
平成28年4月13日（１） 長生会平成季刊誌（第14号）

春陽号の内容 
 

○表紙（管理者交代のお知らせ ）・・・・・・・・・・・・・P１    ○各施設の最近の出来事・・・・・・・・・・・・・・・・P２～P５ 

○養介護施設従事者による虐待の防止研修 ・・P６        ○長生会ニュース（フレッシュ新人職員！）・・・・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/ 

管理者交代のお知らせ 

 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。 

４月１日より以下の事業所の管理者が変更になりましたのでお知らせ致します。 

新体制となりますがよりよいサービスの提供に向け、職員一同、力を合わせて頑張りますので、 

今後ともよろしくお願い致します。 

 

   ○デイサービスセンター花聳の里 

    旧管理者 伊規須 寛亮  ⇒  新管理者 神谷 毅 
 

   ○しらさぎ苑ライフケアサービス 

    旧管理者 飯田 晴美   ⇒  新管理者 冨永 一洋 
 

   ○グループホームあずま野 

    旧管理者 神谷 毅    ⇒  新管理者 村上 ちひろ 
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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 

春が来た！ 

 

花見、おやつ作り、 

彼岸法要等の 

行事を行いました。 

 

特に施設の周辺は 

桜が満開で、駐車場で 

お昼ごはんやおやつ 

を召し上がって頂き 

ながら、ゆっくりと 

春の風や臭いを 

感じて頂きました。 

 

新職員がやってきました。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。

ケアハウス小郡にも春がやってきました。 

梅や桜も開花し、野鳥も飛び回って 

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 

近年、目を覆いたくなるような高齢者へ

自分勝手で卑劣な犯罪が発生しています。 

てサービスをご利用頂くことができるよう、

回、新人職員をはじめ全ての職員を対象と

した、高齢者虐待防止に関する研修を企画
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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 

在宅福祉センター

寒い、寒い冬がようやく終わり 

暖かい季節がやってきました。 

冬場はなかなか施設外行事も 

できない状況でしたが、徐々に 

外出の機会を増やして 

いきたいと思います。 

 

右の写真は、太宰府天満宮への 

梅花見物、平岡カフェへの 

外出行事の様子です！ 

 

春がやってきました。 

４月～５月は一年の中でも一番 

バスハイクに適した季節です。 

春の行事は桜見物、花祭り、藤見物 

等々、施設外の行事も沢山予定して 

います。 
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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 

近年、目を覆いたくなるような高齢者へ

自分勝手で卑劣な犯罪が発生しています。 

てサービスをご利用頂くことができるよう、

回、新人職員をはじめ全ての職員を対象と

した、高齢者虐待防止に関する研修を企画
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研修会日程 

 <総合研修> ※内容は全て同一です。 

 ①４/１３（水） １４時～１６時  内容「虐待防止共通研修」 受講人数約60名 

 ②４/１５（金） １４時～１６時  内容「虐待防止共通研修」 受講人数約60名 

 ③４/１８（月） １４時～１６時  内容「虐待防止共通研修」 受講人数約60名 

 ④５/９ （月） １８時３０分～２０時３０分 内容「虐待防止共通研修」 受講人数約60名 

 <サービス種類別演習> 

 ①５/１０（火） １８時３０分～２０時 内容「入所施設における虐待防止」 対象（特養・老健・ＧＨ等の入居施設） 

 ②５/１１（水） １８時３０分～２０時 内容「入所施設・地域密着における虐待防止」 対象（ＧＨ・小規模、他入所系） 

 ③５/１２（木） １８時３０分～２０時 内容「通所事業所における虐待防止」 対象（小規模・通所系）  

 ④５/１３（金） １８時３０分～２０時 内容「訪問事業所における虐待防止」 対象（小規模・訪問系） 

                    ※ＧＨとはグループホーム、小規模とは小規模多機能型居宅介護施設等の略です。 

講師 ： 法テラス福岡 副所長  稲吉 江美 氏 

    その他 福岡県高齢者虐待対応専門職員研修講師、高齢者障害者虐待対応事業推進チーム委員長 

         福岡高齢者・障害者虐待対応チーム副委員長等、様々な分野でご活躍中。 

 近年、目を覆いたくなるような高齢者へ

の虐待報道を目にすることがあります。 

最近では川崎市の施設にてベランダから

転落死させるといった、虐待を通り越した

自分勝手で卑劣な犯罪が発生しています。 

 長生会では全てのご利用者様に安心し

てサービスをご利用頂くことができるよう、

常に職員への教育を行っておりますが、今

回、新人職員をはじめ全ての職員を対象と

した、高齢者虐待防止に関する研修を企画

し、４月１３日に第１回目を開催しました。 

 今後も絶対に虐待等が発生しないよう

に取り組んでまいりたいと考えています。 

 

法人外の介護従事者研修参加ＯＫ！ 

５月９日～１３日の研修は法人外介護従事者の方のご参加も可能です。ご興味がある方は以下まで！ 

社会福祉法人 長生会 経営企画室 ＴＥＬ（0942）75－4113  ＦＡＸ（0942）75－4115  担当：森山 

 （高齢者を養護し介護する仕事に従事する者による虐待の防止） 
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〇岩橋 慶長 （いわはしよしなが）  配属先：しらさぎ苑 介護課 

  施設の雰囲気に早く慣れ、利用者のお名前とお顔を覚えていきます。そして一日でも早く、皆様にとって 

   役に立つ必要な人材になれるよう頑張ります。よろしくお願いします。 

 

○板崎 壮志 （いたざきそうし）  配属先：しらさぎ苑 介護課 

  一日でも早く業務や利用者様のお名前を覚え、介護福祉士としてお役にたてるよう日々精進してまいり 

   たいと思います。 

 

○阪口 あかり （さかぐちあかり） 配属先：三沢長生園 （ユニット型） 介護課 

   感謝の気持ちを忘れずに取り組みます。利用者様のお名前や一日の流れを覚え、利用者様から「あなたが 

  いてくれてよかった」と言って頂けるよう日々精進して参りたいと思います。 

 

○池田 泰幸 （いけだやすゆき） 配属先：三沢長生園（従来型） 介護課 

  職場に早く慣れて、多くを学び、多くを自身の介護道に活かしたいと思います。よろしくお願いします。    

 

○田中 章益 （たなかふみます） 配属先：三沢長生園（従来型） 介護課 

 介護業務は未経験ではございますが、一日も早く業務を習得できるように努力いたします。 

 

○灰田 一（はいだはじめ）  配属先：しらさぎ苑 介護課  

 一日でも早くご利用者様が喜んで頂ける介護ができるように、笑顔で頑張ります。  

 

○能塚 文絵（のうつかふみえ） 配属先：しらさぎ苑 介護課 

 利用者様が毎日楽しく快適な生活が過ごせるように、一生懸命頑張ります。 

 

○篠原 佑太朗（しのはらゆうたろう） 配属先：グループホームまつざきの宿（筑前） 介護職  

 利用者の方々が快適な生活が送れるよう日々精進していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 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。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。 



　　<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

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 : chouseikai_20@chouseikai.org   

  

春陽号の内容
 

○表紙

○養介護施設従事者による虐待の防止研修

○お知らせコーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊ホームページでも楽しい記事が満載！

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 

○小郡成人祝賀駅伝大会 成績ご報告！ 
 第61回小郡市成人祝賀駅伝大会に長生会ランニング 

クラブが出場しました。 

沿道からのご声援、本当にありがとうございました。 

<大会概要> 

開催日：平成28年1月10日（日） 9:00スタート  

コース ：小郡市陸上競技場 > 人権教育センター前 >  

     旧ライスセンター前 > 下岩田公民館前 > 

       立石小学校前 > 小郡市陸上競技場   

順  位 ： ３９位／５９チーム  

タイム ： １時間４１分１４秒 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○小郡三井地区医療介護連携会議  開催予定 
 日時 ： 平成28年7月14日（木） 18:30～予定 

 場所 ： 三沢長生園 ５階 地域交流ホール 

 対象 ： 小郡三井地区、医療機関（入院）、高齢者施設 

 

〇三沢長生園 家族会 開催予定 
  日時 ： 平成28年7月18日（月） 10:30～11:30 

        ※海の日 

 場所 ： 三沢長生園 ５階 地域交流ホール 

    ＊予定は変更になる場合があります。 
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