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明石恵泉福祉会は福祉サービス

の質とご利用者、ご家族の満足度の

向上を目指し「介護サービスの質を

保証する、組織マネジメントの仕組

みが整っていること」「その仕組み

に基づいて作成されたマニュアル

に従って施設が適切に運営されて

いること」が第三者認証機関に認め

られ「認証評価」を得ています。

幸せを生む施設 笑顔の恵泉 

福祉・介護に輝きを求めて！
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地域から必要とされる総合施設

恵泉 Smileサービスマップ
特集“特別養護老人ホーム恵泉

（第１特養）“
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法人の

経営理念

―地域から必要とされる総合施設“ 笑顔の恵泉” ―

全ての人が幸せを実
感できるサービスを
提供する

人間としての尊厳を
重んじその人にふさ
わしい援助を行う

常に専門的な知識と技
術の研鑽に励みサービ
スの質的向上に努める

福祉人材の確保と

育成を行う

満足するサービスを提
供するために常に経営
の安定化を考える

社会福祉法人 明石恵泉福祉会

通所リハビ

リ

2014年5月
サービス付高齢者向け住宅 

恵泉きずな開設

通所リ

ハビリ



恵泉は様々なサービスで高齢者・地域を支援します 

“ ”《恵泉smile  サービスＭＡＰ》 

介護が必要になったら・・・ 

介護サービ ケアハウス恵泉・第２ケアハウス恵泉 

自宅 

いつまでもお元気に暮らすために・・・ 

生活支援・介護予防 

恵泉健康リハビリセンター 

要支援のご利用者が対象。 

短時間のリハビリ通所施設 

地域包括支援センター 

恵泉クリニック（診療所） 

内科・老年内科・精神科 

通院

地域の医療機関 

・急性期病院 

・地域包括ケア病棟 

・回復期リハビリ病棟 

介護が必要になったら・・・ 

介護サービス 

□在宅系サービス 

・訪問介護 

・通所介護 

・通所リハビリ 

・訪問リハビリ 

・ショートステイ 

□施設・居住系サービス 

・特別養護老人ホーム恵泉（４人部屋中心、終身対応で生活支援を行なう施設） 

・恵泉第２特別養護老人ホーム（４人部屋中心、終身対応で生活支援を行なう認知症専門の施設） 

・恵泉第３特別養護老人ホーム（少人数１グループで全室個室、終身対応で生活支援を行なうユニット型施設） 

・老人保健施設恵泉（リハビリを行い、在宅復帰の支援を行なう施設） 

・恵泉グループホーム（認知症高齢者を家庭的な雰囲気の中、少人数１グループで日常生活支援する住居系サービス） 

通所・入所

自宅復帰

認知症高齢者 

？

地域 

病気になったら・・・ 

医療サービス 

介護予防教室 

ケアマネージャー 

在宅介護支援センター 

地域包括支援センター 

住まい 
サービス付高齢者住宅 

恵泉きずな 

相談業務やサービスのコー

ディネート、ケアプランの

作成などの相談支援 

恵泉居宅介護支援センター 

・老健事業所 

・高丘事業所 

・大久保北事業所 

・きずな 

在宅系サービス 

施設・居住系サービス 

※       は恵泉で提供しているサービスです。

その他は連携している地域のサービスです。 

入院 



特別養護老人ホームは社会福祉法人や地方自治体などにより運営される公的な介護施設で、そこでは

主に重度の要介護者が生活されています。常時介護の必要とする要介護者の「生活の場・家」であり、

さまざまな身体の介護や生活の援助とともに、各種レクリエーションなども提供しています。

特別養護老人ホームは、ショートステイを併設しているホームでもあります冠婚葬祭の用事があったとき在宅介

護の負担軽減目的でも利用することは可能です。 

一度入所された方の多くはそこで残りの余生を過ごすため、重度の要介護者にとって「終（つい）の棲家」と

いえます。当施設では、家族団らんの時間を設けたり、カンファレンスにご家族様に参加いただいたりと、本入

所で入所された後も、ご本人様とご家族様の絆が強く結びつくように支援していきます。 

特別養護老人ホームでは、本入所と、ショートステイの2種類の入所形態があります。

本入所 ショートステイ

定員 80名 20名

対象 要介護1以上の方

平成27年4月より要介護3以上(予定) 

医療的な処置が必要な方もご相談下さい

要支援1以上の方

居室 個室、2人部屋、4人部屋をご用意しております。

ご要望にお応えできるよう努力します。

個室、2人部屋、4人部屋をご用意しております。

ご要望にお応えできるよう努力します。

期間 終身。契約期間は、特に設けておりません。 居室の空き状況にもよりますが、ご希望の日程で

ご用意させていただきます。

特徴 ご入所者様に、安全・安心を提供するだけでなく、

音楽療法、手作業レク、メイクリハビリなどを通

し、日々の楽しみを提供しています。施設ご入所

後も、家族様との絆を大切にし、ご本人様、ご家

族様の幸せを追求します。

ご利用者様の生活の、安全・安心・安定の提供、

ご家族様の介護負担軽減、急な外出、ご旅行、冠

婚葬祭時の支援、などを目的として、サービスを

提供しています。

本入所、ショートステイご利用をお考えの方、、ご遠慮なく、お問い合わせ下さい。 

特別養護老人ホーム恵泉 

TEL078-936-8160  FAX078-936-8142 

お
出
か
け
ス
ナ
ッ
プ

コスモスツア－ 秋のお出

かけを満喫されています 

魚の棚ツアー お買物を

を楽しまれています



入所相談 申込 待機 面接 

入所判定 入所契約説明 入所 

春 鯉のぼり作り 

100匹のこいのぼりを作成

し、飾りました 

秋 参拝 

恵泉の近くの神社にお参りに

行きました 

夏 夏祭り 

法人合同で、夏祭りを開催

し、皆様楽しまれています 

施設のご見学もして 

いただけます。

お体の状態、生活の様子

を伺います。 

当施設で対応できるか、 

協議します。 

必要書類を提出

いただきます。 

ご契約ただき、入所日を 

決定します。 

恵泉に関わっていただいた、すべての方に幸せを実感していただくための取組みを 

行ないます。特養では、医療サポートと嗜好品を通した生活の質の向上を図っています。 

現在、特養恵泉では、ご入所様の健康管理だけでなく、医療サポートの充足を図っています。

ご入所者様、ご家族様、これから、恵泉を利用してみたいとお考えの方々に、安心して恵泉第1特養で

生活して頂ける様に取り組んでいます。

・病院受診の検討が必要となった際、専門性の高い対応可能な病院の紹介など、情報の提供を行います。

・面会にいらした際に、将来への不安や、健康面についての不安について、ご相談にのります。

・注入、バルン留置など、医療的な処置が必要な方も、対応できるか、ご相談させていただきます。

・入所前の面接の際に、医療面でお困りのことをご相談いただければ、情報の提供、病院の紹介など、お

話させていただきます。

従来、ご入所者様の嗜好品について、ご家族様にお願いをして買ってきて頂いていましたが、ご家族様

の予定と噛み合わないことがある為、必要な時に必要なものを提供することが難しいことがありました。

現在では、インターネットのオンラインショップ、配送サービスを利用することで、即時性のある、

嗜好品の提供をする事が出来ています。

それにより、必要な水分量を確保し、脱水予防を行なっていきます。今年の夏季において、脱水によ

り体調を崩された方はいませんでした。

以前の習慣を施設で再現するのは、「生活の質」の向上につながります。少しでもご利用者様の生活の

支えになるのであれば、今後も継続していきます。



各施設の取り組

みをご紹介します



恵泉健康リハビリセンターは短時間リハビリ特化型デイサービスセンターです。

元気な高齢者が多く、活気ある施設です。　運動プログラム・認知予防プログラム、生活行為の自律に向けた

リハビリ等で頭と身体と心の３つの側面からの健康作りを支援します。

※ ① ②【要支援 、要支援 、または自立（介護予防プログラム対象者）の方のみご利用頂けます。】

午前　９：３０　～　１２：３０

午後　１３：３０～　１６：３０　　（各３時間）

・ストレッチ　・腰痛体操　・尿漏れ予防体操　・膝痛体操

・ボール体操　・青竹踏み　・タオル体操

・ノルディックウォーキング　・ラージボール卓球　・スポーツ吹き矢

・認知症評価　・マシントレーニング　・セラピストによる健康教室及び個別リハビリ

・脳トレーニング（頭の体操、囲碁、将棋、俳句など）

これら多くのプログラムで、高齢者の健康作り、介護予防を実践しています。

　　　　卓球と聞いて、リハビリと直接関係ないと思いがちですが、当センターでのラージボール卓球の効果は…
①　脳内セロトニンホルモンの分泌を活性化させ、認知症発生の原因と言われている脳内ストレスを取り除く。
②　ラリーを続けるというルールに基づき、集中力・注意力を強化する。
③ …　「笑う」「人と繋がる」 刺激を増やす機会を多く作る。

　　　　という３つの考え方を中心に認知症予防を目的として卓球プログラムを

　　　　取り入れています。

…　　　　「この年になって卓球なんて」と、ほとんどの方がこのように言われますが、やればやる程ご参加いただいて

　　　　いる全員の方が上手くなっています。　卓球は何歳になっても上手くなる事が出来る！　　これが４年間、卓球

　　　　プログラム継続して確信した答えです。

　　　　更に、ラージボール卓球に参加されている方の認知機能の経過も見ていますが

　　　　大幅な低下もなく、この４年間安定して経過されている事も事実です。

要介護状態にならず、健康寿命を延ばしたいという思いを実現させるお手伝いを

　　　　恵泉健康リハビリセンターはさせていただきます。

恵泉健康リハビリセンター

明石市大久保町大窪２６８３－１

電話　０７８－９６２－５７７７

〒６７４－００５１

≪ ≫お問い合わせ先

≪ ≫営業時間　　　　　　

≪ ≫プログラム実施内容

月曜～金曜まで営業しています。祝日も営業していますが、土日はお休みです。

認知症予防とラージボール卓球



笑顔の恵泉

このコーナーでは、恵泉から皆様へホットな情報をお届けします。発行月によって内容は様々です。 

インターネットからのウェブサイトにも情報を掲載していますのでぜひご覧ください。 

老人保健施設恵泉では様々なボランティアのご協力を募集    今年も、クリスマスイルミネーションの季節がやって  

しております。施設に来てご利用者の方々とお話しを楽し    来ました。恵泉のお近くにお立ち寄りの際は、冬の夜を  

んだり、外出企画に参加したりしませんか？              彩るイルミネーションを、ぜひ、ご覧下さい。 

個人や団体での参加など関わる形は自由です。                 
                                       点灯開始日：11月25日ごろ     

  お問い合わせ（078-936-8003）                        時間：17時から21時 

11月1日、2日の両日、法人合同の文化祭を                10月2日に、法人合同の防災訓練を実施し

開催しました。ご入所者様が、日々、熱心に作成されて      ました。震度7の地震の発生を想定し、ご利用者の   

います作品が展示されており、大変賑わった二日間でした。  安全を第一に考え、避難、誘導、炊き出しを行ない、職員  

野原すみれ先生による基調講演も行なわれ、立ち見が出る   参加されたご利用者の皆様も、真剣に取り組み、日頃の訓練 

ほど、多くのお客様が参加されお話を聞くことができました。 の大切さを感じました。 

≪ ≫  施設の問い合わせ先
■ ■介護老人保健施設恵泉  078-936-8003      ケアハウス恵泉           078-938-2200 

■ ■特別養護老人ホーム恵泉  078-936-8160      第２ケアハウス恵泉         078-938-2600 

■恵泉第2特別養護老人ホーム 078- 938- 6933      ■恵泉グループホーム                078-938-6988
■恵泉第3特別養護老人ホーム 078- 934- 9111      ■恵泉きずな（2014年5月オープン） 078-948-2778      

●案内図 
              ** 編集後記** 

  地域の皆様に向けて、私どものサービスや取り組みが 

  身近に感じて頂ける様、広報誌「きずな」を作成しました。  

   秋号は、特集記事として特別養護老人ホーム 恵泉を  

紹介しています。広報誌「きずな」にはご利用者や地域の 

皆様の健康と幸せな生活を願う想いが詰まっています。 

今後も「恵泉」の様々な情報を発信して参りますので 

よろしくお願い致します。

・クリスマスイルミネーションを開始 ・ボランティアさん募集！！ 

・10月2日 防災訓練を 

実施しました。 

・11月1日、2日、 

文化祭を開催しました。 


