
ご 挨 拶 

平素からグリーンヒル順正に対しまして、格別のご高配を賜り誠に有難うございます。 

今年は例年より早く梅雨に入りました。うっとうしい天気が続いておりますが、皆様方におかれましてはお変わりございませ

んでしょうか。 

新型コロナウィルス感染拡大が続き、いつもと違う緊張で令和３年度を迎えました。コロナの影響により昨年度は、恒例に

なっておりましたご家族の方々、地域との交流の場でありました「秋祭り」「家族交流会」を中止せざるを得ませんでした。面

会につきましても「オンライン面会」という形でさせて頂き、なかなか自由な面会ができない現状で、ご家族の皆様のご理

解、ご協力をこころより感謝しております。  

 新年度になった、ある晴れた春の日に、玄関先の桜を利用者の方々と一緒に眺めておりました。車いすに乗られていた

利用者の方が「気持ちがいいねぇ・・・あそこに何かいるみたい」と飛び交う燕の姿を見ようと一歩足を踏み出されていまし

た。 「心が動けば身体が動く」まさにその通りで、そのような日常の中で利用者お一人おひとりの「心が動く」ケアを大切に

していきたいと思っております。 

 依然、終息の兆しも見えない中での生活ですが、引き続き感染予防対策を十分に行いながら職員は利用者の方に安心

して、心地よい生活が送れるよういろいろな工夫を凝らしております。今後ともより一層の、ご支援、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。                                           施 設 長   礒 村  葉 子 
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令和3年度、はじめて迎えた春。今年もグリーンヒル
順正の庭には桜が⾒事に咲きました。コロナでなに
かと慌ただしい⽇々が続きます。それでも今年も春
の⾵はやわらかい。花曇りの下、利⽤者様と⼀緒に
⽇向ぼっこをしながら、そんなことを感じ合いまし
た。春は始まりの季節。今年度もあたたかく、楽し
い⽇々でありますように。

令和3年度特別養護⽼⼈ホーム事業計画
■⽔分補給を⼗分に⾏い、体調不良なく安⼼して過ごして
いただく。
□⼗分な⽔分補給ができる環境、仕組み作りをする。
□業務・業務時間の⾒直しを⾏う。
■楽しみや役割を持ち、⽣きがいのある⽣活が送れるよう
に援助する。
□⼀⼈ひとりの楽しみ、性格、⽣活歴を把握する。
□余暇活動の充実を図る。

⾷事は楽しみの⼀つ。5⽉の
初めのある昼⾷に、有名店の
カレーがでました！利⽤者様
は「美味しい！」と感嘆の声。
⼀⽅職員は「私も⾷べたかっ
たー。」と、思わずもらして
いました。

⽇常のなかには思わずクスッとなったり、笑顔が
あったり、時にはちょっとした驚きもあったり。
そんないつもの⼀⽇の⼀部をご紹介します。

土の匂いを感じて

鯉のぼりも休憩

一口ひとくち

よく噛んで

両手のなかの

ちいさな春

花も笑う

陽だまりの庭

緊迫

ナイス

ポージング！！

誕生会は

ちょっぴり緊張

ケアワーカー

佐場威仁
ケアワーカー

吉国直樹
作業療法⼠
⽥島鶴美
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節節分分、、ひひなな祭祭りり、、おお花花見見、、毎毎月月のの誕誕生生日日会会

ななどど、、いいろろいいろろなな行行事事をを行行っってていいまますす。。

この写真の

節分

誕生会

おでんパーティー

お花見

ノンアルビールで

乾杯じゃー！

今年は例年より早く桜が咲き、皆様日替わりで施設外の桜を見て頂

きました

44月月よよりり異異動動ししままししたた。。よよろろししくくおお願願いいししまますす。。

ケアワーカー

主任

三村 昌子

ケアワーカー

畑 峰子
ケアワーカー

森川 裕香

ケアワーカー

石井 孝典
ケアワーカー

アンガ コサシ

弁当うまいで！

職員の愛情こもっ

たおでん。

ケアワーカー主任

兼介護支援専門員

西平 周太

新新規規採採用用
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ご利用について、ご質問を承っております。見学も大歓迎です。

ＴＥＬ(0866)231231 担当：戸田

ケアワーカー

古舞 好宏 （特養から）小見山 京子（特養から）

田中 友美（特養から） 石田 知子 （ユニットから）

村上 珠季 （新規採用）

看護師

ふるまい よしひろこみやま きょうこ

たなか ともみ

むらかみ たまき

いしだ ともこ

新新年年度度ににああたたりり、、職職員員のの異異動動ががあありりままししたた。。

ここれれかかららもも、、よよろろししくくおお願願いいししまますす。。
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入入居居者者相相互互・・入入居居者者とと職職員員のの信信頼頼関関係係をを築築きき
ああたたたたかかくく家家庭庭的的でで心心地地よよいい環環境境のの中中 日日々々
楽楽ししくく生生ききががいいをを持持ちち 生生活活ががででききるるよようう
努努めめてていいききたたいいとと思思いいまますす

毎日 いろいろな事をして楽しんでいます！！

入入居居者者募募集集中中

ケアハウス グリーンヒル順正
生活相談員 塩田千枝子

TEL０８６６－２３－１２３４

手作り雛 豆まき リハビリ体操
手作りだから
最高に美味い❣。

さて・・
どんな味かなぁ かるた ・ トランプ ・ 歌の会

パズル ・ 塗り絵

イチゴ大福 ・ お好み焼き

外で食べるお弁当は最高でした！！
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                 ４月より居宅介護支援事業所の管理者に就任いたし 

             ました。まだまだ未熟者ではありますが、皆様が地 

域で活き活きと生活を送ることができるようお手伝

いさせて頂きます。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

ご高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止ができる 

よう、また住み慣れた地域でサービスを必要とする方に 

必要なサービスが提供できるよう心を込めて支援させて 

頂きます。お困りの際はいつでもご相談ください。 

よろしくお願いいたします。 

                  ４月よりデイサービスから異動となり、在宅介護支

援センター長兼介護支援専門員に就任いたしまし

た。以前在籍していた部署でありますが、当時とは

制度も大きく変わっており、日々勉強の毎日です。

よろしくお願いいたします。 
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施設先行接種で４月下旬から高梁中央病院様のご協

力の元、入所者様、職員へ新型コロナワクチン接種を

行いました。２回目は５月下旬。初めてのことで、不

安や緊張がありましたが、大きな副作用もなく無事に

終わりました。 
引き続き利用者様の体調管理に努め、感染予防に十分

気を付けて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       
  

 

今年度から給食業者が変わりました 

４月より施設内の厨房で調理するスタイルへ移行しました。どの食事形態の方

でも満足いただけるよう作っています。みなさんから前より美味しくなったと

いうご意見いただいています！！ 

 

 

 

ここは配膳室！ 

昼食準備中… 

最終チェック！！ 

忘れ物は無いかな

出来上がった煮物！ 

手前はお肉が苦手な方用 

お昼のメニュー 

鶏南蛮うどん シイラの山椒焼き 

４月にデイサービスから特養に配属 
となりました「北添直美」です。 
どうぞよろしくお願い致します。 
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〈経常活動による収支〉 単位：円

施設整備等収入計 

財務活動（繰入金等）収入計

決算額

支
出

経費支出（事務費支出）

26,272,000

642,000 施設整備(固定資産）等支出計

※令和２年度は新型コロナウィルス感染対策のための経費増額

・『介護職員等特定処遇改善加算』を算定し、介護報酬の増収

・特養電動ベッド、リモート面会環境、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ送迎車両購入

・奨学金貸与事業２年目

〈財務活動による収支〉

10,260,000

533,852,700

91,699,000

社会福祉法人順正  グリーンヒル順正      （自）令和２年４月１日   （至）令和３年３月３１日

決算額

　　　　　　（事業費支出）

人件費支出 371,101,000

3,357,000

       勘定科目

6,126,700

5,672,000

237,000

経常活動収入計 

（内利用負担金収入）

老人福祉事業収入

その他補助金事業等収入

借入金利息補助金収入

収
入

市町村委託事業収入

〈施設整備等による収支〉

令　和　２　年　度　　　収　　　支　　　決　　　算　　　書（全体）

介護保険収入 492,188,000

56,326,000

                    勘定科目

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入

財務活動資金収支差額 -2,800,000

17,521,000

施設整備等資金収支差額 -16,879,000

借入金利息支出 403,000

84,790,000

財務活動（繰入金）支出計

前期末支払資金残高 

経常活動資金収支差額 

奨学金貸与支出

経常活動支出計 

その他の支出

1,260,000

13,060,000

18,595,700

1,377,000

463,210,000

515,257,000

当期末支払資金残高 462,126,700

当期資金収支差額合計 -1,083,300

編集と発行 

社会福祉法人 順正福祉会 

特別養護老人ホームグリーンヒル順正 

〒716-0068 

岡山県高梁市松原町神原２２８１－８ 

TEL：0866-23-1234  FAX：0866-23-1232 

E－mail：greent01@kibi.ne.jp 

併設 ショートステイ、デイサービスセンター 

   ケアハウス、居宅介護支援事業所 

   在宅介護支援センター 

編編集集後後記記  

 新型コロナ終息はいつ訪れるのでしょう

か。今年度のグリーンヒル順正秋祭りについ

ては中止とさせて頂くこととなりました。 

 今号ではコロナ禍の中で中々外出できな

い利用者様の施設内での一コマをお届けい

たしました。 

 一日でも早く終息し、皆様の日常が取り戻

せることを祈るばかりです。今後ともよろし

くお願いいたします。 

グリーンヒル順正ではホーム

ページを開設しております！

日々の利用者様のご様子、

施設行事、お知らせ等 随時

更新しておりますので、一度

チェックしてみてください☆ 

携帯からも見えます！！ 

 
グリーンヒル順正 

～～  ううれれししいい出出来来事事  ～～  

  

ホームページを更新していく中、利用者様のご家族からメッセージが届きました(^^♪ 

「世世間間ががココロロナナ、、ココロロナナでで、、ななかかななかか直直接接のの面面会会もも叶叶わわなないい中中でですすがが、、行行事事のの様様子子ををホホーームムペペーージジ上上でで知知るる

ここととががでできき、、おおばばああちちゃゃんんのの笑笑顔顔をを見見てて、、ほほっっとと安安心心ししてていいまますす。。写写真真をを保保存存ささせせてて頂頂きき、、母母やや伯伯母母へへ連連絡絡をを

入入れれ、、喜喜んんででももららっってていいまますす。。職職員員のの皆皆様様もも、、通通常常以以上上にに感感染染症症対対策策にに気気をを遣遣わわれれてていいるる日日々々ででししょょううがが、、一一

言言おお礼礼ををおお伝伝ええししたたくくメメーールルささせせてて頂頂ききままししたた。。ままたたリリモモーートト面面会会ででああっったたりり、、いいずずれれ状状況況がが落落ちち着着いいたた際際ににはは

直直接接のの面面会会ががででききるるよよううににななるるののをを心心待待ちちににししてておおりりまますす。。」 

当施設として本当にありがたく、うれしいメッセージを頂き、感謝感激です(´；ω；`)ありがとうございました！ 
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