
平成27年10月20日（１） 長生会平成季刊誌（第12号）

錦秋号の内容 
 

○表紙（ウォターマッサージ器 ）・・・・・・・・・・・・・・P１    ○各施設の最近の出来事・・・・・・・・・・・・・・・・P２～P５ 

○優秀な人材を求めて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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/ 

 ３タイプ５種類計８基のスクリューノズルにより

発生するサイクロン水流は水圧振動と人体の 

個有振動数と共振し、増幅して筋肉の深い部分 

まで振動を伝えます。これにより今までにない

マッサージ効果を得ることができます。 

 ８基のノズルと多彩なプログラムにより、首、肩、 

腰、大腿、臀部、ふくらはぎ等の部位や左右の 

ピンポイントマッサージ、リンパマッサージ等、 

様々なニーズに対応します。また、これらの特性を 

搭載したセルフモードにより、多くの方に心地よい 

マッサージをご提供致します。 

☆心地よいプライベート空間を提供する、リラクゼーションに 配慮した頭部専用フード！ 

☆ウォーターベッド特有の頭部の揺れを極限まで抑えた消波技術により、 船酔い症状の発生を制御！ 

☆その他、ベッドの広さやシートの素材にもこだわり、リラクゼーションを演出！ 
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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 

暑い夏がようやく 

終わりました。 

夏祭りやそうめん流

し、図書館への外出

行事等を行いました。

これから益々寒さが

厳しくなりますが、

今後も皆様が元気に

お過ごし頂けるよう

に職員力を合わせて

努めてまいります。 

 

暑い暑い灼熱の夏が終わり、

寒さが増してきましたが、 

冬場は乾燥の季節でもあり、 

各地で火事も多くなってきて

います。 

ケアハウス小郡でもお体の 

ご不自由な方にもご入居頂い

ていることから、防火対策に

は充分注意をしております。 

消防訓練では消火訓練と避難

訓練を行い、万が一の備えを

行いました。 
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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 

今年の夏も地域の 

夏祭りに参加させて

頂く等、交流を図る

ことができました。 

益々寒くなってきま

すが、今後も皆様の

元気をサポートでき

るように 

頑張ります!！ 
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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 

8月は保育園との交流会、９月はシーツバレー 

大会等の行事を開催致しました。 

笑顔があふれました！ 

 

 

秋と言えば・・・「読書の秋」「食欲の秋」「スポーツの秋」と様々ですが、今年の秋も色々な秋をお楽しみ 

頂けるように、頑張ります！ 

９月は高齢者の皆様へ、感謝と敬意を 

表し、敬老祝賀会を開催致しました。 

今年は戦後70年の年で、戦争経験者も

随分と少なくはなってきましたが、 

様々なお話をお聞きすると、ただただ 

頭が下がる思いです。 

皆様がこれからも元気にお過ごし 

頂けるよう、お手伝いができたらと 

思います。 
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在宅福祉センター ニュース 

しらさぎ苑 デイケア 

福岡県内 平成27年１月～7月末 被害総額13億円！ 

１．市役所職員を名乗る人から電話 
○○市役所の保険課の○○ですが、医療費の還付金の手続きはお済ですか？ 

どちらの通帳をお持ちか教えて頂ければ、銀行の委託職員からお電話させますが、 

期限が今週までですので、お急ぎください！ 

還付金・マイナンバーを口実にした詐欺が多発！ 例えばこんな手口です 

２．銀行員を名乗る人から 
○○銀行の○○ですが、○○市役所から業務委託を受けて、医療費の還付金の手続きに

ついて、ご案内しています。今日中に手続きが必要ですが、銀行の窓口までお越し頂けま

すか？ その時間でしたら、窓口がもう閉まってしまいますので、お近くの○○スーパー

横のＡＴＭでしたら取扱い時間が夜ままですので間に合いますよ。操作でしたらお電話で

ご説明致しますので簡単ですよ・・・・・ＡＴＭまで誘導！ 

3．ＡＴＭを操作させる 
登録情報を教えて下さい・・・等言葉巧みに誘導し、知らぬ間に現金を振り込んでしまう。 

更に、先ほどの情報の送信手続きに誤りがありましたので、もう一度最初から操作して下さい・・・ 

別の金融機関の通帳が必要等といい、二度目の詐欺を行う。 

「お金が返ってくる」「マイナンバーを教えます」等の突然電話は、慌てて指示に従わず 

先ずは、ご相談を・・・  しらさぎ苑在宅福祉センター（0942）７５－３４７６ 

今年の夏も「そうめん流し」「七夕祭り」「夏祭り」「たこ焼きパーティー」と様々なイベントで大いに盛り上がりました。 

季節は、秋へと移り変わってきましたが、今後も季節ごとのイベントを実施して、皆様に楽しんで頂けるように 

取り組んでいきます。 
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 現在、日本では高齢者人口の 

増加、就労人口の減少に伴い、

2025年には介護人材が30万人 

不足すると推測されており、特に

過疎化が進む地方においては既に

深刻な状況が見られています。 

長生会ではご利用者の皆様により

よいサービスを提供する為には 

優秀な人材を確保することが重要

と考え、様々な取り組みを行って

います。 

 国際厚生事業団主催のＥＰＡ（経済連携協定）に基づく、「平成28年度フィリピン人介護福祉士候補者受入

希望機関による現地合同説明会」に参加！ 

平成28年度フィリピン人介護福祉士候補者受入希望機関による現地合同説明会参加 

さる、平成27年7月27日（月）～28日（火）にフィリピンマニラのクラウ

ンプラザガレリアホテルにて開催されました合同説明会に長生会か

ら職員３名が出席致しました。 

現地では2日間で述べ76名の方と面談を行い、仕事内容や待遇、

日本での生活に至るまで様々なお話をさせて頂きました。外国人

介護員と聞くと色々と不安に感じるご利用者様もいらっしゃるかもし

れませんが、長生会では実際に、現地に出向き、より優秀な人材

の確保に努めると共に、しっかりとした教育体制の確立を図り、 

安心してサービスを受けて頂けるように努めてまいります。 

平成27年度 福祉のしごと就職フェアー ＩＮ ＦＵＫＵＯＫＡ 

さる、平成27年8月21日（金）に春日クローバープラザにて開催されました「福祉のしごと ＩＮ ＦＵＫＵＯＫＡ」に参加致し

ました。 

会場では多くの学生さんが真剣に就職先を探して面接を受けていました。 

沢山の事業所の中から、長生会ブースにお越し頂きました皆様、本当にありがとうございました。 
 

介護の仕事に興味がある方は、以下までお問い合わせ下さい！ 

 

   社会福祉法人 長生会 法人本部事務局 人事室 

先ずは、ご相談を・・・  しらさぎ苑在宅福祉センター（0942）７５－３４７６ 
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 9月21日（月）敬老の日 

三沢長生園にて敬老祝賀会を開催致しました。 

今年は７名の方が100歳を迎えられました。 

今の平和な日本の礎を築いて下さった皆様、本当にありがとう 

ございます。 

そして、お祝いに駆け付けて下さいました、ご来賓の皆様方 

本当にありがとうございました。 

 

 長生会互助会では毎年職員旅行を企画しています。ご利用者様へ最高のサービスをご提供するには、チーム

ワークが欠かせません。今回の旅行では日頃交流が少ない他部署同士の交流を図りながら絆を深めました。 

日 時 ：   1班    9月  2日（水）～  9月  3日（木）   壱岐島      40名 

        2班   9月16日（水）～  9月17日（木）  雲仙・天草    37名 

        3班 10月  7日（水）～10月  8日（木）  雲仙・天草    34名 

               ４班 10月20日（火）～10月21日（水）  壱岐島             36名 

                                    合計   147名 

       日帰り旅行 11月14日（土）  山口県防府市  30名参加予定 

<ご来賓紹介> 

小郡市長 平安正知様   

衆議院議員 鳩山邦夫様 （代理） 

福岡県議会議長 井上忠敏様 

小郡市議会議長 井上勝彦様 

小郡市社協 事務局長 佐藤吉生様 

小郡市議会議員の皆様 

小郡市保健福祉部の皆様 

西島区の皆様 

民生・児童委員の皆様 

その他 

区長会、老人クラブ、まごころ会 

取引業者、長生会役員の皆様方 

お忙しい中、本当にありがとう 

ございました。 

そして、慰問を行って下さいました 

児童劇団「つばさ」の皆様 

本当にありがとうございました。 

 

  社会福祉法人 長生会 法人本部事務局 人事室 



　　<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

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）７５－４１１３    

      ＦＡＸ（０９４２）７５－４１１５ 

発行人 理事長 栁 文生 
 

広報担当：経営企画室 Ｅ-mail : shirasagien@chouseikai.org   

  

長生会 

お問い合わせ （0942）75-7291 担当：原 

長生会ソフトボールチーム「トータス」が練習試合を行いま

した。対戦頂きました、福岡銀行小郡支店の皆様本当にあ

りがとうございました。トータスでは引き続き対戦相手を募

集しています。 

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 

詳しくはホームページをご覧下さい。 

 http ://www.chouseikai.jp/ 

長生会 検 索 


