
（１） 長生会平成季刊誌（第10号） 平成27年4月20日

春暖号の内容 
 

○表紙（介護保険法改正等 ）・・・・・・・・・・・・・・・・P１    ○各施設の最近の出来事・・・・・・・・・・・・・・・・P２～P５ 

○長生会主催 研修・交流会報告・・・・・・・・・・・P６     ○長生会ニュース （新職員紹介）・・・・・・・・・・・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/ 

平素より、長生会の各事業所をご利用頂き、誠にありがとうございます。 

 さて、平成27年４月１日より介護保険法改正及び報酬改定により、各事業所の体制や 

ご利用料金が変更になっています。 

 また、８月１日にも一部の事業所で居住費等が法改正に伴い変更になります。 

その他、介護保険料の変更や補足給付の対象基準の改正等も行われています。 

様々な変更で疑問やご不安があるかと思いますが、各事業所でご相談やご質問を 

受付けておりますので、お気軽にお尋ね下さい。 

＜ご利用料金・事業運営体制に関すること＞ 

施設・通所サービス・・・各事業所相談員 

地域密着サービス（グループホーム等）・・・各施設管理者・所長 

その他の在宅サービス・・・各管理者 

 

＜介護保険利用時の負担割合・補足給付等の公的変更に関する事＞ 

小郡市しらさぎ苑在宅介護支援センター 

ケアプランサービスしらさぎ苑     ＴＥＬ（０９４２）７５－3476 
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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 

介護保険法改正に伴う変更及び重点取り組み等 
心疾患や糖尿病等の既往歴がある方への「療養食」の充実を図ります。 

介護保険法改正に伴う変更及び重点取り組み等 
新規に入所頂きます方への「短期集中リハビリテーション」の充実を図ります。 

新年会！ 

筑紫神社にて初詣を終え、 

スーパーへ出かけました！ 

おみくじ！ 初売り！ 福袋！ 

と楽しみいっぱいの 

一日でした。 

初午！ 

黒岩稲荷神社参拝 

 

地域の皆様手作り

のぜんざいで心も

体もポッカポカに

なった後、出店で

お土産などを買い 

ました。 
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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 
介護保険法改正に伴う変更及び 

重点取り組み等 
 

利用者登録人数定員が２９名になります。 

現在登録者数２４名様ですので、 

ご希望の方はお急ぎ下さい。 

職員一同お待ち致しております。 
 

担当：佐野まで 

 年男・年女の方

を中心に、豆まき

を行いました。 

鬼も退散しました

ので、今年一年皆

様安泰です！ 

１月～３月の皆様のご様子！ 
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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 

介護保険法改正に伴う変更及び重点取り組み等 
様々なご要望に対応できるように、サービス提供時間を５時間～７時間から７時間～９時間に変更させて頂きます。

介護保険法改正に伴う変更及び重点取り組み等 
要支援の方々に運動器機能向上を目的とした運動等を提供させて頂いておりますが、 

個々の運動評価等を強化し、ご利用回数に応じたプログラムの充実を図ります。 

介護保険法改正に伴う変更及び重点取り組み等 
要介護の方への個別機能訓練を実施していきます。 
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しらさぎ苑 デイケア 
介護保険法改正に伴う変更及び重点取り組み等 
新規ご利用者様へのリハビリマネジメントや退院後の方等への短期集中リハビリの充実を図ります。 

 今年度から小郡市が介護や高齢者福祉に関する相談窓口として開催します、巡回介護相談の 
お手伝いを「小郡市しらさぎ苑在宅介護支援センター」にてさせて頂くこととなりました。 
 
開催日時及び場所 
   ① 日時 ： 毎月第２日曜日 
           ４月１２日 ・ 5月10日 ・ 6月14日 ・ ７月１２日  
         8月 9日 ・ 9月13日  ・  10月11日 
                午前10時～午後４時  
     会場 ： イオン小郡ショッピングセンター内 おごおり情報プラザ 
 
   ② 日時 ： 毎月第４水曜日 
          午前１０時～午後４時 
     会場 ： ４月２２日  くろつち会館（立石校区公民館） 
          ５月27日  ふれあい館（三国校区公民館） 
           ６月24日  小郡交流センター 
          7月22日  ひまわり館（あずま野）（東野校区公民館） 
          ８月26日  御原校区公民館 
          ９月23日  生涯学習センター 
          10月28日  味坂校区公民館 
    ＊青字・・・しらさぎ苑在宅介護支援センター担当日 
 
＜お問い合わせ＞ 
小郡市介護保険課高齢者サービス係 ７２－２１１１ 内線４５４ 
小郡市しらさぎ苑在宅介護支援センター ７５－３４７６ 担当：中村・冨永 
 

「巡回介護相談」開始！ 
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日 時： 平成27年 3月6日（金） 研修会 17:30～19:15  

                  交流会 19:30～20:30  

講 師： 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 課長補佐 羽野 嘉朗 氏 
場 所： 三沢長生園 ５階 地域交流ホール 

参加者：法人外参加者 研修会218名 交流会42名 

 

 元衆議院議員楠田大蔵氏のご尽力を賜り、 

厚生労働省から講師の先生をお招きすることができました。 

予想以上に大盛況となり、当日も追加参加のお申し込みを 

多数頂きました関係等で、受付等が混乱してしまい、 

大変ご迷惑をおかけ致しましたが、皆様のご協力により、 

なんとか開催することができました。 

また、交流会では多くの方々と意見交換を行う事ができ、 

大変有意義な時間を過ごすことができました。 

本当にありがとうございました。 

研修会では・・・ 

１．介護保険制度をとりまく状況  

２．介護保険制度の最近の動向 

   ①報酬改定 

   ②地域医療介護総合確保基金 

   ③制度改正の施行 

３．今後の医療と介護の動き  

等をご講演頂き、質疑応答においても様々な質問に分かりやす

くご回答頂きました。 

交流会にも・・・ 

ご講演に引き続き羽野氏にご出席を賜り、各事業所の個別の

質問等にもお答え頂きました。 

また、多くの事業所の皆様と様々な意見交換も行うことができ

ました。 

  

羽野氏  栁理事長  楠田氏 
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〇山口 夏希  配属先 ： 三沢長生園 介護課 

  大きな声で、笑顔が絶えず明るい雰囲気作りを心掛けます。先ずは、利用者様のお名前を早く覚え、利用者様が 

  快適な生活が送れるように努めていきたいです。 

 

〇山川 翼   配属先 ： 三沢長生園 介護課 

  職場に早く慣れ、一つでも多くのことを学びたいと思います。 

 

〇川口 優花  配属先 ： 三沢長生園 介護課 

  高校２年生の時に２週間程実習に来させて頂いてから、ずっと「三沢長生園」で働きたいと思っていました。 

  夢が叶ったからには、早く業務に慣れ、一生懸命介護の仕事を頑張りたいと思います。 

 

〇小川 照美  配属先 ： 三沢長生園 看護課 

  一日も早くご利用者様のお名前、その方に必要な援助を把握すると共に、日頃より明るい笑顔を絶やさず、 

  皆様が過ごしやすい環境作りを心掛け、看護師としてお役に立てるよう、日々努力したいと思います。 

 

〇眞﨑 菜月  配属先 ： 三沢長生園 調理・栄養室 

  早く仕事に慣れ、皆様に安全で美味しいお食事が提供できるように頑張ります。 

 

〇井上 大輔  配属先 ： しらさぎ苑 ： 介護課 

  一日でも早くご利用者様のお名前とお顔を覚え、沢山の介助方法を学び一つづつ上達して行きたいです。 

 

〇塩足 あかね 配属先 ： しらさぎ苑 栄養・調理室 

  職場の環境や業務に早く慣れ、安心、安全なお食事がご提供できるように頑張ります。 

 

〇安本 奈々  配属先 ： ケアハウス小郡 

  積極的に働き、多くの方から認められるように頑張ります。 

 

〇北原 智美  配属先 ： ふれあいの家 あずま野 

  高校を卒業したばかりで、何も分からない私ですが、一日一日を大切に、一生懸命勉強してまいりますので、 

  よろしくお願い致します。 

 

〇吉田 ひとみ 配属先 ： デイサービスセンター ふくせんの郷 

  一日でも早くご利用者様のお顔とお名前を覚え「デイサービスに来てよかった」と思って頂けるように、 

  笑顔で頑張って行きます。 

 

 桜の便りが次々に聞かれ、春の訪れを感じるこの折、長生会にも新職員が 

やってきました。介護士、看護師、栄養士と職種はそれぞれ異なりますが、 

一日も早く皆様のお役に立つことができるよう、指導してまいりますので、 

どうぞよろしくお願い致します。 

新職員 

オリエンテーション！ 新職員集合写真！ 
入所式 



　　<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

　　○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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  笑顔で頑張って行きます。 

 

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 

  場所：５階 地域交流ホール 
     ＊予定は変更になる場合があります。 

 

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5月～7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5月～7月頃 

 

 


