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「あっとホームだより」は、おかげさまで第50号の発刊を迎えました。



日頃から、私ども社会福祉法人梓の郷の運営にあ

たり、ご利用者の皆様をはじめ、ご家族、地域の皆様

方などから暖かいご支援とご協力をいただき心から

感謝申しあげます。

今回の「あっとホームだより７月号」は、創刊から

50号を迎えた記念号となります。

2001年12月に介護老人福祉施設とグループホーム

を併せ持つ「サルビア」が開設され、運営も順調に

軌道に乗りかけた2003年５月に広報誌「あっとホー

ムだより」を創刊し、概ね年間２回の発行を続けてま

いりました。お陰様で、この度、第50号を発行するこ

とができ、発行にあたり、ご尽力、ご協力を賜りまし

た関係各位の皆様に厚く感謝し、心からお礼申しあ

げます。

創刊号には、青木 弘 初代理事長の創刊にあたって

の抱負を掲載しております。

青木理事長は、「サルビア」の３つの特徴として、

生活環境を重視した全室個室のグループケアユニット

であり、介護職員が高齢者の介護、支援に専念でき

ること、「家族室」を２室備え、家族とともに入居者

を支えること、そして、これらの先進の介護システム

を全国どこへでも展開できるスタンダードとして構築

していくことを掲げており、その先駆的な熱い思いを

窺い知ることができます。

私どもは、その思いのもと、取り組みを普及させる

とともにご利用者及びご家族、住民の皆様の声を取

り入れながら、この20余年の中で事業拡大を図り、

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅など施設介護サービスや居宅介護支援、訪問介護

支援、デイサービスなど在宅介護サービスを提供し、

地域住民の皆様と歩んでまいりました。

今後も、住み慣れた地域で自立した皆様の生活を

支援するため、新たな発想を持って、超少子高齢社

会を支える新しい介護の世界を梓の郷の総力で切り

開いていく覚悟でございますので何卒ご協力を賜りま

すようお願い申しあげます。

また、「あっとホームだより」は、広報誌の大きな役

割の一つである施設の様子、話題、動向を、ありのま

まの「梓の郷」の姿としてお伝えしてまいりますので、

是非ともご愛読いただければ幸いでございます。

終わりに、一日も早く、安心で安全な生活を取り戻

すことができるよう強く願うとともに皆様方のご健勝

をお祈りし、ご挨拶とさせていただきます。

2022年７月１日

「あっとホームだより」
　創刊50号の
　発行にあたって

令和４年度入職式

創刊50号

令和4年度社会福祉法人梓の郷入職式および新人研修が執り行われました。
今回は新卒含めて13名の新たな仲間を迎えての始まりです！
新卒・経験者関係なく、同期で入職した仲間は今後の貴重な財産です。
皆さんと一緒に働けることを嬉しく思います！

　社会福祉法人梓の郷の広報誌「あっとホーム
だより」は、平成15年5月8日に創刊してから今号
で50号を迎える事ができました。

　今回は創刊号を出した平成15年度入職の職員にインタビューをいたしました。

社会福祉法人　梓の郷
業務執行理事
樋 口 　浩

松 澤　美 怜

趣味・好きなこと

まつ ざわ み れい

介護老人福祉施設サルビア　
介護職員

奥 原　和 幸
おく はら かず ゆき 住宅型有料老人ホーム　泉の里

いずみのさとＡＷ　管理者

音楽を聴くことです。通勤時や出かけるときの息抜きになります。
好きな歌手はAAA（トリプル・エー）です。
特に「恋音と雨空」という曲は私の中で心に残る曲です。

仕事への意気込み
入職して2か月に経って徐々に慣
れてきました。
サルビアに実習で来たときから
職員、入居者様とも雰囲気が良
いところだと感じていました。
その方に合った介護方法を気づ
きながら入居者様との信頼関係
を深めていき、より良い介護を目
指していきたいです。

新人職員紹介

入職当時の仕事への想い
最初に介護老人福祉施設サルビアへ入職してから約18年が過ぎました。
当初は、現場で介護職員としてご入居の皆さんと関わらせていただきました。
当時、支援していく上で決めていたことがありました。
それは、1日1回は様々な場面での関わりから孤独感や不安感を抱えている個々の入居者さん
から笑顔を引き出し、一瞬でも喜びを感じてほしいとの想いからケアに取り組んでいました。

新人職員へのメッセージ
新人職員の皆さんも現場で支援していく中で、自分自身が達成できる、小さな目標で構いませ
んので取り組みを続けることで、やりがいを得られるはずです。新人職員の皆さんも壁にぶつか
り、悩むこともあるでしょう。その時こそ上司、先輩職員や同僚職員になんでも相談して下さい。
一緒に乗り越えることで必ず成長していきます。
応援していますから頑張りましょう！！

入職時

18年後
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敷地内に植樹してある桜の
つぼみもほころび始め、毎年
そこでお花見をしていたことを
思い出すと…懐かしいです。

カラオケは元々、週に一回程度は実施していたのですが、
やはりコロナには勝てず12月頃を最後に中止していました。
今回は感染対策を講じたうえでしめやかに開催。
選ぶ歌も春のものが出始めて、こんなところにも季節の移
ろいを感じます。

春の季節を代表する山
菜のふきのとうを使って、ご利用者様
と一緒にふき味噌を作りました。
なれた手つきで料理をし、完成したも
のをバームクーヘンにのせていただ
きました。ちょっとした創作料理の完
成です。

久々にいきいき100歳体
操を開催しました。
施設の特性上、なかなか
再開には慎重にならざる
を得ないのですが、参加
者の皆さんが元気に参加
してくださったことに嬉し
さと感謝でいっぱいです。

利用者様と一緒に折り紙で鯉を
作りました。
お部屋の中にたくさんの鯉が
泳いでいます。

ひな祭りには皆さんと一緒に桜餅を作りました。
あんこをたくさん包んだ桜餅と甘酒をおいしくいただきました。

皆さんとても素敵な笑顔を見せてく
ださいました。

隣接しているサル
ビアには藤棚があ
り、お散歩コース

にはとてもいい場所です。
また、すぐ近くに牧場があるの
で、時々お散歩途中によらせ
ていただいてます。快く見せて
下さる牧場の方々に感謝です。

社会福祉法人梓の郷 活動報告
職員がインスタグラムへの更新をしています。
今回はその一部を紹介します。

グループホームサルビア

保育所  さるびあ

コミュニティスペース  よりみちさんぽみち

介護老人福祉施設サルビア

梓の郷は長野県より、福祉・介護人材の確保・育成に主体
的に取り組む事業所として「ふくにん」の認証を受けました。
これからも、職員が働きやすく、働きがいを感じることができ
る職場を目指していきます。

4名の職員を対象に勤続20年表彰を執り行いました。
ここまで梓の郷の成長を一緒に支え続けてくれた職員に感
謝の気持ちを込めて、理事長より一人ひとりに表彰状と記
念品が授与されました。

ホームページより
インスタグラムの
様子が見られます。
詳しくはこちら

今まであんじゅりのカレン
ダーの飾りとして使用してきた
折り紙を入居者様でうちわに
貼っていただきました。

あんじゅり

母の日のレクリエーションを行いました。
色とりどりの紙でお花を作成し、素敵な作品が完成しました。

泉の里

皆さんで寄せ植えをしました。
入居者様からアドバイスをい
ただきながら、楽しく完成する
ことができました。
皆さん、さすがです!!

愛香里

職員によるマジックショーが行
われました。
かなりレベルの高い手品に、利

用者様も「・・・( _゚ )゚？」といった顔や楽しそうに拍手をされる
方などリアクションは様々でした。
お昼ご飯はネギトロ丼や茶碗蒸しなど、彩りもきれいな豪華
なメニューでした。
職員手作りのこいのぼりの箸入れを添えてお出しすると「鯉
のぼり！」「可愛いねぇ」と喜んでいただけました。

千歳緑

美事では「トリム」というプロ
グラムがあります。今回初めて、利用者様が立案から作成ま
で取り組んでくださった「長野検定」。とても考えられた内容
で人気も上々、皆さん一生懸命に挑戦してくださっています。
職員一同感謝の気持ちでいっぱいです。

パン作りプログラムで期間限定で作ってい
るイベントパンを紹介。左の写真から桜あ
んパン、肉まん・あんまん、どら焼きです。

デイサービス美事

勤続20年表彰 信州ふくにん

「サルビア祭り」
中止のお知らせ

開催を予定しておりました「サルビア祭り」について、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、誠に勝手ながら今年度も開催を中止さ
せていただくことになりました。サルビア祭りを楽しみにされている皆さま、サルビア祭りにご協力いただいているボランティア・地
域の皆さまには、ご迷惑をお掛けすることになり大変申し訳ございません。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
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のぼり！」「可愛いねぇ」と喜んでいただけました。

千歳緑

美事では「トリム」というプロ
グラムがあります。今回初めて、利用者様が立案から作成ま
で取り組んでくださった「長野検定」。とても考えられた内容
で人気も上々、皆さん一生懸命に挑戦してくださっています。
職員一同感謝の気持ちでいっぱいです。

パン作りプログラムで期間限定で作ってい
るイベントパンを紹介。左の写真から桜あ
んパン、肉まん・あんまん、どら焼きです。

デイサービス美事

勤続20年表彰 信州ふくにん

「サルビア祭り」
中止のお知らせ

開催を予定しておりました「サルビア祭り」について、新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、誠に勝手ながら今年度も開催を中止さ
せていただくことになりました。サルビア祭りを楽しみにされている皆さま、サルビア祭りにご協力いただいているボランティア・地
域の皆さまには、ご迷惑をお掛けすることになり大変申し訳ございません。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
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令和3年度 社会福祉法人 梓の郷　事業概要報告 令和3年度 社会福祉法人 梓の郷　法人単位事業活動計算書
　令和２年１月に国内初の患者が確認された新型コロナウイルス感染症の影響は、早や２年を超え、長野県においては令和４
年３月に「まん延防止等重点措置」は終了しましたが、全国的には新規感染者数が再び増加している地域もあります。
　介護サービスは、ご利用者様及びご家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、適切な感染予防対策を講じた上で
サービスの継続が求められます。要介護者重症化リスクの高い高齢者施設を運営する当法人といたしましては、感染拡大を防
止する観点から、感染防止対策マニュアルの徹底をはじめ、ご利用者様及び職員に対するコロナワクチンの早期接種など様々
な取り組みを行いました。さらには、ご利用者様には、全体行事、外出等の中止、ご家族との面会制限にご協力を頂き、そし
て、職員の家族も含め帰省など他県への行動制限の措置を講ずるなど、皆様には多大なるご不便をおかけし、ご協力に感謝す
るところです。

⑴　実施事業
 《法人全体》 ①業務改善の実行　サルビア音声・情報通信設備大規模修繕工事、施設訪問系４施設への

介護記録システム導入、洗濯業務の委託化
  ②処遇改善の実行　育児及び介護スライド制勤務の導入、週休３日制の導入（選択制）、

処遇改善支援金手当の創設
 《特養事業》 ①特別養護老人ホーム：長期入所・短期入所空床利用型 100名　入居率：95.4％
 《施設訪問事業》 ①住宅型有料老人ホーム３施設、サービス付き高齢者向け住宅１施設：計84名
  　入居率：96.6％
  ②訪問介護（施設に併設・主に施設入居者へサービスを提供）
 《地域生活支援事業》 ①グループホーム：９名　入居率：93.4%
  ②居宅介護支援：実利用者数　要支援649件、要介護1139件
  ③訪問介護：実利用回数　要支援2052件、要介護3594件
  ④デイサービス：実利用回数　7980件
  ⑤小規模多機能型居宅介護：定員29名 稼働率：69.2％
 《保育所》 ①企業主導型保育所：定員12名　稼働率：99.3％

⑵　実施行事等
 《法人全体》 ①理事会：年５回（うち１回書面開催）　評議員会：年４回
  　広報誌発行：年２回　防災総合訓練：年２回（各施設ごとに実施）
 《特養事業》 ①サルビア秋祭り、水害避難訓練
  ②オンラインコンサート、焼き芋会、餅つき等季節に応じて月１回程度
  ③サルビアサロン：適宜開催
 《施設訪問事業》 ①運営懇談会：年１回（各施設ごとに書面開催）
  ②納涼会、オンラインコンサート、新米会、クリスマス会等：各施設ごとに季節に応じて

月１回程度
 《地域生活支援事業》
 　（グループホーム） ①運営推進会議：年６回（書面開催）
  ②お楽しみ昼食会、七夕、節分等季節に応じて月１回程度
 　（デイサービス） ①マスク作り、しめ縄作り、節分等季節に応じて月１回程度
 　（小規模多機能型居宅介護） ①運営推進会議：年６回（書面開催）　②お花見、餅つき等季節に応じて月１回程度
 《保育所》 ①参観日、クリスマス会、節分等：季節に応じて月１回程度　②避難訓練：月１回
　※コロナウイルス感染対策のため、サルビア祭り、おたっしゃカフェ、運営懇談会等、家族や地域の方が集まる行事は中止。
　　実施した行事においても、感染対策を講じたうえで実施しました。

⑶　委員会・プロジェクト活動
 《法人全体》 ①４委員会：概ね毎月１回
 《特養事業》 ①８委員会：概ね毎月１回
 《施設訪問事業》 ①２委員会：概ね毎月１回
⑷　職員研修
 《法人全体》 ①内部研修：６テーマ開催
 《特養事業》 ①内部研修：９テーマ開催　②外部研修：22講座、延べ42名参加
 《施設訪問事業》 ①内部研修：  4回　②外部研修：  6回
 《地域支援事業》
 　（グループホーム） ①内部研修：  2回　②外部研修：  4回
 　（居宅介護支援） ①内部研修：12回　②外部研修：19回
 　（訪問介護） ①内部研修：  3回　②外部研修：  3回
 　（デイサービス） ①内部研修：13回　②外部研修：  8回
 　（小規模多機能型居宅介護） ①内部研修：  6回　②外部研修：  3回
 《保育所》 ①外部研修：  5回

⑸　研修生・視察・派遣相談員・来訪者等の受入
 《特養事業》 ①研修生・実習生：８団体14件22名 延べ236日間　②視察：０件０名
  ③家族等面会者：年間2,138名
 《地域生活支援事業》実習生 ①グループホーム：３団体３件７人、15日間　②訪問介護：１回３名

⑹　苦情受付状況
 《特養事業》 ①合計３件（ケアの内容に関する事項）
 《施設訪問事業》 ①合計０件
 《地域生活支援事業》 ①グループホーム：１件（面会に関する事柄）
  　デイサービス：５件（送迎に関する事柄、利用者に関する事柄）
  　居宅介護支援・訪問介護・小規模多機能型居宅介護：０件
 《保育所》 ①０件
　苦情は何れも迅速かつ真摯な対応を行ない、解決しています。

事業活動計算書解説
事業活動計算書は法人の1年間の経営成績をまとめたも
のです。法人に入ってくるお金（収益）と出ていくお金（費
用）をくらべてどれだけ利益または損失が出たのかが分
かる報告書です。（企業会計の損益計算書にあたる部分）
サービス活動増減差額
法人が本業での活動で得た収益とかかった費用の差額
（企業会計の営業利益にあたるもの）
サービス活動外増減差額
法人が本業以外で得た収益とかかった費用の差額

経常増減差額
法人が毎年継続的に発生する収益と費用の差額（企業会
計の経常利益にあたるもの）
特別増減の差額
毎年決まって発生せず、一時的に発生した収益と費用の
差額
当期活動増減差額 （最終的な収益）
法人が1年間活動した経営成績（企業会計の税引き後純
利益）当期活動増減差額は次期繰越活動増減差額に加算
されます。
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特別増減の差額
毎年決まって発生せず、一時的に発生した収益と費用の
差額
当期活動増減差額 （最終的な収益）
法人が1年間活動した経営成績（企業会計の税引き後純
利益）当期活動増減差額は次期繰越活動増減差額に加算
されます。
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ここにはたくさんの笑顔があります

上記に関するお問い合わせは 梓の郷経営管理部まで－TEL：0263-31-6231（担当：髙橋）

各事業所の住所と電話番号
介護老人福祉施設　サルビア
グループホーム サルビア
居宅介護支援事業所 サルビア
ヘルパーステーション サルビア
保育所さるびあ
住宅型有料老人ホーム あんじゅり
住宅型有料老人ホーム 泉の里
住宅型有料老人ホーム 愛香里 
サービス付き高齢者向け住宅
千歳緑
デイサービス 美事

小規模多機能型居宅介護 さんぽみち
コミュニティスペース よりみち
社会福祉法人 梓の郷　
法人本部・経営管理部

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-78-7288

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7298

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-3026

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7296

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-1 TEL:0263-88-2761

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2317-1 TEL:0263-78-6566

〒390-0852 長野県松本市島立771-1 TEL:0263-31-0567

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2675-1 TEL:0263-88-2381

〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41
 生活アシストセンター松本2階 TEL:0263-31-5516

〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41
 生活アシストセンター松本1階 TEL:0263-31-6677

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-50-9288

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-31-6231

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-31-6231

スタッフ
募集中

介護職員

はたらく自分も、わたしらしく、いつまでも－。

介護職員兼相談員

未経験の方も全力でサポートします！まずは見学からでも大歓迎！

※充実した研修・資格取得支援制度あり!
※企業主導型保育所完備。法人職員は割引あり！
※育児・介護スライド勤務制度あり！

①勤 務 地：住宅型有料老人ホーム（市内4事業所あり。応相談）
　勤務形態：正社員
②勤 務 地：介護老人福祉施設サルビア（松本市梓川倭）
　勤務形態：正社員
③勤 務 地：デイサービス美事（松本市庄内）
　勤務形態：パート社員

①勤 務 地：デイサービス美事（松本市庄内）
　勤務形態：正社員

詳しい条件（休日・勤務時間・給
与・待遇など）については上記QR
コードをご参照ください！


