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清流苑は、「いい顔、いい声、いい笑顔」がモットーです。
地域になくてはならない存在となる事をめざします。
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高田のぞみこども園
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清流苑グループマップ

清流苑事業所一覧

総合ケアセンター 清流苑 本部
870‐0128  大分市大字森336番地
TEL.097‐527‐6600  FAX.097‐527‐6606
●法人本部事務所
●特別養護老人ホーム（71床 従来型個室）
●ショートステイ（９床）
●多目的ホール（災害時避難所）
●災害時備蓄倉庫
●グループホーム「にれのは」（９床）
●就労継続支援A型事業所「つなぐ」

総合ケアセンター 舞鶴清流苑（天然温泉を活用）
870‐0901  大分市西新地２丁目5‐40
TEL.097‐573‐2088  FAX.097‐573‐2085
●デイサービスセンター
●身体障害者デイサービスセンター
●生活支援ハウス（20床）

幼保連携型認定こども園
高田のぞみこども園（定員180名）
870‐0115  大分市大字関園747番地
TEL.097‐524‐0801  FAX.097‐524‐0802
保育園　幼稚舎

大分市受託事業 
東陽地域包括支援センター
870‐0116  大分市大字常行450番地
TEL.097‐524‐0892  FAX.097‐524‐0893

総合ケアセンター 高田清流苑
870‐0116  大分市大字常行263番地
TEL.097‐521‐2886  FAX.097‐521‐2887
ヘルスケアセンターのぞみ
●デイサービスセンター
もうひとつの我が家びわのす
●グループホーム（９床）
●小規模多機能型居宅介護施設

総合ケアセンター 川添清流苑
870‐0274  大分市大字種具144番地
TEL.097‐529‐2316  FAX.097‐528‐1694
●ケアマンション「ジョリーメイト」（50床）
●デイサービスセンター
●認知症対応型デイサービスセンター
●訪問看護ステーション
●ヘルパーステーション
●夜間対応型ヘルパーステーション
●訪問入浴サービスセンター
●介護保険サービスセンター
●住宅型有料老人ホーム「東雲」（30床）

総合ケアセンター 明治清流苑（天然温泉を活用）
870‐0134  大分市大字猪野729番地1
TEL.097‐524‐3300  FAX.097‐524‐3322
●特別養護老人ホーム（地域密着型）
　（29床 ユニット型）
●ショートステイ（10床）
●デイサービスセンター
●脳トレセンター（認知症対応型）
●地域交流施設「晩香舎」
●住宅型有料老人ホーム「朋友舎」（40床）
●グループホーム「もえぎ」（９床）
●ヘルパーステーション
●小規模多機能型居宅介護施設「もみ」

〒870-0128 大分県大分市大字森336番地
TEL097-527-6600
http://www.eiseikai.or.jp　
E-mail　info@eiseikai.or.jp
発行：広報委員会 　発行責任者：齋藤　宏
※写真は皆様のご了解をいただいて掲載しております。 高田のぞみこども園にて

（心くばり）

インスタグラム
はこちらから 

社会福祉法人　永生会 

登録範囲：特別養護老人ホーム清流苑
 特別養護老人ホーム明治清流苑

ほっこりトピックス

社会福祉法人永生会の職員紹介「私たちの職場自慢」

ライフUPカフェ＆ライフUP来楽舞

「就労継続支援A型事業所つなぐ」開所致しました「就労継続支援A型事業所つなぐ」開所致しました
総合ケアセンター 清流苑 本部

アップ アップ ぶらく
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就労継続支援A型事業所 つなぐ 特別養護老人ホーム●総合ケアセンター 清流苑 本部 ●総合ケアセンター 清流苑 本部

就労継続支援A型事業所
開所致しましたつなぐ
理念

１日のスケジュール

感染症対策を実施中です

「日本のママよ」

　９：００ 朝礼
 各施設館内の掃除
 各ユニットやトイレ掃除

１２：００ 休憩

１３：００ シーツ交換
 各ユニットの掃除
 草取りなど外作業

就労A型事業所では、障がいや心の病気によ
り一般企業での雇用が困難な方に働く場所を提
供し、その方が望む社会復帰を私たちと一緒に
目指していきます。

就労継続支援A型事業所つなぐでは、１チーム（３～５名）に支援員が付き添いながら施設の環境整備や
清掃業務、介護職員の補助としてシーツ交換や食器洗い、洗濯物干しなどの業務を行いながら一般就労と
して必要な職業訓練等の支援を行っております。障がいや心の病気により一般雇用が困難な方であっても、
自立した職業人として期待できる場合は、法人施設職員として雇用することを目標としています。

I さんと職員は、話し合いながらI さんがやりた
いことが出来る環境作りを行ってきました。
今では、外出、新聞、短歌作り、縫物など少し
ずつ出来ることが増えました。
フィリピンから日本に技能実習で勉強にきてい
る実習生と先日も一緒に縫物を行っていました。
言葉で通じにくい部分もありますが、心と心が
通じ合えば問題ありません。
I さんに「（実習生の）日本のおばあちゃんですね」
と聞くと、「おばあちゃんなんていわないで、私は
日本のママよ」と話され、実習生と一緒に笑ってい
る姿を見てうれしい気持ちになりました。

外国人技能実習生制度とは…
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役
割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図ってい
くため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転
を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」
に協力することを目的としております。
社会福祉法人永生会では、５名の外国人の方を迎え
ています。

仕事面や生活面での課題を

一緒に相談しながら解決で

きる道を探していけるように

頑張って支援致します。

苦手な事が多い人であっても

「社会に役に立てるんだ」とい

う実感を持ってもらえるよう

に支援させていただきます。

連日のように新型コロナウイルスに関す
るニュースが流れています。ご家族の方々
には、インフルエンザ対策の面会制限に続
き、長い期間の制限になりますが、施設一
丸となって感染症対策に取り組んでおりま
すので、何卒ご了承のほどよろしく御願い
致します。
また皆様のご健康をお祈りします。

令和2年1月1日
清流苑本部内に発足

イラスト作成：就労支援A型つなぐ利用者

サービス管理責任者　籾井 管理者　富成

特
集

【社会福祉法人永生会】
新型コロナウイルス感染症に関する基本方針（第4号）
新型コロナウイルスが全国に感染拡大していることに鑑み、当法人
における高齢者介護（予防）事業、保育事業、障がい者事業のす
べての事業所において、新型コロナウイルス感染症のクラスター（小
規模な集団感染）にしないための基本方針を下記の通り定める。
全職員（委託業者も含む）においては本方針を遵守すること。

１. 確実な手洗い、手指消毒、咳エチケット（マスクの着用）、出勤時
　 における体温測定、制服等（衣類）の清潔保持を徹底すること。

ア．職　員

・・・
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日常の生活の中で、忘れないことを
増やしていきたい。料理の仕方は忘れ
てしまったけど、盛り付けや片付けを
職員と一緒に思い出しながらやってみ
る、そんな毎日。
ふと思い出す、家族と楽しんだ季節
の行事。娘と一緒に飾った雛人形、今
は孫ぐらいの職員と飾っています。

高田のぞみこども園では、毎月誕
生会を行っています。講堂にみん
な集まりお祝いをします。誕生児は、
ステージの上で、一人ずつ保育者
からのインタビューに答え、一つ
大きくなった姿を見せてくれます。

ところが、先月は感染症予防のため、誕生会を行うことができませんでした。がっ
かりしていた先月生まれのお友達ですが、のぞみの森にケーキが登場。ケーキの上
に、メッセージプレートも飾られていました。お友達や先生からのプレゼントです。
いつもの誕生会はできませんでしたが、クラスごとにすてきな誕生会ができた
ようです。

ジョリーメイトでも庭で散
歩をする入居者を目にするこ
とが増えてきました。例年、
気候のよい日には散歩や庭に
ある椅子に腰かけひなたぼっ
こをされるかたもちらほら。

まだ寒さが残るとある日、
ご利用者様の発案で、いつも
ハーモニカの練習をなさって
いるお二人と体操の時間にコ
ラボレーションが実現♪
「やってみようかなぁ！」
こんな意欲的なお言葉を聞
くと嬉しく思います。

毎日 「あの日」 を思い出します。

笑顔はかわりません。

そして、 私たちもこの日を

わすれません。

ケアマンション ジョリーメイト&デイサービスセンター

ヘルスケアセンターのぞみ　デイサービスセンター

●総合ケアセンター 川添清流苑

デイサービスセンター●総合ケアセンター 舞鶴清流苑

●総合ケアセンター 高田清流苑

もうひとつの我が家びわのす　小規模多機能型居宅介護施設●総合ケアセンター 高田清流苑

小規模多機能型居宅介護施設もみ●総合ケアセンター 明治清流苑

幼保連携型認定こども園　高田のぞみこども園

ほっこり
トピックス

清流苑デイサービスセンターのホール
毎月、様変わりする壁画

Takata

Takata

Takata nozomi kodomoen
Maizuru

Meiji

Kawazoe

のぞみでは、屋上にある菜園や玄関前の花植をご利
用者と一緒に行っています。お越しの際にはご覧に
なってください。

一緒につくる、桜餅。105歳の
おばあちゃんも、上手にまるめて
くれます。
とてもおいしくできました。

屋上庭園では、高い
空がさらに気分を広
げてくれます。
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●ご寄贈
 （株）佐伯建設様（防じんマスク）
 加藤晴夫様（マスク）
 ビューティフルライフ様（不織布）
 岩男工業様（マスク）
　榊原五女様（手作りマスク）
　安東斉和様（一輪車）

 公益社団法人 老人はげみの里見会様（移動式リフト）

●慰問・ボランティア
 丹生公民館長　栗林 茂様
 （ギター・トランペット演奏、弾き語り等）
 飯野典子様（ピアノ演奏）
 溝部和代様（生花教室）
 ももぞのこども園の皆様
 後藤リカ様（レジン教室）

年明けの１月は、白沢様・物井様による演奏会を開催。
２月は皆様と「クレープづくり」をしました。
このような活動を通じ、認知症当事者や、その介護者
同士の交流の場となり、様々な内容を気軽に相談できます。
お気軽にご参加ください。

社会福祉法人永生会の職員紹介

●お問い合わせは　総合ケアセンター 川添清流苑　☎097‐528‐1662 渕野

■開催日時／毎月第２日曜  ９：30～ 11：30
■場　　所／川添清流苑（デイサービスセンター）

アップ

私たちの職場自慢 ライフUPカフェ

※３月以降は、新型コロナウイルス感染拡大予防のために
　休止しています。
令和元年度のライフUPカフェの参加延べ人数は、215名でした。

清流苑に入り、ショートステイで介護
を経験し、今はデイサービスで勤務して
います。職員やご利用者から日本語を教
えてもらいながら、日本のことをたくさ
ん学んでいます。
わからないことはまだありますが、み
なさん優しくしてくれて、楽しく仕事す
ることができています。

総合ケアセンター 舞鶴清流苑
身体障害者デイサービスセンター

安部 アミリン

入社歴：４年
趣味：料理
アピールポイント：
漢字や日本語はとても難しいけど、利用者様
の名前などでいっぱい漢字の勉強しています。
今ではだいぶ読める漢字も増えてきました。

ケアワーカー

子供のことで急に休むことがあって
も、育児の大変さを理解している職員が
多く、「お互いさま」とフォロー体制が整っ
ています。
希望する日の休みも取りやすく、仕事
と子育ての両立もしやすい職場です。
子育ての経験は介護に、介護の経験は
子育てに生かすことができます。

総合ケアセンター 舞鶴清流苑
身体障害者デイサービスセンター

桝田 優美

入社歴：11年
趣味：野球観戦
アピールポイント：
15歳と13歳の思春期兄弟の母です！
なので、体力には自信があります♪
週末はもっぱら子供の野球の応援に行ってい
ます！

サービス管理責任者 ライフUP来楽舞では、ストレッチ・筋トレ・有酸素運動、脳トレ
等を行っています。自宅でも行える体操メニューとなっています。
健康維持に興味がある方はぜひお越しください。

●お問い合わせは　総合ケアセンター 高田清流苑　☎097‐５03‐5315 齋藤　

《別　　保》
■開催日時／第1・3木曜  10：30～11：30  ■場所／別保公民館2F
《高　　田》
■開催日時／第2・4金曜  10：00～11：30  ■場所／高田公民館2F

アップ ぶらく

ライフUP来楽舞健康体操

※３月以降は、新型コロナウィルス感染拡大予防のために休止しています。
令和元年度のライフUP来楽舞の参加延べ人数は、別保981名、高田380名
でした。

  かんしゃ

順不同にて掲載

Special thanks
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