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（単位 円）

摘  　 要科  　 目 摘  　 要科  　 目

前年度繰越金

会　　費

預金利息

収入合計

払込料金加入者負担分 

電動ベッド1台、車椅子
2台購入費用として

417

432,000

595,559

¥1,027,976

物品購入

ながいずみホームへ寄付

次年度繰越金

支出合計

１８名 

8/23、2/21

650,969

377,000

7

¥1,027,976

収入の部 支出の部

善意の皆様（令和３年度）

伊東 康行、柏木 清美、木村 文子、一杉 富美代、
駿河ガーデン持田 忠継・陽子、田上 芳子、
山下 茂、山田 好一、山田 由紀子、渡邉 信宏、
静岡トヨタ自動車㈱、不二聖心女子学院　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　     （順不同・敬称略）

「ながいずみホームを支援する会」に

１８名の皆様からご支援をいただきました。

ありがとうございました。

誠に申し訳ございませんが、紙面の都合上

お名前は割愛させていただきます。

令和３年度も温かいご支援をいただきまして、ありがとうございました。

今年度も引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。

物品寄贈ありがとうございました

令和４年度のボランティア活動の受け入れについて

　令和３年度のボランティア活動受け入れにつきましては、新型コロナウイルスの感染が
拡大している状況を鑑み、やむなく中止とさせていただきました。この間も、状況確認の
ご連絡をいただくなど温かなお心遣いを頂戴いたしましたこと、心よりお礼申し上げます。
　令和４年度につきましても、当面のところ受け入れ中止を継続させていただきますが、
国内の感染状況が改善され、受け入れが可能となった際には改めてご連絡をさせていただ
きます。　
　今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

決  算  額 決  算  額

令和３年度 ながいずみホームを支援する会　収支報告
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

収入金額         １，０２７，９７６円
支出金額　　　　   ４３２，４１７円
差引金額　　　　   ５９５，５５９円
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ながいずみホーム

おいしいっっ!!

美人に
撮ってね!!

現場からの 声をお届け 主任だより♪主任だより♪

特養・ショート看護主任

佐竹 幸恵看護師

　桜の花が咲き誇る季節となり、一年で最も華やかな時期がやってまいりました。
ながいずみホーム特養看護主任をしております佐竹と申します。
　新年度を迎えるにあたり、特養看護師として「私たちが目指していきたい看護」
を日々 の業務を振り返りながら話し合いを行い、今年度の看護のスローガンを決

定しました。

 い  つも笑顔で
 い  つも暖かく
 よ  り添う看護を

です。
　コロナ禍の中、苦しい経験を沢山した時間は、人の気持ちを理解するために必
要な時間や経験だったと思います。「ダメ」という言葉を使わずに「いいよ」の声掛
けを心がけながら、利用者様のために力を発揮できるよう日々 努めてまいります。
　寒さがやわらいでいくとともに、コロナが終息することを願いながらご挨拶とさ
せていただきます。

希望のわだち柿田 今年も立派な

　わだち桜が咲きました今年も立派な

　わだち桜が咲きました

ながくぼデイサービス

避難
訓練

ぼたもち
作り

お彼岸に
ぼたもち

を作って

美味しく
食べまし

た♪

今年も利用者の皆さんと職員で力を合わせて
わだちに立派な桜が咲きました。
利用者さんのご家族から本物の桜の花も頂き、
記念に写真を撮りました。
どちらもとっても綺麗ですね。

ひな祭り限定ケーキも

大好評!!ひな祭り限定ケーキも

大好評!!

ひな人形と一緒に

　　　　　　　
　記念撮影ひな人形と一緒に

　　　　　　　
　記念撮影

コロナ禍の中で「密」に気を付けながら
避難訓練を行いました！
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