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     特別養護老人ホームいこいの郷・燕沢 

 

 

 

 

 

 

 

～お問い合わせ～ 
ＴＥＬ☎ 022-794-7740 

ＦＡＸ  022-794-7741 

専用ホームページ 

http://tsubameawa.com/ 

美楽会ホームページ 

http://www.mirakukai.com  

 

 

 

～施設概要～ 

名 称 ：特別養護老人ホーム いこいの郷・燕沢 

所在地 ：仙台市宮城野区燕沢東二丁目 1番 35号 

開所予定：平成 30年 11月 

構 造 ：RC造 4階建て 

入所定員：長期 80名 

     短期：20名 

施設区分：ユニット型介護老人福祉施設（全室個室） 

 

 

 

 

～施設長挨拶～ 

 平成 30年 11月、仙台市宮城野区東仙台、石巻街道に面した燕沢地区に特別養護老人ホーム「いこいの郷・燕沢」

がオープンいたします。ヨーロピアンでアーバンス イルの、プライバシーに配慮し全個室でユニットケアの特別養

護老人ホームです。遠方のご家族や知人のために、Wi-Fi環境、家族宿泊室もご用意致しました。 

 法人の基本理念「健康寿命への心ある支援」とは、「利用者の皆様が、身体的、精神的にも「Well being」である

ことを願い、職員が心を込めて、お手伝いすること。」と考えております。 

 その実現に向け、利用者の皆様一人ひとりの思いを大切にし、介護、医療、福祉が一体となった、きめ細かなサービ

スが提供できるように、社団医療法人啓愛会及び医療法人和康会仙台クローバークリニックと提携して、リハビリテ

ーション専門医、歯科衛生士、MSW他の職員を配置することで、個別リハビリテーションを多く取り入れるなど、介

護に限らず医療、福祉、行政・法律相談にも対応した全人的ケアを目指す所存です。 

 しかしながら、私たちの仙台での実績はこれからで、至らない点が多々あるかと思います。地域 

の皆様をはじめ、介護事業者、医療機関の先生方のご指導、ご協力を仰ぎながら施設運営に取り 

組んで参りたいと存じますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

末筆ながら、ご指導頂いた仙台市介護支援事業課職員の皆様、協力医療機関業務提携をご快諾の 

上、職員を派遣頂いた社団医療法人啓愛会及び医療法人和康会に対し、衷心より御礼申し上げます。 

                            施設長  菊 地  宗 男      

平成 30年 11月オープン 

笑・和・心 ～全人的ケアを目指して～ 

～入居案内～ 

 当施設の入所にあたって入所申込兼状況調

査票にご記入していただく必要があります。 

入所申込兼状況調査票はホームページより

ウンロードも可能です。お申し込みの際は入所

申込兼状況調査票にご記入いただき、燕沢の開

設準備室までお持ちいただくか、FAX、郵送で

も受け付けております。 

初めまして、仙台特養  

     いこいの郷
さと

・燕沢

つばめさわ

です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

採用案内 

 特別養護老人ホームいこいの

郷・燕沢では 11月の開所に向け

て、施設で一緒に働く職員さんを

追加募集しています。私たちと一

緒に明るく素敵な施設を作ってい

きませんか？ 

職員一同、ご応募をお待ちしてお

ります。 

開所式：10月 15日（月）13時～ 

内覧会：10月 20日（土） 

～22日（月） 

を予定しております。 

時間の許す方はお気軽にお立ち寄

りください。 

スタッフ一同、心よりお待ちし

ております。 

 

・新入社員オリエンテーション 

・備品搬入、設置 

・施設の引き渡し 

・職員研修 

・開所式 

・内覧会 

・いこいの郷・燕沢オープン 

今後の予定 

 

9月 

 

 

10月 

 

 

11月 

工事の進捗状況（H30.8.30現在） 

いこいの郷・燕沢の

開設準備室で 6 月

から育てているヒ

マワリが綺麗な花

を咲かせました。想

像以上に大きく成

長したのでビック

リしました。陽当た

り良好の証かもし

れませんね。 

燕沢だより 



 

夏祭りシーズン到来！今年はいこいの森納涼祭が時期を繰り上げ七夕祭りとして

リニューアル開催です。七夕祭り、夕涼み会ともに心配された天気も、思いが通じ

たのか、日頃の行いのせい？か雨も降ることなく、無事開催することができました。

皆さまお楽しみいただけましたでしょうか？ 

今後は地域の皆さまとの交流の場である、あらと祭、グループホーム秋祭りが控

えています。美楽会の熱～いお祭りシーズンはまだまだ続きます。お時間の許す方

は是非、遊びに来てくださいね。スタッフ一同心よりお待ちしております。 

 

七夕祭り、出店は３時のおやつをイメージ

してみました。お祭りの定番、はし巻きとチョ

コバナナ。新たな試みとして外部から、水沢の

ソウルフード深見屋さんの姉妹店、『鳥工房 

ふかみ』様にご協力頂き、一口から揚げの販売

もしてみました。から揚げセットは早々に完

売し、入居者様とご家族様も家族団欒でお食

事を楽しまれておりました。 

お祭りと言えば屋台！おでん・焼

鳥・味噌おにぎり・やきそば・ケアハ

ウスの畑で育てた新ジャガを使った

揚げポテト♪etc…。 

目移りしそうなメニューですが各々

お好きなものを召し上がり、美味し

い×２と舌鼓を打っていました。 

出
店 

ケ
ア
ハ
ウ
ス 

い
こ
い
の
森 

 

縁
日 

入居者の皆さんはくじ引きに挑戦

です。空くじ無し、目指すは豪華景

品！！さて、何が当たったかな

～！？ 

夏祭りの定番金魚すくいゲーム！

ポイをうまく操る方、すぐに穴が

開いてしまう方、童心に返り、皆さ

ん盛り上がっていました。 

夕涼み会の後半は皆さんお

待ちかねの大抽選会です。協賛

企業様より毎回豪華景品をご

提供いただいています。数に限

りがあるため、番号が呼ばれる

たびに大きな歓声がとため息

がこぼれました。持ってる方っ

てやっぱり当てちゃうんです

よね～♪ 

入居者の皆さんが 

願いを込めた短冊は会場のあちらこちら

で見ることができます。願い事はまさに

十人十色。まずは皆さんの健康が第一！

短冊の願いも叶うといいですね♪ 

メイン会場、ガーデニングルーム会

場では『菊美会』様による太鼓と三味

線、『民族舞踊・たけのこ』様による、

百姓踊りと秋田おばこが披露されまし

た。迫力の太鼓と三味線の 

共演、高らかに鳴る笛の 

音や掛け声、演舞に皆さん 

酔いしれていました。 

今年の余興は、『奥州水沢 

颯人（さっつ）和太鼓の会』様に

よる、迫力ある太鼓演舞を披露

して頂きました。入居者の皆さ

んも表情豊かに手拍子で応えて

いました。 
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デイサービスセンター スマイル 

いこいの海・あらと ◇ 歌舞候〇
わ

組あらと特別公演 

毎年恒例の特別公演！ 

今年もまた〇
わ

組の皆さんが 

来設してくださいました！ 

華麗で勇壮な演舞は職員の 

眼も釘付けとなりました。 

○組の皆さま、遠路はるばる 

ありがとうございました♪ 

第 7回 あらと祭☆ 

今年の夏祭りは 9月 9日(日)開催！ 

お祭り当日に向け着々と準備を進めています。 

よりパワーアップしたお祭りになる予定！？ 

ですので、ご来場をお待ちしております。 

入居者の皆さまもお楽しみに☆ 

水沢公園 力士に感動！！ 

6月、奥州市に伊勢ノ海部屋の力士がやって

来ました。滅多に無いこの機会を逃さんと

会場まで足を運んできました。本物の力士

を間近で見ることができ、みなさん感激！ 

記念撮影にも気さくに応えていただき、色

んな意味で懐の深さを実感してきました。  

錦木関、全力応援していますよ～♪ 

 

 
 

胆沢城跡公園 あやめ苑  

季節到来を受け、今年もあやめ苑へ、

レッツゴー♪ 

天気にも恵まれ、色とりどりのあやめ

を間近で鑑賞することができました。 

毎年、少しずつあやめを増やしている

そうで、来年はまた違った光景を見る

ことができるそうです。 

昼下がり、心癒されるひと時でした♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ミニ運動会開催

催！！ 

枝豆の収穫♪ 
ひだまり菜園で育てた枝豆がいよいよ

収穫時期を迎えました。この日は猛暑日

で、職員が株を抜き、入居者の皆さんに

は豆を枝から外して頂く作業をお願い

しました。懐かしさからか作業もテンポ

よく笑顔で楽しまれていました。 

色良し、形良し、味も良し！今年は大成

功でしたね！ 

８月２６日(日)、ひだまりミニ運動会を

開催しました。さくら組とバラ組に分

かれ玉入れ、借り物競争、伝言ゲームで

勝敗を競いました。皆さん一生懸命競

技に取り組まれ、応援にも熱が込もり

ました。結果は僅差ながらバラ組の優

勝！さくら組さん次回はきっちりリベ

ンジしましょうね！ 

グループホーム ひだまり 

グループホーム ひだまり２ 

7 月 18 日～27 日の２週間、

介護職員を目指し研修を受けて

いる4名の実習生が来られまし

た。慣れないながらも一所懸命

実習をこなす姿に、初めて見る

顔にも関らず入居者の皆さん    

はすぐに打ち解け、笑顔いっぱ

いで過ごされました。 

“水沢花火大会” 介護職員初任者研修 
実習生受け入れ 

 水沢で開催される花火大会

は、当施設のポーチから綺麗

に見ることができ、入居者の

皆さんも毎年楽しみにしてい

ます。今年もポーチに出て優

雅に花火鑑賞です。大きな花

火が上がる度に歓声を上げ楽

しんでいました。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～夏バテ対策レシピをご紹介～  

夏野菜と豚肉の甘辛味噌炒め 

材料（2人分） 

豚肉 150g 

下味  酒  小さじ 2 

    醤油 小さじ 1 

    すりおろし生姜 小さじ 1 

赤ピーマン 1個 

ニラ 1/2束 

ナス 1本 

玉ねぎ 1/2個 

ごま油 適量 

すりごま 適量 

調味料  味噌 大さじ 1 

     砂糖 大さじ 1 

     酒  大さじ 1 

     みりん 大さじ 1 

     醤油 小さじ 1 

片栗粉 適量 

第 1回家族介護教室 （７月 23日開催） 

「暑さに負けるな！夏バテ予防！」 

 

 

「思い出カフェ・いっぷく」では羽田地区センターを会

場に認知症についての理解・知識を深め、参加者がお菓

子やお茶を楽しみながら交流を図る場となっています。

また、専門のスタッフが介護や生活など困りごとについ

て相談に応じています。 

開催日は毎月第 2木曜日の 13時半～15時半までとな

っており、会費は 300円です。 

お気軽にいっぷくしにきませんか？お待ちしています 

思い出カフェ・いっぷく 好評開催中です！ 

＜作り方＞ 

1. 豚肉に下味をつけておく 

2. 調味料を合わせておく 

3. 野菜は食べやすい大きさに切っておく 

4. 中華鍋（フライパン）にごま油を熱し、片栗粉をまぶした豚肉を炒

め、色が変わったら一度取り出す 

5. 鍋にごま油を少し足して、玉ねぎ⇒ナス⇒ピーマンの順に炒め、豚

肉を戻して炒める 

6. 最後にニラを加え、調味料を全体にからめて完成 

7. 盛り付けて、すりごまをかける 

次回家族介護教室開催のお知らせ（予定） 

◎10月頃「介護技術講座・交流会」いこいの森 

◎11月頃「脳トレーニング」常盤地区センター 

※予定は変更することもあります。詳細は後日お知らせいたします。 

きゅうりのスタミナ漬

け 

しそジュース 

夏野菜と豚肉の 

甘辛味噌炒め 
夏バテは、疲れがなかなかとれない・身体全体がだ

るい・何も食べる気がしない・・・といった症状を

自覚するときです。日常生活を少し改善するだけ

で、夏バテの症状は防げます。原因を知り、毎日の

食事に気を使って夏バテを予防しましょう。 

今回はケアハウス水沢の栄養士、後藤さんの指導で

参加者のみなさんと一緒に調理実習を行いました。 

参加者の皆さんで製作 

 
 

 大変長らくお待たせしました。 

前号にて予告していました、美楽会のホームページが 

ついに 9月、装いも新たに新装公開いたします。 

 特養ってどんなとこ？ケアハウスとは違うのかな？など 

施設を探してらっしゃるご家族様、ご本人様はもちろんのこと、就職

を希望される学生さんや、転職をお考えの社会人の皆さまにも有意義

なものになっていると思います。 

 旧ホームページ上では無かった美楽会職員の表情や、声を公開して

いますので、施設選びや、職場選びの一助としてお役立ち頂ければと

考えています。 

 スマホにも対応し、見易さにも配慮していますので、いつでもどこ

でもチェックすることができます。 

 また、“お問い合わせ”に関しては入居の申込み、採用エントリーは

もちろんのこと、ご意見やご感想、質問や苦情など、どんなことでも

結構ですので、多くのお声をお寄せください。 

 皆さまのお越しをお待ちしております。 

 
 
ホームページへの 

アクセス方法⇒ ①検索エンジンより美楽会を検索 

        ・各施設名で検索 

        ・各施設電話番号で検索 など 

 

        ②直接ＵＲＬを入力 

         http://www.mirakukai.com 

 
 

滝沢市穴口地区に建設中の（仮称）特養滝沢

穴口ですが、平成 30 年 8月 17日現在、

進捗率はおよそ 20％とやや緩やかながら

も着々と建設が進められている状況です。 

建物の完成はまだまだ先ですが、開設準備

室がいよいよオープンします。 

今後は準備室の人員を配置し、さまざまな

情報を発信していく予定ですので、こちら

の動向にもご注目ください。 

 

※更新情報は今後、ホームページにて配信してい

く予定です。 

滝沢穴口開設準備室 

住所：滝沢市中村 55-5 

電話：019-687-5858 



１　法人単位の資金収支の状況 ２　法人単位の事業活動の状況

金額（千円） 金額（千円）

介護保険事業 957,149 介護保険事業収益 957,149

老人福祉事業収入 91,745 老人福祉事業収益 89,144

借入金利息補助金収入 806 経常経費寄付金収益 1,900

経常寄附金収入 1,900 (1)サービス活動収益計① 1,048,193

その他の収入 2,409 人件費 632,886

(1)事業活動収入計① 1,054,009 事業費 167,998

人件費支出 632,886 事務費 140,376

事業費支出 170,298 減価償却費 113,821

事務費支出 140,376 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 44,298

その他の支出 13,463 (2)サービス活動費用計② 1,010,783

(2)事業活動支出計② 957,023 Ⅰ サービス活動増減差額③＝①-② 37,410

Ⅰ 事業活動資金収支差額③＝①－② 96,986 (1)サービス活動外収益計④ 3,215

(1)施設整備等収入計④ 744,155 (2)サービス活動外費用計⑤ 13,463

(2)施設整備等支出計⑤ 885,207 Ⅱ サービス活動外増減差額⑥＝④-⑤ △ 10,248

Ⅱ 施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤ △ 141,052 経常増減差額⑦＝③＋⑥ 27,162

(1)その他の活動収入計⑦ 2,100 (1)特別収益計⑧ 176,851

(2)その他の活動支出計⑧ 77,992 (2)特別費用計⑨ 176,851

Ⅲ その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧ △ 75,892 Ⅲ 特別増減差額⑩＝⑧-⑨ 0

当期活動増減差額⑪＝⑦+⑩ 27,162

当期資金収支差額合計⑩＝③+⑥+⑨ △ 119,958 前期繰越活動増減差額⑫ 212,572

前期末支払資金残高⑪ 299,200 当期末繰越増減差額⑬＝⑪+⑫ 239,734

当期末支払資金残高⑩+⑪ 179,242 その他の積立金積立額⑭ 70,360

次期繰越活動増減差額⑮＝⑬-⑭ 169,374

３　法人単位の貸借対照表

金額（千円）

206,505 114,215

2,269,473 1,229,079

基本財産 1,525,821 1,343,294

その他の固定資産 743,652 基本金 42,508

国庫補助金等特別積立 467,870

その他の積立 70,360

次期繰越活動増減差額 169,374

純資産の部合計 1,132,684

2,475,978 負債及び純資産の部合計 2,475,978資産の部合計

金額（千円）

項目項目

資産の部

流動資産 流動負債

固定負債固定資産

負債の部

負債の部合計

平成２９年度 法人の経営状況

＊ 法人本部 

＊ 軽費老人ホーム ケアハウス水沢 

〒023-0132 

岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢506番地6 

TEL：0197-51-3111 ／ FAX：0197-51-3151 

 

＊ 特別養護老人ホーム いこいの森 

〒023-0132 

岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢497番地1 

TEL：0197-51-1155 ／ FAX：0197-51-1251 

 

＊ 特別養護老人ホーム いこいの海・あらと 

〒986-0714 

宮城県本吉郡南三陸町志津川字蒲の沢190番1 

TEL：0226-46-1820 ／ FAX：0226-46-1821 

 

＊ 特別養護老人ホーム いこいの郷・燕沢 

〒983-0822 

宮城県仙台市宮城野区燕沢東2丁目1番35号 

TEL：022-794-7740 ／ FAX：022-794-7741 

 

 

 

◆水沢地区 

＊美山病院 

＊井筒医院 

＊老人保健施設 ハイム・ベルク 

＊啓愛会健診センター 

＊サービス付き高齢者向け住宅 

シルバーハウスなごみ 

◆前沢地区 

＊美希病院 

＊老人保健施設 ハイム・アザレア 

＊在宅総合ケアセンター 美希・アザレア 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 美楽会 ホームページ 

http://www.mirakukai.com 

 

＊ グループホームひだまり 

〒023-0106 

岩手県奥州市水沢羽田町久保37番地 

TEL：0197-51-6300 ／ FAX：0197-51-6335 

 

＊ グループホームひだまり２ 

〒023-0106 

岩手県奥州市水沢羽田町久保53番地3 

TEL：0197-51-1120 ／ FAX：0197-51-1123 

 

＊ デイサービスセンタースマイル 

〒023-0106 

岩手県奥州市水沢羽田町久保37番地 

TEL：0197-51-6335 ／ FAX：0197-51-6335 

 

＊ 美楽会在宅介護支援センター 

＊ 美楽会居宅介護支援事業所 

〒023-0106 

岩手県奥州市水沢羽田町久保54番地 

TEL：0197-51-2626 ／ FAX：0197-51-3626 

 

 

社団医療法人 啓愛会 ホームページ 

http://www.kihp.jp/ 

 

◆石鳥谷・盛岡地区 

＊宝陽病院 

＊孝仁病院 

＊孝仁病院PET画像診断センター 

＊在宅総合ケアセンター 宝陽 

＊孝仁介護支援センター 

 

◆宮城県志津川地区 

＊老人保健施設 ハイム・メアーズ 

＊グループホーム はまゆり 

岩手の夏の風物詩といえば、盛岡さんさ踊り。系列の啓愛会さんが 

盛岡に孝仁病院を構えているため、今年は美楽会から４名が友情参加です。踊れない 

自分と踊れるけど腰に爆弾を抱える事○長は隊列の先頭で提灯を掲げ美楽会のＰＲです。 

暑さ厳しいこの夏でしたが、まだまだ残暑が続く見込みです。今回取り上げた夏バテメニュー、是非

チャレンジしてみてはいかがでしょうか？ 

 

 


