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瑞祥会と地域を結ぶ会ではドローンを活用した
地域貢献事業を行っており、学校の空撮や少年
スポーツ大会の集団撮影などにご協力させてい
ただいております。
ドローンが音を立てて空に舞い上がると、子ど
もたちの歓声が響き渡り、空に向かって大きく
手を振ってくれる、そんな様子を見ると私達の
活動が思い出に残るものになっているんだなと
実感できます。

コロナ禍で地域とのつながりが少なくなってきて
いるからこそ、結ぶ会の持っている力を工夫し、
貢献できるよう努力していきたいと思っています。
今後も依頼があれば空に向かってドローンを飛ば
し、地域の皆様の笑顔を増やしていきたいと思い
ます。

撮影依頼は以下の連絡先まで
サンパール白鳥・浅野（0879-23-1400）
個人の方、営利目的の方のご依頼はお受けいたしかねますのでご了承くだ
さい。撮影場所は、瑞祥会の施設所在地域とさせていただきます。

サッカー大会空撮

白鳥中学校全景写真撮影

リリックケアセンター
では、コロナ禍で
あっても、利⽤者様
に少しでも夏を感じ
てもらおうと、8⽉に
夏祭りを開催しま
した。
おもちゃの⾦⿂
すくい、ヨーヨー
釣りを⾏い、景品
のメンコや紙⾵船
をお渡しすると、
「なつかしい」
「孫にあげたい」との喜びの声が聞かれました。
また、通所リハビリの⽅々は、職員と⼀緒に炭坑節
を踊ったり、花⽕の映像を⾒て夏祭りを満喫しました。
⼊所者の⽅々には、職員が松原太⿎の演奏を披露させ
ていただき、アンコールが起こるなど⼤変好評となり
ました。

⼊浴をより快適に！湊荘のノーリフトケアが進化！
湊荘ではノーリフティングケアを推進していますが、今回
はお⾵呂をより安⼼安全に使いやすくするために⼊浴⽤
リフトを導⼊しました。
職員の負担軽減だけでなく、利⽤者様が楽な姿勢で安全に
⼊浴することができます。実際に職員が試してみました
が、リフトに乗っている感覚はほとんどなく、怖さや痛み
は全くありませんでした。利⽤者様からも快適にゆったり
⼊浴できると好評です。



サンパール⽩⿃では、以前より、不定期に開催していた
施設内ショッピングを実施しました。
コロナ禍による外出控えや⾜腰に不安が出てきている
⼊居者様に少しでも『買い物する楽しさ』を感じていた
だこうと企画しています。職員が⼊居者の皆様から聞き
とりを⾏い、欲しいもの、⾷べたいものを近所の
スーパーで購⼊し、
職員が店員となり
店舗形式で提供し
ています。
今回も完売⼤盛
況。今後もこうい
った催しを企画し、
コロナ禍であって
も楽しみのある
施設サービスを提供していこうと思います。

この度、令和3年7⽉1⽇付で、引⽥荘の施設⻑を拝命
いたしました島崎久美と申します。ご利⽤者様、ご家族
様、地域の皆様におかれましては、⽇頃より引⽥荘のサ
ービスにご理解とご協⼒を賜り、⼼より厚く御礼申し上
げます。
引⽥荘をより良い施設にするために、コロナ感染予防
対応、ノーリフティングでの介護⽅法の習得、再加熱⽅
式での⾷事提供等、取り組まなければならないことが⼭
積しておりますが、今までの引⽥荘の良いところを⽣か
しながら、変化を恐れず、新しく取り⼊れるべきことは
積極的に取り⼊れ、地域の皆様に⽀持していただけるよ
うな施設を⽬指します。
職員⼀丸となって新⽣引⽥荘を
作っていきたいと固く決意しております
ので皆様⽅の⼀層のご指導ご鞭撻を
賜りますよう、前任者同様お願い申し
上げまして、就任挨拶といたします。

その他の活動

●会員の皆様へマスクの配布
●市内小中学校へ消毒石鹸の配布
●ドローンによる白鳥中学校全景
写真撮影

コロナ禍で活動が制限される中、以下の内容
で地域の皆様とつながりを持たせていただき
ました。

ご厚志いただいた方々 R3.1.1～
R3.7.31

介護職員 看護職員

福利厚生その他職員（時給848円～）

食器洗浄 朝・昼・夕の2時間程度から選択
送迎 朝・夕2時間ずつ
洗濯 3時間程度・時間は応相談
清掃 4時間程度・時間は応相談

通勤手当
バースデイ手当
地域手当
育サポ手当
育休早期復帰手当
学童保育利用補助（5000円上限として補助）
実務者研修費用補助（費用補助で安心して介護福祉士が目指せます）

扶養手当
住宅手当
永年勤続表彰金
資格取得表彰金
パート職員期末手当有

介護福祉士 227,338円～ 賞与年3回（2.5カ月）
資格なし 200,600円～ 賞与年3回（1.5カ月）
パート職員 資格なし 850円～

介護福祉士 950円～
賞与年２回あり

※10年以上経験のある介護福祉士は経験加算・特定
処遇改善加算手当によりアップします。

看護師 237,162円～ 賞与年3回（2.5カ月）
准看護師 225,750円～ 賞与年3回（2.5カ月）
パート職員 看護師 1,200円～

准看護師 1,050円～
賞与年２回あり

※10年以上経験のある看護職員は経験加算・特定
改善手当（法人独自）によりアップします。

介護
なし

松井宣⼦様 佐藤⼋千枝様
橋本和⼠様 脇康男様
操⾕信輔様

賞与年２回あり



瑞祥会と地域を結ぶ会事業方針

令和3年度収入支出予算

科 目 本年度予算額 前年度予算額
会費収入 800,000 100,000
賛助会員
雑収入 200,040 40
繰越金 4,527,921 4,530,418
収入合計 5,527,961 4,630,458

科 目 本年度予算額 前年度予算額
印刷製本費 10,000 10,000
会議費 10,000 10,000
役務費 50,000 50,000
人件費 100,000 100,000
消耗品費 100,000 100,000

役員・地区委員会開
催費 0 0

生きがい健康対策事
業費 500,000 100,000

盆踊り大会開催費 200,000 0
地域懇談会開催費 0 0
ボランティア活動
推進助成費 100,000 100,000
機関紙発行費 50,000 50,000
職員研修助成費 300,000 300,000
雑 費 200,000 30,000
予備費 50,000 50,000
支出合計 1,670,000 900,000

（収入の部） （単位：円）

（支出の部） （単位：円）

令和3年度事業計画
年 月 事 業 内 容 備 考

R3 ６ 監査 令和元年度諸帳簿監査

７ 役員・地区委員会
（文書配布） 令和2年度事業報告、決算報告

令和3年度事業計画、予算審議

８ 会員募集 中止

８ 夏祭り 引田荘、湊荘

９ ずいしょう114号発行 賛助会員及び一般会員
小中学校配布

９ 生きがいと健康づくり
対策事業 ゲートボール大会

10 生きがいと健康づくり
対策事業 グラウンドゴルフ大会

12 生きがいと健康づくり
対策事業 少年サッカー大会

R4 １ ボランティア活動推進
助成事業 小学生年賀状コンクール

２ ずいしょう115号発行 賛助会員及び東かがわ市
全戸配布

３ 生きがいと健康づくり
対策事業 パークゴルフ大会

藤井新会長
就 任 挨 拶

秋⾵が肌に⼼地よい季節となり、会員の皆様にはご清祥にお過ごしの
こととお喜び申し上げます。
この度、三⾕前会⻑からバトンを引継ぎ、本会の会⻑に就任いたしま
した。30年を超える歴史を持つ結ぶ会の会⻑に就任するということで、
いささか不安はございますが、役員、会員の皆様のご指導のもと、熱意
を持って本会の運営に取り組んでまいる所存でおりますので、どうかよ
ろしくお願い申し上げます。
本会の事業⽅針は瑞祥会の経営する各施設と地域社会との交流を推進
し、よりよい地域福祉の向上を図ることにあります。そして、市当局は
じめ、社会福祉協議会、各種団体と連携をすすめ、地域の⽅々の理解を
深めていただくよう努⼒し、『施設の後援会』としての使命を果たすこ
とが重要であると認識しております。⾼齢者の健康増進事業に始まり、
今では⻘少年育成事業と、幅広い事業運営により、地域と瑞祥会の橋渡
し役を担っていることを⾃覚し、地域福祉向上の⼀翼を担うべく、ます
ます発展していくことを⽬指してまいります。
今後なお⼀層ご⽀援ご協⼒の程、よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様のますますのご繁栄を⼼より祈念いたしま
して、会⻑就任の挨拶といたします。

昭和60年に地域有志の皆様のご協⼒を得て発⾜した「瑞祥会と地域を結ぶ会」は、今年で37年⽬に⼊ることが
できました。今年度も、瑞祥会の経営する各施設と地域社会との交流を推進し、よりよい地域福祉の向上を図っ
てまいります。



瑞祥会と地域を結ぶ会事業報告

令和２年度収入支出決算

令和２年度事業報告

科 目 本年度予算額 本年度決算額
会費収入 100,000 880,000
雑収入 40 260,038
繰越金 4,530,418 4,530,418

収入合計 4,630,458 5,670,456

科 目 本年度予算額 本年度決算額
印刷製本費 10,000 6,118
会議費 10,000 0
役務費 50,000 64,112
人件費 100,000 100,000
消耗品費 100,000 100,000

役員・地区委員会開
催費 0 0

生きがい健康対策事
業費 100,000 299,401

盆踊り大会開催費 0 0
地域懇談会開催費 0 0
推進助成費 100,000 42,920
機関紙発行費 50,000 15,752
職員研修助成費 300,000 303,122
雑 費 30,000 211,110
予備費 50,000 0

支出合計 900,000 1,142,535

（収入の部） （単位：円）

（支出の部） （単位：円）

令和２年度瑞祥会と地域を結ぶ会決算書

三谷会長
退任挨拶

年 月 事 業 内 容 備 考

R2 ６ 監査 令和元年度諸帳簿監査

７ 役員・地区委員会
（文書配布） 中止 アルコール除菌剤配布

文書配布

８ 会員募集 中止

８ 夏祭り 引田荘、湊荘 中止

９ 生きがいと健康づくり
対策事業 ゲートボール大会 中止

10 生きがいと健康づくり
対策事業 グラウンドゴルフ大会 中止

12 生きがいと健康づくり
対策事業 第２回少年サッカー大会

R4 １ ボランティア活動推進
助成事業 小学生年賀状コンクール

２ ずいしょう113号発行 賛助会員及び東かがわ市
小中学校及び公的機関に配布

３ 生きがいと健康づくり
対策事業 パークゴルフ大会 中止

自令和２年４月１日 至令和３年３月３１日自令和２年４月１日 至令和３年３月３１日

総収入額 5,670,456円
総支出額 1,142,535円
次年度繰越金 4,530,418円

総収入額 5,670,456円
総支出額 1,142,535円
次年度繰越金 4,530,418円

さわやかな季節を迎え、会員の皆様にはご清祥にお過ごしのこととお喜び
申し上げます。
コロナ禍で皆様にお会いできない中ではありますが、この度退任させて
頂くこととなりました。
前会⻑中端正美様、瑞祥会前理事⻑樫村徹様のご推挙を頂き、平成18年7
⽉25⽇に会⻑に就任させて頂きました。
中端会⻑からバトンを受けとって15年、地域の皆様のご⽀援を受け、微
⼒ではありますが⼤任を果たさせて頂き、⼼より厚く御礼を申し上げます。
就任の間、結ぶ会の各種⾏事において、地域の皆様との交流の機会を与
えていただき、地域と瑞祥会のつながりの深さ、そして瑞祥会の後援会とし
ての役割の重要性を認識することができました。
⼀昨年より、⻘少年育成の⼀環としてサッカー⼤会を開催し、⼦どもた
ちのハツラツとしたプレーを⾒ることができたのも思い出深いものとなり
ました。
私は、退任いたしますが、地域と福祉⾏政に誰よりも理解のある藤井秀
城新会⻑にご就任頂いたことは⾮常に頼もしい限りであります。今後も新会
⻑を中⼼に、地域の皆様と瑞祥会がより深い絆で結ばれる、そんな活動の
実現に向けご尽⼒賜りますようお願いを申し上げます。
多年にわたるご⽀援、ご協⼒に対し⼼から厚く御礼申し上げて、私の退
任のご挨拶といたします。
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