高齢者施設(地域向け情報)
施設名／所在地
特別養護老人ホーム

あんのん
西日置町10-201
特別養護老人ホーム

松寿苑
中須町235
特別養護老人ホーム

高杉共愛の里
高杉町261
特別養護老人ホーム

ＴＥＬ／ＦＡＸ ホームページ／Eメールアドレス

事業内容

①特別養護老人ホーム
②ショートステイ

363-0800 http://www.tomita-fukushikai.com ①特別養護老人ホーム
354-0600 ohhashi@tomita-fukushikai.org

②デイサービス
③ショートステイ
④居宅介護支援事業所

365-3383 http://www.kyoaikai.org/index2.html ①特別養護老人ホーム
②ショートステイ
351-8303 takasugi-kyoai2002@juno.ocn.nejp （短期入所生活介護）

下之一色町権野108-4

302-8110 kyoainosato@kyoaikai.org

下之一色町権野108-6
特別養護老人ホーム

オーネスト戸田川
富永四丁目266
特別養護老人ホーム

オーネスト紫の郷

②ショートステイ
③特別養護老人ホーム

309-3339 http://www.shisuikai.or.jp/
309-5900 todagawa@shisuikai.or.jo
309-3331 http://www.shisuikai.or.jp/

富永四丁目278

309-3337 yukarinosato@shisuikai.or.jp

老人保健施設有楽苑

362-2393 http://www.med-meisei.or.jp

土野町61

363-7178 uraku@med-meisei.or.jp

老人保健施設松和苑

353-2151

打出二丁目50

353-2278

老人保健施設ラ・ファミリア

384-5411 なし

東起町1-5-1

383-0342 なし

老人保健施設みず里

302-3600

水里一丁目23

302-5561

http://www.saiwaikai.jp/mizusato/index.html

①介護相談所(困ったことがあれば、専門
職員が相談に応じます)
②地域講習会場(福祉に関しての講習会も
無料で開催)
③随時ボランティア募集

①盆踊り（高杉公園）
②日帰り旅行（年２回）
③新緑祭（地域住民も参加可）

７月：一色まつり、草むしり
８月：夏祭り

当施設は、地域の方との交流を持っていき
たいと考えています。どのようなことに関
しても相談に乗っていきたいと考えていま
すので、ご相談ください。

地域で行われる行事など一緒にできること
があれば声をかけてください。

会議室、喫茶コーナーの開放

・高齢者向けの保健学級を施設内で開催
・年に１回秋まつりを開催
・地域のお祭りで、神楽が施設に来て、そ
の休憩所として提供
・お正月に子ども獅子が入居者の下に来て
くれる

地域との交流を図るため、行事などに声を
かけていただけると嬉しいです。

身体的、精神的に丌自由な高
齢者が、介護を受けて安心し
た生活を送れるよう支援する
施設

恒例の夏祭り「オーネスト戸田川夏祭り」

交流ホール（多目的室）、ボランティア 介護相談など、いつでも相談可能です。お
ルームなど
気軽にご連絡ください。

①特別養護老人補オーム（地
域密着型）
②ショートステイ

８月：夏祭り（地域住民も参加可能。チラ
地域交流ホール(会議室)の貸出
シ･回覧板等でお知らせ）

地域で行われる行事などに一緒に参加した
いと思っていますので、ぜひ声をかけてく
ださい。

①老人保健施設
②デイケア

８月：夏まつり（住民も参加可能。チラ
シ、ポスターで広報） ※ 23年度は東日本
大震災発生につき自粛

地域の皆様へ何かお役に立てることがあれ
ばと考えております。ぜひご意見お待ちし
ております。

①介護老人保健施設
②ショートステイ
（短期入所療養介護）
③デイケア（通所リハビリ）
④居宅介護支援

９月：西中島小で行われる敬老会で、施設
利用者による作品を出展・掲示

地域に根ざした施設を目指していますの
で、介護などで困っていることがありまし
たらご相談ください。

①一般入所
②ショートステイ
③デイケア（通所リハビリ）
④居宅介護支援

夏の盆踊り、秋祭り(ぴあ)…地域の方も参
加可能
戸田まつりの見学、近隣企業ビアパーティ
参加、近隣銀行への作品展示、幼稚園児訪
問

・地域に向けての介護教室を年３～４回
開催（テーマは時節、要望等に応じ検
介護に関する相談や発信の拠点としてお役
討、実施）
に立ちたいと思っています。
・要請に応じ研修等実施

302-8029 http://www.kyoaikai.org/index2.html ①特別養護老人ホーム
302-8059 d2kyoai@kyoaikai.org

①地域交流作品展
②近隣の保育園や学校との交流行事
③夏祭り
④地域講習会
⑤地域の老人会や婦人会による施設慰問

地域へのメッセージ
当施設は地域密着型施設であり、地域とも
深くつながっていきたいと思っています。
近くに来られた際は、気兼ねなくお寄りく
ださい。

運動会、夏祭り、防災訓練

365-3004 annon@gol.com

302-8011 http://www.kyoaikai.org/index2.html ①デイサービス

第２共愛の里

地域に活用してもらえるもの

365-3003 http://www16.ocn.ne.jp/~floweren

共愛の里

特別養護老人ホーム

地域で行っているイベント等

②ショートステイ
③デイサービス
④ケアハウス

①デイケア
②ショートステイ

高齢者施設(地域向け情報)
施設名／所在地

老人保健施設ラベンダー
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事業内容

303-2811 http://www16.ocn.ne.jp/~kaisei
①施設入所
②ショートステイ
(短期入所療養介護)
③デイケア(通所リハビリ)

福島一丁目148
介護老人保健施設

シンセーロ
水里三丁目231
デイサービスセンター

もみの木

303-3166

309-3231
309-3237

デイサービス

355-2881 http://hlc.athuman.com

メゾン岡田かすもり１階

309-4139 http://www.kenyu.co.jp

伏屋二丁目411

309-4138 kenyu-nakagawa@sky.bbexcite.jp

デイサービス
デイサービスセンター和心(なご
み)かぞく伏屋の家

462-8737

長須賀二丁目901

462-8738

小規模多機能型居宅介護事業

303-1130

小規模多機能型居宅介護事業

ハーデン一色

304-8033
304-8034

グループホーム
ニチイケアセンター春田
ほほえみ春田

309-3911

春田三丁目100

309-3912

アミーユ十番町
十番町1-302

福田川のほとり、緑豊かな環境のなかで、
日々｢自立支援｣｢在宅復帰｣を目指し、ス
タッフ一同、愛と笑顔、思いやりの心を大
切にケアに取り組んでいます。ご利用者様
に尐しでもご満足いただけるサービスを提
供できるよう努めて参ります。

作品を作っているので、作品展などに出 困りごとや相談等なんでも身近に活用して
品したいです。
ください。

①通所介護

お祭りへの出資

イベントや行事など共に楽しめればと考え
ています。地域の皆様に愛されるデイサー
ビスを目指します。

①通所介護

まだオープンして３ヶ月なので、地域に貢
献できていません。イベントは年に国内旅
検討中
行２回、海外旅行２回、その他四季に併せ
て出かけたりしています。

年中無休でやっていますので、なかなかお
手伝いができませんが、何かしらの形でボ
ランティアなど手伝いたいと思っていま
す。

①通所介護

デイサービスの見学
ご利用者様との交流

小規模多機能型居宅介護事業
(通い･訪問･泊りサービス)

２階和室の無料開放（日中）
地域で行われる行事など、一緒に出来るこ
地域の集まり、交流の場として活用くだ
とがあれば声をかけてください。
さい。

地域との交流を深めたいと思っています

303-1132 tomitanosato1130@wit.ocn.ne.jp

大当郎二丁目1413

特定施設

・サマーボランティアスクールを始めと
するボランティア、地域の中学校からの
職場体験の受入
・医師･看護師･介護福祉士･ヘルパーの
実習･研修
・ご家庭での介護上の相談受付
・ラベンダーだより発行

355-2882 info@nakagawaday.self-grow.com

健遊館中川デイサービスセ
ンター

供米田二丁目904

・地域のボランティアによるクラブ活動(手
芸･書道･華道･大正琴･囲碁)への協力・指導
・季節の行事に利用者･家族･近隣住民も招
待
・５月：中川鯱城会作品展へ入所者･通所
者の作品を出品
・８月上旬：夏祭り開催(和太鼓･盆踊り)
で、地域住民も招待

①入所
②ショートステイ

デイサービス

トータルサポートとみたの里

地域へのメッセージ

①通所介護

365-2210

松葉町2-23

地域に活用してもらえるもの

369-1533

長良町3-7-2 たんばビル

ヒューマンライフケア中川

地域で行っているイベント等

364-5670 http://www.amille.jp
364-5667 kmiyamoto@amille.co.jp

小規模多機能型施設(通い･
ショート･ロングステイ･居宅)

①認知症対応型共同生活介護

農協まつりの参加

障がいを持った高齢者に対し
て良質な住まいを提供し生活
を支える

民謡、チューブ体操、手芸

ニチイまつり
バザー開催予定

これからもますます皆様と交流を持ち関
わっていきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。

