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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。

21

22

22

2156

208

10

10

614

197 197

210

文
文

文

文

文

文

文

大分自動車
道 昭和電工ドーム

大分米良IC

大分宮河内IC

川添小学校

明治小学校

明治北小学校

別保小学校

高田小学校
高田公民館

東陽中学校大東中学校

大分東郵便局

大分東自動車学校
マルキョウ皆春店

光福寺

大洲運動公園

津留運動公園

県総合社会福祉会館

大分市役所

大
分
川

大
野
川

乙
津
川

弁天大橋

舞鶴橋

滝尾橋

宗麟大橋

仲西陸橋西

森
町
バ
イ
パ
ス

高田のぞみこども園

東陽地域
包括支援センター

高田清流苑

川添清流苑

清流苑本部

明治清流苑

日岡
舞鶴清流苑

大分駅

牧駅

高城駅
鶴崎駅

日豊本
線

豊
肥
本
線

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。 明治清流苑にて

スウェーデンの言葉で心くばりを意味し、その原義は「悲しみの分かち合い」である。
著書  「分かち合い」の経済学  神野直彦より

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
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社会福祉法人永生会の職員紹介「私たちの職場自慢」

新型コロナウイルス感染予防対策を実施しております
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●総合ケアセンター 川添清流苑

川添清流苑サービス MAP
今回は『川添清流苑』特集です。ここには、在宅サービス事業所、施設など
各種の事業所がありますので、ご紹介致します！

清流苑訪問看護ステーション ☎529ｰ2382

清流苑配食センター ☎528ｰ1662

ヘルパーステーションでは、
訪問介護員（ホームヘル
パー）が、常勤・登録職員
32名在籍しており、ご利用
者様のご自宅を訪問し、身
体介護や生活援助を行って
います。

介護保険のご相談や申請
代行、施設入所のご相談な
どを受けております。いつま
でも住み慣れた地域での生
活を送るお手伝いを致しま
す！お気軽にご連絡ください！

清流苑ヘルパーステーション ☎529ｰ2372

夜間対応型訪問介護は、
夜間の時間帯に提供される
訪問介護サービスです。大
分市で唯一、２４時間３６５日
対応しており、就寝準備やト
イレ介助などの定期訪問や
転倒や体調の変化での緊急
訪問などを行っています。

夜間対応型ヘルパーステーション清流苑 ☎524ｰ7102

清流苑訪問看護ステーション

夜間対応型ヘルパーステーション清流苑
清流苑ヘルパーステーション

介護保険サービスセンター清流苑 ☎528ｰ1662

清流苑配食センター
介護保険サービスセンター清流苑

特
集
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訪問看護は、自宅
療養されている方々に
看護を提供していま
す。看護師は、主治
医の指示のもと、点滴
や酸素吸入等の看護
対応をしています。献
身的に介護されている
娘様が、これからも安
心して過ごせるように
看護師がサポートして
います。

住宅型有料老人ホーム 東雲 ☎529ｰ2316（直通：080ｰ4696ｰ8541）

ケアマンションジョリーメイト 清流苑 ☎528ｰ1881

住宅型有料老人ホーム 東雲

高台に位置しており、大野
川が一望できる見晴らしのよい
所にあります。２階、３階が居
室で、トイレは各居室に備え付
けております。定員30名の入
所施設で、入所には要介護認
定が必要になります。

大分市の委託事業で、１日10食程度ではありま
すが、お一人暮らしの高齢者世帯等へお弁当の
配達を行ってます。栄養バランスのとれたお食事の

提供と、安否
確認の意味も
あります。
いい顔・い
い声・いい笑
顔でお届けし
ます！

大分訪問入浴サービスセンター ☎529ｰ2959

デイサービスセンターＥ型は、１日の定員が12名と
少ない人数で、職員配置も手厚くしており、利用者の
皆様が「自分らしく」
過ごせる場所です。
フロアから、大野
川の雄大な景色が
広がって、心が落ち
着く環境になってお
ります。

清流苑デイサービスセンターＥ型
（認知症対応型通所介護） ☎529ｰ2959 デイサービスセンターのフロアからは、大野川が一

望できます。テラスには、夏になると見事に蔦を伸ばし
てグリーンカーテ
ンができ、園芸
なども魅力の一
つです。
レクレーション活
動もですが、リハ
ビリや運動にも力
を入れています。

清流苑デイサービスセンター ☎529ｰ2959

大分訪問入浴サービスセンター
清流苑デイサービスセンターＥ型
（認知症対応型通所介護）
清流苑デイサービスセンター

「自宅でゆっくりお風呂に入りたい」。
そんなご本人やご家族の願いを叶えるために訪問し

ております。自宅
で入浴したいけ
ど、自宅の浴槽で
は入れないなどが
ありましたら、浴
槽を持って、看護
師と介護士が伺
います！

ケアマンション
ジョリーメイト清流苑

ケアマンションは、おおむね60歳以上の、身の回り
のことがある程度ご自分で行える方々が入居されてお
ります。各居室はゆっくり過ごせる広さで、カラオケルー
ムやシアタールームなどもございます。

　これは月に一度の祝い膳
の風景です。誕生者にお
花のプレゼントとお祝いのお
膳が並びます。厨房の職
員が愛情込めて作った食事
と季節に応じた祝い花。大
変、喜んでくれます。そし
て私たちにも素敵な笑顔の
プレゼントをいただきました。

1 2



いつもは家族と一緒に夏を楽しむ夕涼み会。かき氷
には、フルーツをトッピングして。懐かしい祭り遊び
と盆踊り。今年は室内で友人たちと楽しみました。

８月上旬、夏の行事である『おまつりごっ
こ』が開催され、３～５歳児、約100名が
参加しました。お祭りをリードする年長組
がオープニングで手作りのおみこしを披
露。お面、ヨーヨー、射的、輪投げなどの
お楽しみコーナーの係も担当し、大いに盛
り上げてくれました。昼食の時間はみんな
でお弁当を広げ、食後にはなんと給食室の
“かき氷やさん”が開店！『とっても楽し
かった～♪』と話す子ども達一人一人の笑
顔が、新型コロナウイルスの影響で例年通
りの行事が実施できない悔しさを吹き飛ば
し、素敵な夏の一日になりました。

---感染症の研修を行いました---
清流苑では、定期的に職員の研修を行っ
ています。今回は「防護ガウンの着脱に
ついて」の研修を行い、実際に着脱を行
いながら、注意するポイントを再確認し、
職員間で共有する研修となりました。

---水害時の避難訓練を行いました---
最近、「近年まれにみる災害」が続いて
います。清流苑では、月に１回の防災訓
練を行っています。今回は水害時に、１
階で過ごされるご利用者が上の階に避難
する「垂直避難訓練」を行いました。円滑
に避難ができるようマニュアル作りと訓
練を今後も続けていきます。

デイサービスご利用の讃岐千鶴（さぬきちづ）さんが７月20日、
102歳の誕生日を迎えました。デイサービスに着くと、「今日は
大将（センター長）はおらんの？」と尋ねてきます。今では車イ
ス対応になりましたが、運動が大好きで、体調を見ながらレッ
ドコードやめじろん体操に参加しています。
いつまでも元気で、ご利用者のみなさまと一緒に楽しくお過ご
しください。

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。

●総合ケアセンター 清流苑

明治清流苑デイサービスセンター●総合ケアセンター 明治清流苑

●総合ケアセンター 舞鶴清流苑

もうひとつの我が家びわのす●総合ケアセンター 高田清流苑

幼保連携型認定こども園　高田のぞみこども園
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Takata

Takata 
nozomi 
kodomoen

Maizuru

Meiji

Seiryuen

お盆を迎えて
お盆休みに舞鶴清流苑では浴室・更衣室の大規模なリフォームを行いまし
た。ご利用者には大変ご迷惑をおかけしてしまいましたが、きれいになっ
た更衣室を見て、ご利用者から喜びのお言葉をいただきました。
改修工事の間に皆様と一緒に創作活動として、「ヒンメリ」と「染め紙う
ちわ」を作り、職員も一緒に楽しみながら作ることが出来ました！

讃岐千鶴さん　満102歳！！

職員手作りの「お茶ゼリー」で、

楽しいひととき♪
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●ご寄付
 新井　和重様 尾野　るり様 後藤　泰敬様
 若林　春信様 市瀬　孝子様 中村　友一様
 得丸　定子様 サロンまどころ様

●ボランティア
 御手洗裕子様（園芸ボランティア）
飯野　典子様（うたごえ広場）
溝部　和代様（生花教室）
榊原　五女様（健康体操）
守田あけみ様（健康体操）

●ご寄贈
 ＮＰＯ法人 川添なのはなクラブ様（じゃがいも）
斎藤　昌則様、サヨ様（野菜） 伊藤　都子様（タオル） 
 多田　悦子様（手作りマスク） 佐藤　桂子様（手作りマスク） 
 衛藤　房子様（手作りマスク）

社会福祉法人永生会の職員紹介

私たちの職場自慢
新型コロナウイルス感染予防対策を実施しております

介護はたいへんというイメージを持っ
ていましたが、ご利用者から学ぶことが
多く、楽しく働いています。チームワー
クがよく、子育てと仕事の両立をしやす
い職場です。

総合ケアセンター 高田清流苑
デイサービスセンターのぞみ

中島 由衣

入社歴：7ヶ月
趣　味：カフェ巡り
アピールポイント：
食べることが大好きです！休みの日にはよく
カフェにいって、盛り付け方などを勉強し、
家でよく真似しています。

ケアワーカー

仕事も第一、趣味の登山も第一、子育
ても第一！清流苑での交代制の勤務は時
間を有意義に使うことができます。趣味
を仕事に活かすこともでき、毎日笑顔で
楽しく働いています。

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

山田 真由美

入社歴：10年
趣　味：登山　写真　手芸　陶芸
アピールポイント：
20歳と13歳の兄弟の母です！体力には自信が
あります♪休日は、くじゅう連山や祖母山な
どに登りリフレッシュしています！

ケアワーカー

  かんしゃ

順不同にて掲載

Special thanks

【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７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

・・・

対策に取り組んでおります。

は休止しております。

各事業所に設置しています。 会議室等に設置しています。 各ユニットに設置しています。

空気殺菌装置

オンライン面会や窓越し面会を実施しています。

感染予防へのご協力ありがとうございます。

職員もいろとりどりのマスク

空気浄化装置 飛散防止パネル

アップ

ライフUPカフェ
アップ ぶらく

ライフUP来楽舞
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