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題字  長谷川 惠子 さん  

 

花ものがたり 

花ボランティア  かどた てるこ 

 

花が大好きです。いま、くらし創造の家 朋

(とも)さんのフェンス沿いの花のお世話をさせ

ていただいています。私は朋(とも)さんのご近

所にすんでいます。とっても近いので、水や

りはペットボトルをかかえて歩いていきます。 

 今は、ゼラニウム(赤いもこもこした花・私は

もこちゃんとよんでいます)、ポーチュラカ(松

葉ぼたんのような花)を育てています。私のお

ばあちゃんのトメノさんが大好きだった花で、

トメノさんは「にっち花」とよんでいました。

日進
に っ ち

花
ばな

というわけでしょう。トメノさんは明治

23年 3月生まれ、小学校に一週間行っただ

けであとは子守りをしていました。 

 私は働く母にかわってトメノさんに育てられ

ました。私のいちばん旧
ふる

い記憶はあぜ道で

す。たしか、白いタンポポが咲いていて…。ト

メノさんと一緒に歩いたあぜ道の記憶です。 

 富田町の朋(とも)さんのご近所に住んで三

十年ちょっとになります。まだ新人ですね。私

の母が脳卒中になって、和歌山県新宮市か

らきて同居するようになったのが三十年前で

すから、ここ富田は私の第二のふるさとといっ

ていいでしょうか。 

  

そのころ私は働いていて、つれあいが母の

介護を引き受けてくれていました。お休みの

日には近所の貸農園でサツマイモをつくった

りしていました。 

 田舎ぐらしがいつまでたってもなつかしく、

花屋の前を通るとつい寄ってしまいます。買

うこともあるし買わないこともあります。 

 人間の記憶って不思議ですね。私は花の

名前をふだん、たいていは忘れています。と

ころが、その花の咲いている前を通ると、あっ

そうそう、これは、ふじばかま(藤袴)だ、と思い

出すのです。アジサイ(紫陽花)、ぼたん(牡

丹)、すみれ(菫)など、何も花の名前を知らな

くてもさしつかえはないのす。でも、知ってい

たら、もっと一日一日の生活の味が深まると

思います。 

 

かんわ休題―閑話休題― 

  

花にも体温があることをご存知ですか？ 

おそらく知っている人は少ないと思いま

す。庭を歩いていたら、何かが手に触れまし

た。「あれっ、あったかいなぁ。」と感じました。
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もう一度さわると、やはりあたたかい。(私の体

験談です)その花の名は、ほととぎすといいま

す。お茶の席で使われるお花ですね。小さな

紫色の可愛らしい花です。 

 私達の体温はおおむね 35℃～37℃くらい

ですしょうか。 

 

 花は、地面から水を吸い、葉に栄養をたく

わえて大きくなります。いよいよ“咲きたいな

ぁ”と思う一瞬がきたら、ぱっと目ざめて咲くの

です。“咲いたよ”、って合図をする花もありま

す。あやめ・アイリスは花が開く寸前に「ポン」

と音がします。「えらいねぇ、よく咲いたね。あ

りがとう。きれいだよ。」とほめてあげると花が

喜んでいるようです。だいたいは朝にひらき

ます。 

 

陽のあたる花にむかえば 

  我が心にも広がりてゆくあたたかさ 

 

 かわったダリアを育てたことがあります。近

所の方に茎(竹の節のようなもの)を何個かい

ただいて、埋めて、せっせと水をやりました。

春のことです。あれよあれよという間に見上げ

るように大きくなり、ダリアとはいうものの、咲く

のが何と十二月です。去年は十二月からお

正月にかけて、きげんよくうす桃色の花を咲

かせていました。今年になって枯れてしまっ

て、どうしようかと悩んでいたら、下さった方

が、「地面をみてごらん。新芽がでているか

ら。」とひとこと。よく見たら、小さな緑色の芽

が、「ぼく、ここにいるよ。」というようにきらきら

光っていました。ほっとしました。お日様と

水と土の力でぐんぐん大きくなっています。

ぶじ夏を越し、クリスマスの頃、道ゆく人に見

ていただけるのを楽しみにしています。 

 門の外にも、プランターに花を植えておい

ています。「とられない？」ときく人がたまにい

ますが、とられてもいいと、と思うのです。どこ

かできれいに咲いていればいいというくらい

の気持ちです。 

 花を育てる時、いちばん大切なのが「土」で

す。花は土次第。その花に適した土をさがし

て植えてあげると、きげんよく育ちます。水や

りはたっぷり。土の表面を「ぬらしました」とい

うのがいちばんよくない。「乾いたらたっぷり

のお水を」が大原則です。これがなかなかむ

ずかしい。 

 新型コロナウイルスの影響が大きい世の中

ですが、お花は元気よく育っています。あり

のままの姿で。温暖化の中で、あらら、今ごろ

咲いて、ということもありますが、花のない世

の中は、ちくわの入っていないおでんのよう

で、さびしくてたまりません。花のある日々は

たのしい。最後に朝日歌壇から、お花の短歌

を一首。 

 

生きゆくに多くはいらぬ 

 去りゆくにひとひらの花あればうれしい 

 

 あなたの人生にあなたのお花を咲かせま

しょう。 
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社会福祉法人 高槻ライフケア協会 2019(令和１)年度 事業報告 
 

 

１．法人の主な取り組み               

 （１）賞与の公平な支給 

   2019 年度の賞与は、正規職員は年 2.5 カ月分、非常勤職員は年 0.75 カ月分の給

与を支給し、公平で根拠のある賞与の出し方をしました。 

 （２）ホームページとパンフレットの大幅なリニューアル 

   職員と利用者の確保を目的としたホームページとパンフレットの大きな改定しま

した。各事業所の中堅・若手と事務局スタッフで構成されたプロジェクトチームを

立ち上げ、専門業者と共同で作業を行いました。 

 （３）小規模多機能型居宅介護２事業所と地域密着型デイサービス事業の立て直し 

小規模多機能型居宅介護と地域密着型デイサービスは、前者は全国の事業所の

80％の収支が厳しく、当法人の 2 つの事業所とも事業の存続が厳しい程の財務状況

で、後者は高槻市内の地域密着型デイサービスの定員が 1,100 名分あり、事業所間

の競争が激しく、利用率が 50％を切っている状況です。船井総合研究所のコンサル

タントの協力を得て、事業の立て直しに取り組んでいます。 

 （４）くらし創造の家 朋（とも）生活介護事業所の縮小 

   2 名の常勤職員が退職する 2020 年 4 月までに職員の補充がどうしてもできませ

んでしたので、ご利用者の安心・安全の確保と職員の減員による過重労働を防ぐた

めに、一旦事業を縮小することに決めました。今後、事業再建に向けて取り組んで

いきます。 

 

２．2019 年度決算について 

   昨年度の決算は、2,000 万円の赤字でした。現場職員や役員など関係者の皆様にご

心配をおかけする結果になり、誠に申し訳ありません。大きな原因は、各事業所の

売上が落ち込んだのが原因です。対策としては、各事業所の稼働率を上げることと、

利用者と職員の確保が重要です。 

   他法人の成功事例や関係者の知恵を参考に 

しながら、財政再建に全力で取り組んでいきます。 

 

  

 

https://www.sasagawa-brand.co.jp/tada/detail.php?id=1200&cid=4&cid2=12
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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＜2019 年度決算報告書＞ 事業収支計算書 

                               
             貸借対照表      2020 年 3 月 31 日現在 

収     入 支    出 

科     目 金  額 科     目 金  額 

介護保険事業 
障害福祉サービス 
移 動 支 援 
公 益 事 業 
補 助  金 
処遇改善加算 
特定事業所加算返金 
寄  附 金 
国庫補助金等特別積立金取崩額 

受取利息 
雑  収 入 

149,057,238 
98,293,233 
17,110,425 
7,237,585 

800,000 
23,176,557 
△1,365,787 

239,000 
2,610,242 

2,841 
2,868,300 

人 件 費 
事 業 費 
事 務 費 
減価償却費 
借入金利息 
当期活動収支差額 

259,606,762 
13,330,022 
39,341,823 

7,438,915 
318,672 

△20,006,560 

合     計 300,029,634 合     計 300,029,634 

資産の部 負債の部 

流動資産 139,910,352 流動負債 61,484,998 

現  金 
普通預金 
定期預金 
未 収 金 
立 替 金 
前 払 金 
仮 払 金 

43,868 
43,254,710 
10,300,168 
47,576,522 
38,694,654 

40,430 
0 

1 年以内返済予定設備資金

借入金 

1 年以内返済予定長期運営

資金借入金 

1 年以内返済予定役員等長

期借入金 

未 払 金 
預 り 金 
仮 受 金 
前 受 金 

2,136,000 
 

3,998,400 
 

856,800 
 

50,775,538 
871,571 

2,314,289 
532,400 

固定負債 18,168,000 

設備資金借入金 

長期運営資金借入金 

役員等長期借入金 

13,884,000 
3,141,600 
1,142,400 

固定資産 179,024,432 負債の合計 79,652,998 

基本財産 161,465,700 純資産の部 

土  地 
建  物  

101,796,936 
59,668,764  

基本金 10,000,000 

基 本 金 10,000,000 

その他の固定資産 17,558,732 国庫補助金等特別積立金 32,540,757 

建  物 
車輌運搬具 
器具及び備品 
権  利 
投資有価証券 

10,527,247 
3,788,598 

354,087 
2,885,800 

3,000 

次期繰越活動収支差額 196,741,029 

次期繰越活動収支差額 
（うち当期活動収支差額）  

196,741,029 
△20,006,560 

純資産の部合計 239,281,786 

資産の部合計 318,934,784 負債及び純資産の部合計 318,934,784 
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穴や隙間がないか仕上がりを入念にチェック。 

 

サービス提供実績 (2020年３月～５月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇特定非営利活動法人 

 

 

 

 

 

▼感染症対策本部設置 

これまで、幸いにも私たち法人のご利用者・職員からは、感染者を 

出さずに済んでまいりました。今後、感染症対策本部を軸に、さらに 

感染予防に努めてまいります。 

地域交流センターあすなろボラン 

ティアスタッフのご協力を得て、防 

護服や飛沫感染防止のパーテー 

ションを作製し、順次現場に配備し 

ています。スタッフの皆様に、改め 

て感謝申し上げます。 

≪福祉移送サービス≫ 

利用件数 31 件 

利用時間 765 分 

利用距離 312.0 ｋｍ 

◇社会福祉法人 

≪訪問介護≫ 

利用件数 2,346 件 

利用時間 1821.31 時間 

生活援助 590.56 時間 

身体介護 1230.75 時間 

≪介護予防訪問介護≫ 

利用件数 752 件 

利用時間 682.43 時間 

 

 

≪ケアワーカー派遣サービス≫ 

利用件数 211 件 

利用時間 176.50 時間 

家事援助 140.50 時間 

身辺ケア 25.00 時間 

社会的援助 11.00 時間 

 

 

≪障害福祉・居宅介護≫ 

利用件数 2,442 件 

利用時間 2373.25 時間 

家事援助 1218.25 時間 

身体介護 1035.00 時間 

通院介助 120.00 時間 

≪重度訪問介護≫ 

利用件数 109 件 

利用時間 197.00 時間 

≪同行援護≫ 

利用件数 324 件 

利用時間 928.50 時間 

≪移動支援≫ 

利用件数 417 件 

利用時間 912.50 時間 

 

 

防護服作製プロジェクトチーム
が高槻市長に表敬訪問。早速試
着していただきました。 
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事業所 

  だより  

小規模多機能型居宅介護 あすなろ

五月になり、あすなろの窓の向こうは新緑

一色で、絶好の外出日和！しかし世の中は

いまだに新型コロナウィルスの影響で外出は

自粛せざるをえません。そんな中、誕生日を

迎えた利用者さんが三月は２名、四月は３名

おられました。 

三月生まれの Tさん。「イチゴ大好き！」との 

リクエストにお応えして、スタッフ手作り超豪

華イチゴバースディケーキでお祝いしました。 

 

“今日の主役は私”と言わんばかりのピース

サイン。同じ三月生まれの A さんと共にハイ

ポーズ！四月生まれの O さんは皆様からの

お祝いの歌に少し照れた様子で「ありがとう。」

と何回も言って、スタッフからのメッセージカ

ードを声に出して読んでいました。四月生ま

れの利用者さんはそれぞれ、９８歳、９２歳、 

９０歳となられました。来年もお元気でお誕生

日をお祝いしたいです。 

訪問介護 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため

日常生活が一変しました。利用者さん、ご家

族とも体調に関して過剰な心配や、楽しみな

余暇活動や外出の機会が減るなど、多くのス

トレスがかかっています。職員一同感染防止

のため、出来る限り笑顔でご利用者さん宅へ

お伺い出来るよう日々努力しております。ケ

アの最後に利用者さんから「お互いコロナに 

 

 

 

 

 

 

 

負けないように頑張ろうね！」とお言葉を頂く

事も多く、身が引き締まる思いでいっぱいで 

す。気を緩めず、感染予防に努めて頑張っ

ていこうと思っています。（K） 

                         

通所介護 

４月に緊急事態宣言が発令された当初は、

利用者さんのマスクの着用がなかなか定着

せず「あっ！忘れてた。」と慌ててする人や、

「いつまでするの？」と不安な人、「寂しいか

ら近くに座りいや。」と言う声も聞かれました。 

普段と違う状況に戸惑う様子が見受けられま 

 

 

したが、皆さんすばらしい事に徐々に順応さ

れ、自分からマスクをつける人、家族の協力

がある人も元気にデイサービスに来られてい

ます。職員も感染予防に努め、一日も早く通

常の生活に戻りますよう心から願っています。



 
 

7 

 

くらし創造の家 朋(とも) 生活介護

〈リメイク缶・鉢づくり〉 飲み終わった

ジュース缶の蓋と底を缶切りでくり抜き、底の

部分を潰して逆三角形の形にします。そこに

ミルキーペイントという絵の具で下地の色付

けをし、ラベルや手書きのイラストを紙に書い

てボンドで貼り付けます。その上からニスを塗

り乾かすと完成です！ 

S さんは、自分がいつも使っている、可愛

いクマのぬいぐるみの絵を一生懸命紙に書

いて缶に貼り付けました。そのぬいぐるみは S

さんにとって、とても大切なぬいぐるみなので

利用者さんにはラベル作りと缶の色塗り、で

きた缶のニス塗りをやってもらっています。世

界で一つの思い入れのあるリメイク缶になりま 

 

した。車椅子の K さんは、右手に柄の大きい

刷毛を持って植木鉢にペンキを塗るのが得

意です。刷毛に少量のペンキをつけたものを

持って、スタッフが鉢を近づけ、K さんに大き

く手を２、３動かしてもらうといい具合に少しか

すれた柄が鉢に浮かび上がります。 

このように、利

用者様の得意な

ことや好きなもの

を作業に取り入

れていくと１つ１

つ個性的な鉢が

完成しました！ 

            

くらし創造の家 朋(とも) 小規模多機能型居宅介護 
 

新型コロナウイルスの流行で、息子さんや

娘さんが帰省することができず、淋しい思い

をしている利用者さんも多かったのですが、５

月１０日(日)母の日、綺麗な真っ赤なカーネ

ーションが届きました。メッセージつきの素敵

な花束でした。送り主は、遠方に住むＫさん

の娘さんでした。花が大好きなＫさんは「これ

娘から？えー！カーネーション？綺麗やなぁ、

娘が送ってくれたん？ほんまに？」とびっくり 

しつつも、目を輝かせて喜んでいました。そ 

 

のカーネーションを朋に飾らせてもらっている

と、他の利用者さんも「カーネーション綺麗や

な。」、「カーネーション？あ！そうか母の日

かー、私も息子に昔はもらったわー。」と会話

に花が咲いていました。自粛ムードの中、外

出の機会が少なかったのですが、このカーネ

ーションのおかげでお部屋が明るくなり、今

度は、皆さんで、本物のお花を見に出掛けら

れたらいいなと 

思っています。
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    ご協力に感謝します（敬称略・順不同）2020年 4月 1日～6月 15日 

＜社会福祉法人＞  

□寄附金 累計 129,000 円  

金岩正義、柗上利男、吉川信子、丸山美紀、安見次生、筒井乃り子。 

□寄 贈 宮地裕美、中嶋行雄、野口直美、大神尚武、川浪スヱ子、池田悦子、小川裕美

子、藤井典彦、岩田由美子、柏木葉子、(株)ファーストリテイリング柳井正、クレドール(株)

藤井典彦。 

＜ＮＰＯ法人＞ 

 □後援会費 累計 128,000 円 

  馬庭京子、有川洋太郎、澤田知子、東和、矢倉里美、為ケ谷奈穂美、森田和江、土井景

子、河坂昌利、尾畑美智子、深尾政子、小島由美子、辻田みちこ、乾千鶴子、(税)平成事

務所、松崎貴之、松岡由美子、奥田稔、梅田和子、北畑政和、青木正子、岡上真一、鍵

谷誠一、布施和生、小沢福子、鈴木加代、田口容子、北島正親、西口昌子、野口かよ子、

(有)川居精米所、服部章子、松倉弘枝、田伏洋一、吉川信子。 

□寄附金 累計 23,000 円 小林フジ子、牧口明、吉田みい子、    

牟田倫文、鈴木みどり。 

  

   マスクのプレゼントに感激！ 

  多くの手作りのマスクや立体不織 

布マスクをいただきました。 

ありがとうございます！ 

編集後記   

新型コロナウイルス対策で、外出自粛は、

時に苦痛を覚えることもありました。マスク

を布で手作りしたり、防護服をビニール袋で

作ったり、フェイスシールドをクリアファイ

ルで作るなど医療現場でも様々な工夫が施

されています。私たち介護職員も、マスク、

手洗い、うがい、三密に気を配りながら、皆

さまのケアにこれからも笑顔で携わらせて

いただきたいと思います。「コロナに負ける              

な！」               (A) 
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