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新型コロナウイルス感染症も発症より約2年半の月日が流れ、その間徹底したマスクの着用、消
毒、行動の制限など感染予防対策を講じながら、3回のワクチン接種、時にはPCR検査や抗原検査
を施行しながら今日を生活しておりますと、人との接触時や外ではマスクを着けていないこと自
体が不自然とも感じる生活感に置き換えられました。

その中、ロシアはウクライナへNATOの脅威に対する自衛措置とし、ウクライナへの軍事侵攻を
始め、侵攻が開始された2月24日から5月16日までにウクライナ市民の死者は少なくとも3700人
超に上り、このうち250人は子どもとしており負傷した市民は4000人以上に上る大きな被害をも
たらせました。

勿論、ロシア側も兵士1万人以上の死傷者があるとされ大きな被害を被り、ロシアによるウクラ
イナへの軍事侵攻は、ウクライナ側の激しい抵抗だけでなく、欧米諸国をはじめとする国際社会の
強烈な反発を招きました。世界から孤立しウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン政権の
財源を断とうと、米国や欧州は厳しい経済制裁を科し、ロシア産の原油や天然ガス、石炭などの輸
入も減らそうとしています。ただ、資源大国のロシアから各国への供給が大きく減れば、世界的な
エネルギー価格の上昇につながり、その影響は日本の経済にも及びます。日本は輸入エネルギーの
うち、ロシア産が天然ガスで約8%、原油で約4%を占めていることから、世界全体の供給量に余裕
がない中で輸入を制限すれば、日本経済にも相応の影響はあるだろうとみられており、資源の輸入
以外でも影響は出ています。日本ではロシアの領空を通る空輸が難しくなったことから、人気のノ
ルウェー産サーモンの供給が不安定になっています。日本がロシアから輸入してきたカニやウニ
の品薄や値上がりのほか、ロシアとウクライナが世界に向けて輸出してきた小麦も世界的な値上
がりが心配されています。

ロシアの軍事侵攻で世界経済、物流は混乱を極めており、今後ロシアと諸外国との関係は以前と
は違うものになり、安全保障に対する欧州の態度は一変すると予測されます。そして、国際規範に
立脚する自由主義の国際秩序保持が懸念されますが、変わらず世界平和を基準として一日も早い
終息を願うばかりです。

さて、令和3年度に入所されている利用者様の平均年齢は89.7歳（最少年齢59歳～最高年齢101
歳）です。国が示す原則要介護度3以上と言う要件の中で入所されていますが、介護度や認知度で示
される数値以上に重度化している事や、高齢により虚弱化で病院受診や入院されるケースなども
近年は多くある中、未だ猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症の感染予防対策によ
り、アルコール消毒やマスクの着用、地域的に新規感染者が多数発生した場合にはオンライン受診
を行い、職員には行動の制限や自粛を行った結果、季節性インフルエンザやノロウイルスの発生も
なく、比較的通院や入院が少なく安定した稼働率を確保することが出来ました。

経常活動収支でございますが、本部会計の当期経常収支差額については65,809円。また、施設会
計(合算)の経常収入は462,757,559円、支出については、475,801,206円、その他事業外収支及び
特別収支、6,237,020円を含め、本年度経常活動の当期活動収支差額は▲6,806,627円と法人設
立以来初めて収支上マイナスの決算計上となりました。

令和3年度 事 業 報 告
要因として、今年度最終年となった大規模修繕の外壁塗装工事費8,494,200円及びポーチ上部
塗装工事費1,380,500円や暖房用配管設備修繕費49,500,000円については、建物自体が豊富町
の資産であることから固定資産とできず減価償却として処理できないことから、全ての総工費が
単年度の支出計上となったことから当期活動収支差額がマイナスと転じました。

しかし、利用者様が安全で快適な環境の中で暮らして頂くことが最優先であることから、施設内
外の美化、また経年劣化し厳冬期に暖房設備を使用できないようなことを防ぐためにも必要不可
欠な修繕であり、今冬の大雪も支障なく春を迎えることが出来ました。

施設運営については人員配置など今後も厳しい状況が続くと想定しながらも、北海道の補助を
頂きながら建設致しました温心園職員共同住宅「富士見荘」の完成は、今後の職員確保に伴う住居
斡旋の改善に寄与されると大いに期待され、今後も働く職員に有意な福利厚生を法人独自に創出
し、働きやすい環境整備を基に人員確保に努めて参ります。

今後においても尚一層の財務の健全化に努め、社会福祉法人の果たすべき使命を自覚し、地域福
祉の向上のため全力を尽くし公正公平な運営と職員の資質向上、利用者様には快適な生活環境作
りを念頭に置き、老人福祉の理念に基づいた施設運営に努め、令和3年度決算を無事終了させて頂
いた事に対し深く感謝と敬意を申し上げ報告と致します。

令和4年5月24日提出
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令和4年2月完成　温心園職員共同住宅「富士見荘」

社会福祉法人豊富福祉会
理事長　　石　川　岳　志



今年もささやかですが、昼
食を食べながら花見の会を
開催させて頂きました。

花見の会では2名の方が白
寿を迎えられ、スライド
ショーや利用者様の歌で園
内は大いに盛り上がりまし
た。来年こそは御家族様も一
緒に”温心園花見の会”を楽し
みましょう。
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マレーシア出身
リューさん

インドネシア出身
ナディアさん
インドネシア出身
ナディアさん

介護実習
5月17日・18日 5月17日から2日間、旭川福祉専門学校より外国人奨学生のお二人が

介護実習を行いました。
園周りでとれたフキを調理したり、利用者様とドライブをして過ごし
て頂きました。



日常のひとコマ

綺麗に咲きましたね！

目移りしますね！

お買い物レク

美味しそうな
お菓子見つけました！

お花紙アート

大作の予感・・・！！

至福のティータイム♪

皆さん良い笑顔です！

みかんを頂きます！

じっくり品定め中です

果物狩りレク

イチゴが豊作です
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犬飼 郁子 様 89歳臼木 カヨ 様 94歳

野澤 幸雄 様 79歳榊本 公男 様 87歳 小島 ハル子 様 93歳

井上 イト 様 99歳逢坂 洋子 様 79歳

須田 美代子 様 86歳佐藤 敬三 様 80歳

古山 善市 様 94歳古山 セチ 様 92歳

大塚 美津子 様 78歳植野 ヨシ子 様 87歳

山影 キヌヱ 様 88歳佐藤 とみ子 様 94歳

高橋 きみ子 様 94歳角田 ミサ 様 98歳横山 妙子 様 89歳

坂井 ユミ子 様 87歳

中畑 順一 様 87歳

伊勢 藤吉 様 100歳

木下 時彦 様 91歳長嶋 美枝 様 93歳

小沼 イチ 様 98歳三浦 はる 様 87歳高谷 ふみ 様 98歳

４月４月

５月５月

６月６月



ここ最近蒸し暑くなってきましたね。色と
りどりの花々、店頭にはスイカ・メロン・
桃・・・など瑞 し々い果物が並び、夏が来たな
ぁと感じます。

利用者様にも季節を感じ楽しんで頂けるよ
う、果物狩りやかき氷、お花紙アートなど日
常に取り入れ参加して頂いています。天気の
良い日には日光浴も楽しみですね。

7月に入りましたら、利用者様へ4回目のコ
ロナウイルスワクチン接種を順次行います。
まだ油断は出来ない状況ですので引き続き
感染予防に努めて参ります。ご家族様には長
い間ご心配をお掛けしていますが、今しばら
くご理解・ご協力をお願い致します。

次号は夏祭り・盆踊り・敬老会など・・・ご
家族様・地域の皆様に少しでも安心して頂け
るよう、利用者様の素敵な笑顔をカメラに収
め誌面にてお届けしたいと思います。
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編集後記

新入園者ご紹介

お知らせ
温心園の福祉夏祭りについて、新型コ
ロナウイルス感染症の感染防止を目的に
昨年度同様、利用者様と職員のみで開催
と致しますのでご理解・ご協力を賜ります
よう宜しくお願い致します。

広報誌「せんばづる」に関するご意見・ご要望・写真掲載によるプライバシー等のお問い合わせにつきましては温心園までご連絡下さい。

電話：0162-82-2333 FAX：0162-82-2334
〒098-4116 天塩郡豊富町西豊富

https://www.onshinen.com/

「せんばづる」はPC・スマホからも
ご覧いただけます！

温心園公式ホームページ

社会福祉法人豊富福祉会
特別養護老人ホーム温心園

誌面にて御礼申し上げます

ご厚志ありがとうございます

五町内老人クラブ 様

阿部 直樹 様
秋葉 洋子 様

池内 ハナ 様逢坂 洋子 様 加賀谷 愛子 様


