社会福祉法人

常 盤 福 祉 会
tokiwafukushikai

法人案内

響存
一人ひとりの幸せ創りを志とします
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① 特別養護老人ホーム
常盤園

桜寿苑

第二常盤園

65歳以上の方で、身体上又は精神上障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けるこ
とが困難な方が入所し、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、日常生活の世話、機能訓練、健
康管理及び療養上の世話を行う施設です。

② 短期入所（ショートステイ）
常盤園

桜寿苑

ケアホームふなおか

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、短期間入所し、
入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行う施設です。

③ デイサービスセンター

さくら苑
ふれあいホーム
ケアホームつきのき

ケアホームふなおか

65歳以上の方で、身体上又は精神上障害があるため、日常生活を営むのに支障がある人などが日中通
い、入浴、排せつ、食事、機能訓練、介護方法の指導などを提供する施設です。また、健康チェックや
日常生活動作（ＡＤＬ）訓練、生活指導、レクリエーションなどのサービスも行います。

④ グループホーム

グループホームふなおか

グループホームつきのき

認知症の高齢者や15歳以上の知的障害者等が共同で生活し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の
日常生活上の世話、機能訓練を行う施設です。

⑤ 居宅介護支援センター
柴田介護支援センター

大河原南介護支援センター

要介護認定を受けられた方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援
専門員）が自宅に訪問し、本人や家族と相談し、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成します。ま
た、地域にある様々な介護サービスを組み合わせた自立した生活の支援や介護保険、介護サービスの
相談も受け付けます。

⑥ 訪問入浴介護

ふなおか事業所

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や
介護職員が入浴の介護を行います。

⑦ 地域包括支援センター

槻木地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、職員が関係機関と連携を図り、高齢者の生活全体
を支えるネットワークの構築を行います。また、悩み、疑問、相談も受け付けます。
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社会福祉法人 常盤福祉会
理事長

黒田

清

ご挨拶
当法人は、永沼英一初代理事長を始めとした多くの方々
の強い想いにより、昭和50年7月15日に創設した社会福祉
法人です。
昭和51年4月1日に開設した特別養護老人ホーム常盤園
を皮切りに、特別養護老人ホーム桜寿苑、特別養護老人
ホーム第二常盤園、多機能型地域ケアホームふなおか、多
機能型地域ケアホームつきのき等、14の事業所、230名の
職員により、介護保険事業・障害者福祉事業、更には地域
福祉・地域貢献事業など柴田町・大河原町を中心として事
業展開しております。
我々の基本理念である「響存」〜誰もが安心して暮らせ
る地域社会づくりに積極的に関わる姿勢を使命とし、安
全・安心・信頼を大切に、一人ひとりの幸せ創りを志としな
がら、全職員が一丸となって取り組んでおります。
これまでの永きにわたる良き伝統は残しつつ、時代のニー
ズを見据えながら、専門性を生かした良質なサービスを心
掛け、笑顔を絶やすことなく、前向きに歩み続けていきた
いものです。
「その人・その人〜らしさ」が失われることのない、そし
て「この職員、この施設」に出会えてよかったと思えるよう
な常盤福祉会であり続け、一期一会を大事にしながら、人
の心に寄り添える良き支援者を目指して取り組んで参りま
す。
支援・介護を必要とする高齢者の方々、更には、いつま
でも元気で・仲間と楽しく・豊かな生活をと願う高齢者の
方々の良きパートナーとして、前進して参りますので末永
いご高配とご指導をよろしくお願い申し上げます。
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社会福祉法人

常盤福祉会

基本理念

「響

存」

誰もが安心して暮らせる地域社会づくりに
積極的に関わる姿勢を使命とし、
安全・安心・信頼を大切に、
一人ひとりの幸せ創りを志とします。

〜想い〜
造語「響存」の「響」とは響きあう互い…を意味し、共に生きることを表します。
社会福祉法人としての使命をともすれば忘れがちになりますが、
良い伝統は残しながら、常に社会のニーズを読み取る目を失ってはいけません。
どのような立場においても、物事に挑戦する前向きさと、
専門性を生かした利用者本位のサービスを心がけ、
笑顔を忘れず礼節を持って今後も歩み続けたいものです。

2

施設紹介

設立年月日／1975年7月15日

部
本

柴田第二事業所
地域ケアホーム
つきのき事業所
地域ケアホーム
ふなおか事業所
大河原事業所
柴田事業所

数／約230人
員
職

第二常盤園

槻木地域包括支援センター
特別養護老人ホーム

グループホームつきのき

多 機 能 型 地 域 ケ ア ホ ー ム つ き の き︵ デ イ サ ー ビ ス ︶

ふ な お か 事 業 所︵ 訪 問 入 浴 介 護 ︶
グループホームふなおか

多 機 能 型 地 域 ケ ア ホ ー ム ふ な お か︵ デ イ サ ー ビ ス ︶

さくら苑

ふれあいホーム

多 機 能 型 地 域 ケ ア ホ ー ム ふ な お か︵ シ ョ ー ト ス テ イ ︶

大河原南介護支援センター

桜寿苑

大河原町デイサービスセンター
特別養護老人ホーム

柴田介護支援センター

常盤園

柴田町デイサービスセンター
特別養護老人ホーム
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南には柴田町のシンボル船岡平和観音が見え、
春には白石川堤一目千本桜も望めます。

常 盤 園

四季折々の風景と、安心・安全な生活を提供します。
建物は従来型の落ち着いた雰囲気。
地域の方々との交流も積極的に行っています。
住み慣れた地域で、見慣れた風景のなかで、穏やかな暮らしを提供します。
安心してサービスが受けられるよう優しい心で寄り添います。
地域に根ざした施設を目指して…

ときわホール
施設の行事・催事だけでなく、地域の方々

による交流イベント等が行えるスペースで
す。
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居

室（個室）

南向きで陽当たりも良く、ゆったりと過ご

せるお部屋になっております。

居

室（多床室）

人の声が響き合う温もりを感じられるお部

屋になっております。カーテンで仕切られ、

プライバシーにも配慮されています。

特別養護老人ホーム

入居者の方々に一日を
心地よく、楽しく暮らしていただけるよう
お花見、夏祭り、敬老会、
リハビリレクリエーション活動などにも
取り組んでいます。
明るく・楽しく・安らかに、
その人らしい生活を大切にしています。

主な年間行事
1 月 新年会

7 月 七夕・夏祭り

2 月 節分式

8 月 盂蘭盆会

3 月 ひな祭り

9 月 敬老祝会

4 月 観桜会

10 月 運動会

5 月 新緑ドライブ

12 月 忘年会

共同生活室
ゆったりとお食事を楽しめる共有スペースです。お仲間とのコミュニ
ケーションも楽しめます。

短期入所生活介護
自宅で介
ショートステイもご利用出来ます。
ように、
護されている方のご負担が 軽くなる
お世 話
また、いろいろなご事情で一時 的に
ます。
が出来ないときなどご利用いただけ

浴

室

状態に合わせ入浴いただけます。プライバシーに配慮し

た個室もあり、ゆったりとお風呂を楽しめます。

・施設概要・運営方針
■運営方針

■所在地・連絡先
〒989-1622

利用者個々の尊厳を守り、
ひとりひとりが、
明るく・楽しく・安ら

宮城県柴田郡柴田町西船迫2丁目7番地4

かに、
その人らしく暮らせる生活づくりに努めます。

TEL.（0224）55-1411

FAX.（0224）55-1471

mail.tokiwa-fukushi.1066@coda.ocn.ne.jp
■サービス名：□介護老人福祉施設（多床室）
指定番号

0472200104

□（介護予防）短期入所生活介護
指定番号

0472200104

１．
入所者の意思及び人格を尊重し、
常にその方の立場に立ち
サービスを提供するよう努めます。
２．
明るく家庭的な雰囲気を有し、
地域や家庭との結び付きを
重視した運営を行います。
３．
市町村、
居宅サービス事業者、
介護保険施設及び保健医療
サービス、
福祉サービス提供者との密接な連携に努めます。

□介護老人福祉施設（ユニット型）
指定番号

0472200458

■入所定員：長期多床室34名
長期ユニット型個室40名
短期多床室6名
■開設年月日：令和元年5月15日
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あたたかい家庭的な雰囲気の中
信頼と安心を大切にします。

桜 寿 苑
桜
苑

入居者の方々とのなじみの関係を大切に
いきいきと暮らせる生活支援を目指しています。
日常生活の継続が出来るよう、
利用者の個性や生活習慣を関わりの中から知り、
寄り添った支援を行っています。

①
②③

① 桜寿苑

居

② 大河原町デイサービスセンターふれあいホーム

室（多床室）

プライバシーを大切にしながら、同室の方

とのつながりも感じることが出来ます。
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居

室（個室）

自分の時間も大切に出来る個室で、小規模
単位の形態での生活により、落ち着いて暮

らすことが出来ます。

③ 大河原南介護支援センター

みなみホール
コミュニケーションの場として、みんなで
過ごす憩いの場です。

特別養護老人ホーム

桜寿苑では入居者の方々に
1 日を心地よく、楽しく生活していただけるよう、
ご家族との交流も含め共に過ごす時間を大切にしています。
季節に応じた活動の取り組みや地域との交流を図り、
その人らしい暮らしの支援に努めています。

主な年間行事
1 月 新年会

7 月 七夕・夏祭り

2 月 節分式

8 月 盂蘭盆会

3 月 ひな祭り

9 月 敬老祝会

4 月 観桜会

10 月 運動会

5 月 菜園

11 月 民謡発表会

6 月 バーベキュー大会 12 月 クリスマス・忘年会

短期入所生活介護

一時的に
ショートステイもご利用出来ます。
ある方を
居宅での日常生活を営むのに支障が
総合的な
対象に実施しています。日常生活の
ごしてい
サービスを提供し、より家庭的に過
ます。
ただけるよう生活支援させていただき

・施設概要・運営方針
■所在地・連絡先

■運営方針

〒989-1201

利用者の意思及び人格を尊重し、
明るく家庭的で自立した生活を送れ

宮城県柴田郡大河原町大谷

るよう支援します。

字上谷前220番地3

１．
個別ケアに徹したお一人おひとり心豊かに生活ができるよう、
日常生

TEL.（0224）52-0211

FAX.（0224）52-0234

mail.oujuen.0211@aqua.ocn.ne.jp
■サービス名：□介護老人福祉施設（多床室）
指定番号

0472200138

□（介護予防）短期入所生活介護
指定番号

0472200138

□介護老人福祉施設（ユニット型）
指定番号

0472200250

■入所定員：長期多床室58名

活の総合的なサービスを提供します。
２．
施設サービスに基づくグループユニットケアにより、
馴染みの人たち
と適切な関係を保ちながらサービスの提供に当たります。
３．
ボランティアさんを含めた地域の関係者と綿密な連携を保ち、
積極
的な交流を深めます。
４．
利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、
各ユニットにおいて利用
者が相互に社会的関係を築き、
自立的な日常生活を営むことを支援
し、
利用者の立場に立ってユニット型指定介護老人福祉施設サービ
スの提供に努めます。

長期ユニット型個室40名
短期ユニット型個室12名
■開設年月日：平成5年4月1日
(ユニット部分平成26年4月15日)
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地元の木材を使用したぬくもりのある雰囲気。
安らぎのある光と緑に包まれ

第二常盤園

自分らしくゆとりのある生活を大切にします。
中庭をもうけ自然な光を取り入れた建物は暖かい空気に包まれています。
多床室と個室に分けられた施設は、
その方のライフスタイルに合わせ利用出来ます。
自分の時間を大切に過ごせるそんな施設を目指しています。

居

室（多床室）

４人１室の多床室は、プライバシーに配慮
したつくりになっており、木の温もりも感
じていただけます。
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居

室（個室）

慣れ親しんだ思い出の品をお持ち込みいた

だくことにより、ご自宅に近い環境をご提
供いたします。

浴

室（機械浴）

安全に入浴いただけるよう、その方の身体

の状況に合わせ入浴いただけます。

1 月 正月行事

個室と多床室両方を備え、

2 月 節分
3 月 ひな祭り

他の入居者の方々との交流を持ちながらも、

4 月 お花見ドライブ

プライベート空間を大切にしております。

特別養護老人ホーム

主な年間行事

入居者の方々のライフスタイルに合わせ、

5 月 園芸
6 月 お楽しみ会

四季に応じた様々なレクリエーションを開催し、

7 月 七夕・夏祭り

精神的ケアを図りながら

8 月 盂蘭盆会
9 月 敬老会

明るく・楽しく・穏やかにその人らしく

10 月 運動会

暮らせるお手伝いをさせて頂いています。

11 月 紅葉ドライブ
12 月 忘年会

リビング・キッチン
お食事も一人ひとりに合わせ、固さや種類

を選べるお食事になっています。四季に合

わせた行事食もあり、季節感も大切にして

おります。

・施設概要・運営方針
■所在地・連絡先

■運営方針

〒989-1762

利用者個々の尊厳を守り、一人ひとりが、明るく・楽しく・安らかに、

宮城県柴田郡柴田町大字海老穴

その人らしく暮らせる生活づくりに努めます。

字丸山40番地2

１．
個々の状況把握とそのペースに合わせた支援に努めます。

TEL.（0224）56-5761

FAX.（0224）56-5767

mail.daini.5761@aqua.ocn.ne.jp

２．
利用者と家族のそれぞれの関係を大切にします。
３．
施設機能の開放と地域住民との交流の促進を図ります。

■サービス名：□介護老人福祉施設（多床室）
指定番号

0472201037

□介護老人福祉施設（ユニット型）
指定番号

0472201045

■入所定員：長期多床室40名
長期ユニット型個室40名
■開設年月日：平成23年4月1日
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多機能型地域
ケアホーム

ふなおか

ご自宅と同じようなアットホームな雰囲気の中で
安心してお過ごしいただけるようお手伝いいたします。
ご自宅で介護されている方のご負担が軽くなるように、
また、さまざまなご事情で一時的にお世話ができないときなど
安心してご利用いただけます。

［ショートステイ］
介護が必要な高齢者や障害をお持ちの
方に短期間での入所サービスを提供し
ています。利用者一人ひとりに寄り添い、
在 宅 生 活の継 続に必 要なサービ スを
提供させていただきます。また、体操や
レクリエーションを行うことで楽しみを
持って過ごせるようお手伝いいたしま
す。

リビング

居

コミュニケーションの場など、リラックス

ご自分の時間も大切にできる全ての居室が

して皆さんと過ごせる共有スペースです。

室

浴

個室で、ご自宅に近い環境でお過ごし頂け

ます。

室

安心してご入浴頂けるよう、その方の身体

の状態に合わせてお手伝いいたします。

・施設概要・運営方針
■入所定員：20名（高齢者･障がい者の相互利用）

■所在地・連絡先
〒989-1623

■開設年月日：平成17年6月1日

宮城県柴田郡柴田町北船岡2丁目16番6号

■運営方針

TEL.（0224）54-5181

FAX.（0224）54-5182

mail.kea.fu.5181@aqua.ocn.ne.jp
■サービス名：□（介護予防）短期入所生活介護
指定番号

0472200690

□障害者短期入所
指定番号
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0412200032

1. 一人ひとりの心身の状態を見極め、適切な介護・支援を行い、
在宅の生活が継続的かつ、安心して送れるように支援してい
きます。
2. 自立の促進・生活の質の向上等を図るため、心身及び環境に
応じた必要な支援を行います。

柴田町
デイサービスセンター

さくら苑
ショートステイ・デイサービス

広々としたホールでゆったり
と一日を過ごしていただけま
す。また、
「元 気に楽しく身
体も心も若返るデイ」として
いろいろなレクリエーション
や季節折々のイベントも楽し
めます。

屋内レクリエーション
塗り絵や手工芸を楽しんでいます。

自立した日常生活が送れる
ように独自の活き活き体操
や、リズム体操などで心も
体も元気になれるように支
援しています。また、入浴

一般浴

剤を数種類準備した温泉気
分を楽しめるお風呂や、身

屋外レクリエーション

体状況に合わせたお食事な

花壇にお花を植えたり、時には野菜を作っ

どをご用意しております。

て収穫しています。

リフト浴

・施設概要・運営方針
■運営方針

■所在地・連絡先

1. 要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自

〒989-1606
宮城県柴田郡柴田町大字船岡字迫28番地3
TEL.（0224）55-0922

FAX.（0224）54-2662

mail.tokiwa-fukushi.1066@coda.ocn.ne.jp

果的、効率的サービスを提供、心身機能の維持又は改善を
図ります。
2. 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な

■サービス名：
□通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業
指定番号

立した日常生活が営むことができるよう目標を指向し、効

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

0412200484

■入所定員：25名
■開設年月日：平成15年4月1日
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大河原町
デイサービスセンター

ふれあいホーム

利用者一人ひとりの心身の状況に
応じて、レク体操、リズム体操を通
し日常生活を営むのに必要な機能の
回復及び減退を防止するための訓
練を楽しく行います。

静養室

車椅子を搭載できる車両や、
「特殊浴槽」なども準
備しており身体の不自由な方も安心してご利用いた
だけます。また、広々とした静養室でゆったりお休
みいただいた後はレクリエーションやクラブ活動に
参加して頂くことができます。

機械浴

・施設概要・運営方針
■運営方針

■所在地・連絡先

1．心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生

〒989-1201
宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前220番地3
TEL.（0224）52-0277

FAX.（0224）52-0278

mail.oujuen.0211@aqua.ocn.ne.jp
□通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業
0412200500

■入所定員：30名
■開設年月日：平成15年4月1日
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生活上の世話及び機能訓練指導を行います。
2．利用者の心身の機能改善、環境調査等を通じて、利用者の心
身の特性を踏まえ、心身機能の維持又は改善を図ります。

■サービス名：
指定番号

活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の必要な日常

3．事業の実施に当っては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サー
ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスとの提 供に努
めます。

多機能型地域
ケアホーム

ふなおか

［デイサービス］
デイサービス

風通しも良く、日差しもさんさんと降り注ぐ当デ
イサービスは一年を通して快適にお過ごし頂けま
す。入浴も利用者一人ひとりの状態に合わせた対
応が可能な設備を完備しており、安心して気持ち
よく入浴されております。全ての利用者に「来て
よかった」
「また来たい」と思ってもらえる笑顔の
絶えないデイサービスをモットーに職員一同誠心
誠意サービスを提供させて頂いております。

手工芸の様子
手先を動かし頭でイメージする事で、活性化を図ります。

明るくゆったりとした空間でリラックスしながら利用者同
士やスタッフとの交流をお楽しみ頂けます。また、利用
者一人ひとりのニーズに沿う介護サービスの提供が可能
であり、安心してお過ごし頂けます。レクリエーション活
動も脳トレゲームやスポーツ、ピアノの生演奏による音
楽会、季節に合わせた手工芸など楽しめるメニューを豊
リフト浴

・施設概要・運営方針
■所在地・連絡先
〒989-1623
宮城県柴田郡柴田町北船岡2丁目16番6号
TEL.（0224）54-5181
FAX.（0224）54-5182
mail.kea.fu.5181@aqua.ocn.ne.jp
■サービス名：
□通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業
指定番号 0412200690
□障害者生活介護
指定番号 0442200044

富にご用意しております。

■入所定員：20名（高齢者・障害者の相互利用）
■開設年月日：平成17年6月1日
■運営方針
1. 心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日
常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等必要
な日常生活上のケアを行うとともに、一人ひとりの利用目
標が達成できるように計画に沿って、効果的なサービスを
提供し、心身機能の維持又は改善を図ります。
2. 関係機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提
供に努めます。
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多機能型地域
ケアホーム

つきのき

［デイサービス］

地域密着型のデイサービスとなって
おり、柴田町にお住いの方が 利用
対象となっています。地域に根差し
たアットホームな雰囲気で、顔なじ
みの利用者同士も多く楽しまれてい
ます。入浴や体操のほか、皆様が
楽しんで参加できる活動内容をそろ
え、住み慣れた地域でその方らしい
生活を送ることが続けられるよう支
援しています。

利用者の健康状態や身体状況に応じ、本人や、家族とのお
話し合いを基にサービスを提供させていただきます。利用
者一人ひとりに寄り添い、在宅生活の継続に必要なサービ
スをさせていただきます。

浴室・特浴槽

・施設概要・運営方針
■所在地・連絡先
〒989-1753
宮城県柴田郡柴田町槻木上町1丁目1番32号
TEL.（0224）56-6661
FAX.（0224）56-6662
mail.kea.tsu.6661@aqua.ocn.ne.jp
■サービス名：
□地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業
指定番号 0412200674
□障害者生活介護
指定番号 0442200036
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■入所定員：15名（高齢者・障害者の相互利用）
■開設年月日：平成17年5月1日
■運営方針
1. 心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した
日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等必
要な日常生活上の世話及び機能訓練指導を行います。
2. 目標を指向し、効果的、効率的サービスを提供し、心身機
能の維持または、改善を図ります。関係機関との綿密な
連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

年齢や障害を越えて
囲炉裏があるアットホームな雰囲気の中で

グループホーム

ふなおか

笑顔あふれる日々をお手伝いします。
野菜作りや地域のイベントなど楽しみがたくさん。
季節の行事を取り入れながら
自分らしい時間も大事にしています。

9名と13名の２つのユニットで認
知症の高齢者や15歳以上の知的障
害等のある方が共同生活できる施
設です。できるだけ自宅での生活
に近づけるような工夫で家庭的な
雰囲気を大切にし、いつまでも社

グループホーム

会、地域の一員として暮らせるよ
う支援しています。

集会室・囲炉裏
地域のコミュニティの場やいろいろな活動

にも利用されています。

リビング

浴

食事やコミュニケーションの場としてリ

一人ずつ入浴できる家庭風呂で、その方の

ラックスできる共有スペースです。

室

身体の状態に合わせお手伝いします。

・施設概要・運営方針
■入所定員：寿

■所在地・連絡先

響 13名（高齢者9名＋知的障害者4名）

〒989-1623
宮城県柴田郡柴田町北船岡2丁目17番22号
TEL.（0224）57-2801

9名（高齢者）

FAX.（0224）54-5182

■開設年月日：平成18年8月1日
■運営方針

mail.kea.fu.5181@aqua.ocn.ne.jp

どんな不自由や障害があっても、一人ひとりがその有する能力

■サービス名：

を発揮し、他の人と協調しながら、その人らしく主体的で豊か

□（介護予防）認知症対応型共同生活介護
指定番号

な生活が送れるよう支援します。

0492200019

□共同生活援助（障害）
指定番号

0422200154
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住み慣れた地域の中で

グループホーム
多機能型地域
ケアホーム

つきのき

落ち着いて過ごせる居場所作りを
お手伝いします。
居心地よく健やかに暮らし続けたいという想いを大切にします。
季節の行事を取り入れながら送れますようにお手伝いいたします。

家庭的な生活環境の中で、12名の認
知症高齢者、障がい者が共同生活を
しています。
お互い思いやりながらの共同生活は
馴染みの関係ができています。

浴

室

個

ご自宅の浴槽と同じ個浴で、一人ずつ入浴でき、ゆったりと
入ることができます。

室（和）

全室個室でクローゼット、トイレ、洗面台、冷暖房が備え付け

となっています。

・施設概要・運営方針
■開設年月日：平成17年5月1日

■所在地・連絡先
〒989-1753

■運営方針

宮城県柴田郡柴田町槻木上町1丁目1番32号

１ ．利 用 者 一人ひとり人格 を尊 重し 、利 用 者 が それぞ れの

TEL.（0224）56-6661

FAX.（0224）56-6662

mail.kea.tsu.6661@aqua.ocn.ne.jp
■サービス名：□（介護予防）認知症対応型共同生活介護
指定番号

0472200682

□共同生活援助（障害）
指定番号

0422200154

■入所定員：12名(高齢者8 名、知的障害者4名)

16

役割をもって、家庭的な環 境の下で、安心して日常生活
が送れるよう生活全般にわたり援助を行います。
２．事業の実 施に当たっては、関 係市町村、地 域の 保 健・医
療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサー
ビスの提 供に努めます。

福祉・介護・住まい・予防・生活支援が地域で包括的に確保できるサービス体制を
目指し取り組んでおります。また、主任ケアマネジャーをはじめとしてチームでの
支援を心掛け、利用者様のご相談に早急に対応致します。困難ケースも対応可能

柴田介護
支援センター

ですので、まずはご相談ください。
・施設概要・運営方針
〒989-1606 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字迫28番地4
TEL.（0224）58-2668 （0224）58-2270 FAX.（0224）58-2603
mail.tokiwa-fukushi.1066@coda.ocn.ne.jp
■種別：居宅介護支援事業所 指定番号 0472200302
■営業時間：月〜金曜日 8：30〜17：30
■対象地域：柴田町、大河原町
■開設年月日：平成18年4月1日
■運営方針 地域との結びつきを重視し、保険者、地域包括支援センター、介護(予
防)サービス事業者その他の保健医療及び福祉サービスを提供する者
との連携を図り支援に努めます。
■所在地・連絡先

利用者様が、可能な限り住み慣れた自宅で安心して日常生活が送ることができる
ようサポートさせていただきます。また、ご相談・質問は親身になって対応させて
いただきます。些細な問題も一人で悩まずにまずはご相談ください。

大河原南介護
支援センター

・施設概要・運営方針

高齢者の悩み・疑問を解決し、住み慣れた地域でその人らしく安心して日常生活が
おくれるよう支援させていただきます。お気軽にご相談ください。

槻木地域包括
支援センター
※柴田町の委託として行っています。

※当施設は「槻木中学校区」担当です。
原則として船岡・船迫中学校区の方は
柴田町地域包括支援センターへご相
談ください。

・施設概要・運営方針

居宅・包括・訪問入浴

■所在地・連絡先 〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前 220 番地 3
TEL.（0224）52-0277 FAX.（0224）52-0278
mail.minamikaigo.0255@aqua.ocn.ne.jp
■種別：居宅介護支援事業所 指定番号 0472200732
■営業時間：月〜金曜日 8：30〜17：30
■対象地域：大河原町、柴田町、角田市
■開設年月日：平成18年4月1日
■運営方針 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、関係市町村、
地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサー
ビスの提供に努めます。

■所在地・連絡先 〒989-1762 宮城県柴田郡柴田町大字海老穴字丸山 40 番 2（第二常盤園内）
TEL.
（0224)56-5764 FAX.
（0224）56-5772
mail.tukinokihoukatu@aroma.ocn.ne.jp
■種別：地域包括支援センター 指定番号 0402200067
■営業時間：月〜金曜日 8：30〜17：30
■対象地域：槻木中学校区
■開設年月日：平成23年4月1日
■運営方針
１．高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を維持することができる
よう、利用者の立場に立って支援を行います。
２．事業の実施にあたっては、地域で暮らし続けるための生活支援を適切に確保でき
るようその調整に努めます。
３．事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に
応じて、必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス
体制」を確立するよう努めます。
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訪問入浴
ふなおか事業所
※障害サービスは、柴田町から委託を受け
行っています。

毎回の入浴時にお好みの入浴剤をお選びいただけます。一人ひとりの状態やご希望に合わせ、ゆったりと入浴していただ
けるよう支援いたします。
胃ろうの方や床ずれなどのある方も入浴できます。ご相談ください。
・施設概要・運営方針
■施設概要
住所 〒989-1623
宮城県柴田郡柴田町北船岡2丁目16番6号
TEL （0224）
.
54-5181 FAX（0224）
.
54-5182
mail.kea.fu.5181@aqua.ocn.ne.jp
■サービス名：□（介護予防）訪問入浴介護
指定番号 0472200153
柴田町 障害者訪問入浴
■開設年月日：平成18年4月1日

■運営方針
１．要介護者等及び身体障害児者等の心身の特性を踏まえて、その利
用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、居宅における入浴の援助を行い、利用者の身体
の清潔保持，心身機能の維持等を図ります。
２．事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者
に寄り添ったサービスの提供に努めます。
３．事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サー
ビスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。

常盤福祉会では、利用者の方々のために、日々の生活や季節行事のお手伝いなど
のボランティアを募集しております。

ボランティア
募 集

ボランティアの皆様の活動は、利用者の方々にとって、外部の方との新たな交流
が生まれ、大切なひと時を充実させ、喜びを得ることができます。
ボランティアの皆様にとりましても、多くの方々と出会うことにより、新たな体
験が生まれ、また、充実した経験となることが期待できるかと思います。
皆様の参加をお待ちしております。

主なボランティア活動
常盤福祉会では、現在、話し相手・
歩行や車椅子の介助・洗濯物の整
理・シーツ交換・庭の手入れなど
の日々の生活、レクリエーション
活動、お花見・夏祭り・敬老会・ク
リスマス会・忘年会などの季節行
事における活動のお手伝いなどで、
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多くのボランティアの皆様にご参

応募・問い合わせ先

加をいただいております。

常盤福祉会各施設 本誌の各施設の施設概要を参照願います。

常盤福祉会の
地域での取り組み

常盤福祉会では社会福祉法人として
社会貢献の促進に努めています。
自ら持つ人材や施設・設備などの資源を活用し、
地域の高齢者が孤立しないよう交流の場の提供や地域の方々との
交流に取り組んでいます。

地域貢献事業の紹介
地域貢献事業の一環として地域の高齢者や障害者、そ
のご家族を対象にカフェを開催し、地域のふれあい・交流
の場の提供を行っています。
また、出前介護教室で介護予防体操や、健康講話など
も実施しています。その他にも地域の団体等と連携した
地域貢献活動の推進など、各種相談や、援助業務、介護
者教室等なども行っています。誰もが安心して暮らせる
地域社会つくりを推進し、
「地域包括ケア体制」の構築を
目指しています。

地域との様々な交流活動
地元の幼稚園児との交流活動や、地元小学生の施設見
学、学習会（歌、演奏披露）
、奉仕活動を通して、交流活
動を行っています。地域住民との夏祭りを実施し、地元青
年団や婦人団体など地域交流活動を行って地域住民との
ふれあいを大切にしています。
また、職場観、就労観育成のため、体験学習の一環とし
て職場体験や、インターシップ体験学習の受け入れも行っ
ています。
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●第二常盤園
●槻木地域包括支援センター
52
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●ケアホームふなおか
（ショートステイ）
●ケアホームふなおか
（デイサービス）
●グループホームふなおか
●訪問入浴介護

東
北
本
線

●ケアホームつきのき
（デイサービス）
●グループホームつきのき

槻木駅

●常盤園

阿
武
隈
急
行
線

4

50

船岡駅

阿武隈川

白石川

柴田町町役場
大河原町役場

白石川

14

東船岡駅

大河原駅

常盤福祉会

仙台大学

法人本部

東北本線

●桜寿苑
●大河原町デイサービスセンター
ふれあいホーム
●大河原南介護支援センター

114

●柴田町デイサービスセンター
さくら苑
●柴田介護支援センター

社会福祉法人常 盤 福 祉 会
法人本部
〒989-1601

349

宮城県柴田郡柴田町船岡中央三丁目18番3号

TEL 0224-55-1421 FAX 0224-55-1645

mail：tokiwa-fukushi.1645@coda.ocn.ne.jp
HP：http://www.tokiwa-fukushikai.or.jp/
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