
特別養護老人ホームこうのとり荘   
Tel 0796-24-4014 fax 0796-24-5484 
E メール kou-tori@jeans.ocn.ne.jp 

養護老人ホーム コスモス荘 
Tel 0796-22-2915 fax 0796-29-0737 
E メール cosmos@h-kounotori.com 

居宅介護支援事業所こうのとり居宅支援センター 
Tel 0796-24-7123 fax 0796-24-7130 

    E メール toyooka-shien@extra.ocn.ne.jp 
デイサービスセンター加陽いちごの里 

Tel 0796-29-0515 fax 0796-29-0516 
E メール ichigonosato@estste.ocn.ne.jp 

デイサービスセンター豊岡やなぎの里 
Tel 0796-22-1121 fax 0796-24-9593 

    E メール yanaginosato@h-kounotori.com 
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６月 な ご み 

わぁ～！！ 

怖い～！！ 

こうのとり荘とコスモス荘の利用者・施設職

員に対し 5 月と６月に新型コロナウイルスのワ

クチン接種が行われました。副反応による発熱

や気分不良の方も出ましたが、大きく体調を崩

すことなく経過しています。 

今後も油断せず感染防止に努めてまいります。 

痛いかな・・・ 

いちごの里をご利用いただいている 

ご家族からお花をいただきました 

デイルームに彩りを添えてもらいました 
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    豊岡南中学校２年の生徒が来てくれました。 

充実した一週間になったでしょうか？ 

これからの学校生活に生かしてくれることと思います。 

 

 

 

 

車いす

体験 

福祉車両

体験 

 

かべ新聞作成 

 

紙芝居披露 

 

食事形態のお勉強 

 

福祉車両

体験 

 

こうのとり荘 

 
コスモス荘 

 

いちごの里 

 
やなぎの里 

 

演奏会 

 

折り紙 

 

ピンポンキャッチ 

 

肩もみ 

 

ラジオ体操 

 

足置き台作り 

 



皆さん、熱心に取り組まれていました。 
介護に必要な技術を学んで、将来に役立ててくれることを期待しております。 

 

夏に向けての体調管理は万全ですか？ 
今年も不安定な天候、猛暑が予想されます。 

さらに感染症対策の長期戦とも重なります。気候と体調は密接に関係しているため、季節の

変わり目は体調を崩しやすく、またコロナ対策で精神的疲労を溜めている方も多いのではな

いでしょうか？ 

コロナ禍の中、梅雨・夏の暑さを乗り切るために   

≪熱中症対策として、こまめに水分補給を≫ 

 マスクを着けていると喉の渇きを自覚しにくくなります。喉が渇く前に水分補給を心掛

けましょう。また、室内でも熱中症は起こります。温度と湿度にも注意して快適な空間

を、日常生活では起床時・入浴の前後・就寝前等の水分補給も必要です。 

≪体の中から健康的に≫ 

 体調不良で体力低下やだるさを感じる時には『ビタミンＢ群』が効果的です。 

 ★ビタミンＢ１を多く含む食材…豚肉、玄米、大豆、海苔、胡麻など 

 ★ビタミンＢ２を多く含む食材…鮭、牛豚レバー、卵、うなぎ、納豆、チーズなど 

◎豚しゃぶ素麺  

錦糸卵や海苔をトッピングして

胡麻だれをかけるのもお薦め！ 

◎チーズサラダ 夏野菜と角切り

チーズ・大豆の水煮を合わせて 

「ビタミンＢ１」は糖質を分解して

エネルギーに変える役割を果たすことから「疲労回復

ビタミン」とも呼ばれています。 

「ビタミンＢ２」は精神安定に効果

的です。しっかり食べて体調管理を

万全に行い、これからの時期を健康

的に乗り切りましょう。 

 
夏が近づいてきました。 

毎日、コロナウィルスのニュース
が流れています。最近の話題は 
東京オリンピックの開催が決ま
りつつありますね。昨年から楽し
みにしていましたが、このなごみ
が皆様に届く頃には開催が決ま
っているのでしょうか。おうち時
間が増えている中、生活の中に少
しでも笑顔で楽しい時間が作れ
たらと思います。梅雨明けが待ち
遠しいですがまだまだ暑い日々
が続きます。皆様、体調崩されま
せんようご自愛下さい。（Ⅰ） 

勉強会 レクリエーション 

 

 



　以下のとおり報告します。

（単位：円） （単位：円）
こうのとり荘事業活動収入計 694,044,061 こうのとり荘サービス活動収益計 691,577,597
こうのとり荘事業活動支出計 627,760,661 こうのとり荘サービス活動費用計 670,101,542
こうのとり荘事業活動資金収支差額 66,283,400 こうのとり荘サービス活動増減差額 21,476,055
コスモス荘事業活動収入計 175,902,720 コスモス荘サービス活動収益計 175,790,142
コスモス荘事業活動支出計 168,341,330 コスモス荘サービス活動費用計 177,360,155
コスモス荘事業活動資金収支差額 7,561,390 コスモス荘サービス活動増減差額 △ 1,570,013
加陽いちごの里事業活動収入計 46,216,725 加陽いちごの里サービス活動収益計 46,205,039
加陽いちごの里事業活動支出計 46,645,498 加陽いちごの里サービス活動費用計 49,604,379
加陽いちごの里事業活動資金収支差額 △ 428,773 加陽いちごの里サービス活動増減差額 △ 3,399,340
施設整備等収入計 6,487,250 サービス活動外収益計 10,065,399
施設整備等支出計 16,167,752 サービス活動外費用計 3,288,768
　施設整備等資金収支差額 △ 9,680,502 サービス活動外増減差額 6,776,631
その他の活動収入計 13,683,909 経常増減差額 23,283,333
その他の活動支出計 54,986,210 特別収益計 6,642,810
その他の活動資金収支差額 △ 41,302,301 特別費用計 6,487,257
予備費 0 特別増減差額 155,553
当期資金収支差額合計 22,433,214 当期活動増減差額 23,438,886

前期繰越活動増減差額 443,894,197
当期末繰越活動増減差額 467,333,083
その他の積立金積立額 45,330,448
次期繰越活動増減差額 422,002,635

※こうのとり荘には豊岡やなぎの里・こうのとり居宅支援センターが ※こうのとり荘には豊岡やなぎの里・こうのとり居宅支援センターが
 含まれています。  含まれています。
※事業活動の収入・支出は、内部取引消去を含めていません。 ※サービス活動の収益・費用は、内部取引消去を含めていません。

当期末支払資金残高 335,719,426

前期末支払資金残高 313,286,212

令和2年度社会福祉法人北但社会福祉事業会　決算

資金収支計算書 事業活動収支計算書
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

　第1回理事会及び定時評議員会が開催され、令和2年度一般会計決算が承認されました。

（単位：円）

流動資産 358,518,072 流動負債 67,209,703
固定負債 160,730,609

負債の部合計 227,940,312

基本金 213,584,976
国庫補助金等特別積立金 375,720,137
その他の積立金 453,262,206
次期繰越活動増減差額 422,002,635

純資産の部合計 1,464,569,954
資産の部合計 1,692,510,266 負債及び純資産の部合計 1,692,510,266

貸借対照表

資産の部 負債の部

純資産の部

固定資産 1,333,992,194

                              令和3年3月31日現在

（単位：千円） （単位：千円）

介護保険
事業収入

771,253
人件費
支出

665,686

老人福祉
事業収入

128,537
事業費
支出

121,089

施設整備
等補助金
収入

6,487
事務費
支出

43,551

積立資産
取崩収入

13,684
積立資産
支出

54,986

その他 7,560 その他 19,776

計 927,521 計 905,088

収入の内訳 支出の内訳

介護保険事業

収入

83%

老人福祉事業収入

14%

施設整備等

補助金収入

1%

積立資産取崩

収入1% その他

1%

人件費

支出

74%

事業費

支出

13%

事務費

支出

5%

積立資産支出

6%
その他

2%
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