
平成27年7月20日（１） 長生会平成季刊誌（第11号）

ゆるキャラグランプリ 公式サイトに 

アクセスする！  

 

 

 

投票登録を行いＩＤを取得する。 

※登録方法は７月末頃に公式ホームページ 

にて公開されます、ご参照下さい。 

夏号の内容 
 

○表紙（ゆるキャラグランプリエントリー ）・・・・・・・P１    ○各施設の最近の出来事・・・・・・・・・・・・・・・・P２～P５ 

○長生会内部研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６      ○長生会ニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７ 

○お知らせコーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P８ 

＊ホームページでも楽しい記事が満載！ ｈｔｔｐ：//www.chouseikai.jp/ 

※期間中は毎日１票投票ができます。  

亀蔵と鶴美を 

   応援してね♡ 

思い出の夏！ 長生会の夏！ 

福岡県から 

「亀蔵くん・鶴美ちゃん」を 

選んで毎日投票！ 

「ゆるキャラグランプリ」で  索！ 
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介護老人福祉施設 三沢長生園 

介護老人保健施設 しらさぎ苑 

軽費老人ホーム ケアハウス小郡 

＊ホームページでも楽しい記事が満載！ ｈｔｔｐ：//www.chouseikai.jp/ 

暖かな陽気に誘われて！ 

 皆様のお顔も春めいていました！ 

４月～７月は園外での行事や慰問等でお楽しみ頂きました！ 



長生会平成季刊誌（第11号） 平成27年7月20日（3）

グループホーム 美鈴ヶ丘 

グループホーム まつざきの宿 

グループホーム あずま野 

ふれあいの家 あずま野 
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デイサービスセンター 花聳の里 

デイサービスセンター 美鈴ヶ丘 

デイサービスセンター ふくせんの郷 

当事業所では 

・日曜日営業 

・７時間～９時間 

  営業 

を実施しております。

日中介護者が不在で

お困りの方がいらっ

しゃいましたら、是

非一度お問い合わせ

下さい。 

楽しい！ おもしろい！ 行事をご提供できるように頑張っています！ 

春の施設外行事として、お花見や 

松崎地区散策を行いました！ 
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しらさぎ苑 デイケア 

介護保険法改正に伴い、８月から一定所得以上の方の介護サービス利用時の負担が２割になります。 

一定所得者負担２割に改正 

ポイント1 <一定所得以上とは> 

ポイント２ <確認方法> 

要支援・要介護に認定を受けている方全員に、 
市役所（各保険者）より７月末までに、 
ご自身の負担割合（１割または２割）が記載された 
「介護保険負担割合証」が交付されます。 

高額介護サービス費利用者負担限度額改正 

介護保険の自己負担が一定割合を超えた場合に支給される
「高額介護サービス費」の負担段階区分が変更になります。 
「現役世帯並所得者」が追加になりました。 

年間の医療費と介護保険費の自己負担額を合算して
一定額を超えた場合に支給されます。 
※医療保険窓口へ申請が必要 
※今回の改定は７０歳未満の方のみ 

高額医療・高額介護合算制度限度額 

※ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい！ 
 在宅福祉センター ７５－３４７６ 



（6） 長生会平成季刊誌（第11号） 平成27年7月20日

日 時： 平成27年 7月17日（金） 研修会 18:15～19:45 交流会 20:00～20:40  

講 師： 株式会社グリュック  南部 雄一 氏 

内 容： リスクマネジメント研修会 ～高齢者施設のリスクマネジメントとは～ 

場 所： 三沢長生園 ５階 地域交流ホール 

参加者： 研修会８３名 交流会２５名 

 

  
 今回、株式会社グリュック様に講師をご依頼さ

せて頂きました。研修では実際に様々な施設で発

生した事故の事例に基づき、リスクマネジメント

の考え方や事故防止を図る為にはどうしたらよい

か、万が一事故が発生してしまった後の対応に至

るまで、様々な観点から貴重なお話をして頂きま

した。 

 今後もご利用者の皆様が安全で、楽しく長生会

の各事業所をご利用頂くことができるように、更

に努力してまいります。 

※今回の改定は７０歳未満の方のみ 

 
 

リスクマネージメント研修会の概要 

１．「高齢者施設のリスクマネジメント」とはなにか？ 

      

２．事故防止の基本活動とはなにか？ 
『ヒヤリハット活動』前にやるべき事故防止の基本活動はなにか？ 

『施設の管理上の危険や利用者個別の危険等』について具体的な事故事例をもとにお話し頂きました。 

５．利用者の生活リスクを家族と共有するには？ 

『ヒヤリハット活動を実施しているが事故は減らない･･･』 

  ヒヤリハットの原因究明と事故防止対策の検討方法についてお話し頂きました。 

４．“事故発生時・発生後の対応策とは？ 
『事故発生時の対処方法や発生直後の家族との交渉』に渡るまでの具体的 

 な対応策についてお話し頂きました。 

３．効果のあがる「ヒヤリハット」活動とは？ 

『従来の事故防止活動とリスクマネジメントの違いはなにか？』 

『人は誰でも必ずミスをする』を大前提にリスクマネジメントの考え方をお話し頂きました。 

『防げない事故』をどうやって家族にご理解してもらうか？ 

  事例を参考にお話し頂きました。 
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日 時 ： 平成27年6月1日（月） 19:00～21:30 

場 所 ： 大観荘   福岡県筑紫野市湯町１―１２―１ 

           ２階 大宴会場 

参加者 ： 228名 

 ＜ご来賓紹介＞ 

福岡県議会議長 井上 忠敏 様 

元衆議院議員 楠田 大蔵 様 

社会福祉法人 柳育福祉会 理事長 栁 徳枝 様 

をはじめ、医療法人柳育会の皆様、長生会の元役員の方等、 

総勢 ２７名のご来賓の方にご出席を賜りました。 

お忙しい中本当にありがとうございました。 

ピュアハートの皆さんは、ハンディキャッ

プを持つ子ども達、７名で構成する音楽

バンドで、福岡を中心に、東日本大震災

の被災地や海外での慰問活動を行って

います。 

この日は、長生会の祝賀会のお祝いに駆

け付けてくれました。 

本当にありがとうございました。 

 ７月１２日（日）峯元天神祭の行事の一環として、グランドゴル

フ大会を開催致しました。 
≪松崎・福泉塚に伝わる、峯元天神祭りとは≫   

1359年（南朝 正平14年）菊池武光ら南朝勢約4万は筑後川の北岸に陣を

張り(宮方ノ陣）北朝・足利勢ら少弐頼尚（しょうによりひさ）率いる約6万と対

峙し、合わせて約10万の大軍が戦った。この大原合戦の折、菊池武光の家

臣に福泉坊なる武将があり、大軍勢に挑み壮絶な最後を遂げた。死後、里

人がその地に屍を葬り塚上に一株の松を植えて標とし、この地を福泉塚と命

名した。その後この地方に疫病が蔓延した際、福泉坊の霊魂を峯のように壮

大な南朝を築いた元の神として峯元（ぶげん）天神と称し慰霊したところ、疫病

は終息した。以来、里人は福泉坊が陣没した7月に峯元天神祭りを行い無病

息災を祈願していた。 

 

 長生会互助会では、各事業所間の職員交流等を目的とし、毎年忘年会を実施しておりましたが、 

冬場は感染性胃腸炎やインフルエンザ等の感染症のリスクを伴う為、本年度から三沢長生園の開設記念日に 

合わせ、祝賀会を開催することとなりました。 



　　<入所・入居施設>

  　　　

　　　<グループホーム・小規模多機能>

  　　

　　　　　ふれあいの家　あずま野
    （０９４２）７２－７５６８

 　　　  <通所サービス>

　　○デイサービスセンター　花聳の里
    （０９４２）７５－２１９７

　　○デイサービスセンター　美鈴ヶ丘
    （０９４２）７５－５３１２

　　○デイサービスセンターふくせんの郷
    （０９４２）７３－６５２６

　　○しらさぎ苑　デイケア
    （０９４２）７５－７２９１

 　 　<その他の在宅サービス>

　　○ケアプランサービスしらさぎ苑
　　○しらさぎ苑ライフケアサービス
　　○しらさぎ苑訪問入浴サービス

    （０９４２）７５－３４７６

法人本部

　　○事務局　（三沢長生園内）

    （０９４２）７５－４１１３

　　○小規模多機能型居宅介護

　　○グループホーム　あずま野
    （０９４２）４２－６６１２

　　○介護老人福祉施設　三沢長生園
    （０９４２）７５－０３４７

　　○介護老人保健施設　しらさぎ苑
    （０９４２）７５－７２９１

　　○小郡市しらさぎ苑在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
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    （０９４２）７５－５３１１

　　○グループホーム　まつざきの宿
    （０９４２）７３－５５００

　　○軽費老人ホーム　ケアハウス小郡

　　○グループホーム　美鈴ヶ丘
    （０９４２）７５－３９０３

社会福祉法人

長 生 会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部員総勢３０名！ 

月に２回楽しく汗を流しています。 

練習試合の相手を探していますので、興味がある方は 

ご連絡下さい。 

場 所 ： 小郡中学校 

時 間 ： 概ね19時～21時 

費 用 ： ナイター代を負けたチームが負担では・・・(^_^;) 

皆様の挑戦をお待ちしています！ 

（０９４２）７５－７２９１ しらさぎ苑 亀岡まで 

発行所 社会福祉法人 長生会 

   〒838-0106 

   福岡県小郡市三沢字花聳881-1 

   ＴＥＬ（０９４２）７５－０３４７   ＦＡＸ（０９４２）７５－７５５６ 

     Ｅ-mail : info@chouseikai.org   http ://www.chouseikai.jp/ 

発行人  理事長 栁 文生 

広報担当：経営企画室 （０９４２）７５－４１１３  

     Tortoise長生会 

〇三沢長生園 家族会 
 日時：平成27年7月20日（月）＊海の日 

    10:30～11:30 

 お忙しい中、ご出席頂きまして 

     誠にありがとうございました。 

 

〇下水道工事について 
 公共の下水道への繋ぎ込み工事を予定しています。

工事期間中は車両の通行等でご迷惑をおかけします。

近くを通行の際はご注意下さい。 

 

場  所：しらさぎ苑  

     ＊デイサービスセンター花聳の里裏付近 

工事時期：平成27年７月～９月頃 

 

場  所：デイサービスセンターふくせんの郷 

     グループホームまつざきの宿 

     ＊敷地内から建物に隣接する道路付近 

工事期間：平成27年７月～９月頃 

 

 


