まります。

マスクを
していて

もこの笑
顔

マスクをつ
けていても

笑顔♡笑顔
♡

コロナに負けない笑顔
！！

マスクの下は笑顔でい
っぱい♡♡♡

新型コロナウイルスの影響で、日ごろヘルプに入っているご利用者の皆さんにもマスクをしていただ
いておりますが、マスクをしていても分かるくらいに皆さんとても素敵な笑顔です。



　　　 介護保険収入
　　　 老人福祉事業収入 
　　　 障害福祉サービス等事業収入  
　　　 医療事業収入 
　　　 その他の事業収入  
　　　 借入金利息補助金収入  
　　　 経常経費寄附金収入  
　　　 受取利息配当金収入  
　　　 その他の収入  
　　　 流動資産評価益等による資産増加額　
　　　 事業活動収入計(1)  
　　　 人件費支出  
　　　 事業費支出  
　　　 事務費支出  
　　　 利用者負担軽減額  
　　　 支払利息支出
　　　 その他の支出
　　　 流動資産評価損等による資金減少額　
　　　 事業活動支出計(2)
　  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  
　　　 施設整備等補助金収入  
　　　 施設整備等寄附金収入  
　　　 設備資金借入金収入  
　　　 固定資産売却収入 
　　　 その他の施設整備等による収入　
　　　 施設整備等収入計(4)  
　　　 設備資金借入金元金償還支出 
　　　 固定資産取得支出
　　　 固定資産除却・廃棄支出  
　　　 ファイナンス・リース債務の返済支出 
　　　 その他の施設整備等による支出　
　　　 施設整備等支出計(5)
　  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  
　　　 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入  
　　　 長期運営資金借入金収入  
　　　 長期貸付金回収収入  
　　　 投資有価証券売却収入  
　　　 積立資産取崩収入  
　　　 拠点区分間長期借入金収入  
　　　 拠点区分間長期貸付金回収収入  
　　　 拠点区分間繰入金収入  
　　　 サービス区分間繰入金収入  
　　　 その他の活動による収入　
　　　 その他の活動収入計(7)  
　　　 長期運営資金借入金元金償還支出 
　　　 長期貸付金支出  
　　　 投資有価証券取得支出  
　　　 積立資産支出  
　　　 拠点区分間長期貸付金支出  
　　　 拠点区分間長期借入金返済支出  
　　　 拠点区分間繰入金支出  
　　　 サービス区分間繰入金支出  
　　　 その他の活動による支出　
　　　 その他の活動支出計(8)
　  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)　
当期末支払資金残高(11)+(12）
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拠点区分
芸術の森

デイサービス拠点

単位　円

(自) 2019年4月1日 (至)2020年3月31日資金収支決算内訳表
法人合計 

勘定科目
グリンハイム拠点 和幸園拠点 地域事業部拠点

合　計

法人本部拠点

本　部 障がい者支援施設
グリンハイム

生活介護事業所
グリンハイム

相談支援事業所
グリンハイム

特別養護老人
ホーム和幸園

和幸園デイサービス
センター

和幸園居宅介護
支援事業所

和幸園ホームヘルプ
サービス事業所

芸術の森
デイサービス

自立訓練型デイサービス
センターあうるの森

グリンハイム
ホームヘルプ事業所
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929,654,540

648,536,812

10,587,035

5,217,322
6,128

12,935,024

1,606,936,861
1,053,324,979
210,976,422
199,313,408
8,533,471
6,150,282

1,500
1,478,300,062
128,636,799
7,996,000

29,600

8,025,600
39,672,000
24,912,718

9,204,696

73,789,414
-65,763,814

13,324,575

17,000,000
4,000,000

34,324,575

29,208,015

17,000,000
4,000,000

50,208,015
-15,883,440

46,989,545
691,434,502
738,424,047

270,000

107,680
76

16,747

394,503
9,421,000

3,040,965

12,461,965
-12,067,462

13,000,000

13,000,000

13,000,000

932,538
12,178,899
13,111,437

561,916,329

10,317,035

320,000
1,838

4,848,372

577,403,574
338,653,271
82,418,576
83,754,346

698,930

1,500
505,526,623
71,876,951
5,246,000

5,246,000
10,452,000
14,435,140

5,628,528

30,515,668
-25,269,668

3,693,198

3,693,198

11,790,835

6,000,000
4,000,000

21,790,835
-18,097,637

28,509,646
177,266,609
205,776,255

52,509,488

304
201,204

52,710,996
37,020,792
5,557,725
4,586,951

47,165,468
5,545,528

100,610

100,610
-100,610

437,280

1,000,000

1,437,280
-1,437,280

4,007,638
37,021,434
41,029,072

10,517,491

123

10,517,614
14,151,485

625,789

14,777,274
-4,259,660

301,830

301,830
-301,830

4,000,000

4,000,000

286,380

286,380
3,713,620

-847,870
16,049,928
15,202,058

82,179,242

680
244,149

82,424,071
64,350,557
13,318,901
7,458,117
60,010

85,187,585
-2,763,514

1,021,855

1,021,855
-1,021,855

-3,785,369
83,910,255
80,124,886

45,709,656

93
2,948,506

48,658,255
44,705,949
178,854
4,229,036

49,113,839
-455,584

14,950

14,950

503,050

503,050
-488,100

4,082,340

4,082,340

876,960

876,960
3,205,380

2,261,696
17,018,125
19,279,821

39,512,650

323
12,224

39,525,197
27,720,878

8,180,103

35,900,981
3,624,216

14,650

14,650

100,610

100,610
-85,960

60,420

60,420

586,615

586,615
-526,195

3,012,061
36,082,802
39,094,863

23,593,504

640

23,594,144
19,533,112

2,205,811

21,738,923
1,855,221

1,000,000

1,000,000
-1,000,000

855,221
52,132,593
52,987,814

16,747,154

36
4,582

16,751,772
16,291,427
3,008,386
1,281,067

8,020

20,588,900
-3,837,128

183,368

183,368
-183,368

4,000,000

4,000,000

410,690

410,690
3,589,310

-431,186
3,468,321
3,037,135

45,600,721

210
2,830

45,603,761
32,590,200
7,027,703
3,296,516
34,400

42,948,819
2,654,942

201,220

201,220
-201,220

271,785

271,785
-271,785

2,181,937
27,610,926
29,792,863

699,905,117

4,789,642
1,805

4,656,410

709,352,974
448,886,308
99,466,277
80,654,707
8,431,041
5,451,352

642,889,685
66,463,289
2,750,000

2,750,000
29,220,000
9,086,890

3,576,168

41,883,058
-39,133,058

5,488,617

5,488,617

13,525,615

9,000,000

22,525,615
-17,036,998

10,293,233
228,694,610
238,987,843
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