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幸せを生む施設 笑顔の恵泉 

福祉・介護に輝きを求めて！ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

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。 
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 ―地域から必要とされる総合施設“笑顔の恵泉”― 
                                          

                     

    

    

    

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                 

 

 

                             

                          

                      

 

 

 

 

       

恵泉は様々なサービスで高齢者・地域を支援します 

新
し
い
ふ
れ
あ
い
が
始
ま
る 

社会福祉法人 明石恵泉福祉会では、 
『すべ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。』を基本に、ご入居される方との絆を深め、その人らしい人生を最後まで安心して

送ることができるように、恵泉グループ全体で支援いたします。 

 

 

恵泉では通所リハビリ（デイケア）、通所介護（デイサー 

ビス）、訪問リハビリと３種類の在宅サービス事業にリハ 

ビリ専門職が関わっています。提供させて頂くリハビリの 

内容は多岐にわたり、体操を中心とした加齢に伴う身体機能 

の低下を予防することを目的とした、介護予防のリハビリ。 

認知症の方の在宅生活の継続を支えることを目的とした、 

認知症の方へのリハビリ。自宅内での生活動作改善を目的と 

した訪問リハビリなどが連携して、地域住民の方が住み慣れた 

地域で暮らし続けることの支援をさせて頂いております。 

いずれの施設におきましても、リハビリテーマは「自立支援」です。自立支援は 

リハビリ専門職だけのサービスではなく、介護職や看護職、時には自宅で介護をさ

れるご家族様も自立支援をおこなうチームの

一員であると考えており、リハビリ専門職がご

自宅での動作や介助方法などを丁寧にお伝え

します。介護予防から始まり、重度な方のリハ

ビリテーションまでと幅広く、個々に応じた自

立支援方法を提供させて頂くことが、恵泉の在

宅サービスです。 

 

～リハビリ専門職がかかわる在宅サービスについて～ 

法人の

経営理念

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

 



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》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアハウス恵泉・第２ケアハウス恵泉 

・通所介護事業 ・訪問介護事業 

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・要介護認定のご利用者が対象。 

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 

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 
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      インフルエンザ・ノロウィルスに気を付けましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご協力ください※ 
○手指・靴の裏の消毒 

○マスクの着用（準備をお願いします） 

○諸症状のある方の面会はご遠慮ください 
 

（詳しくは各施設にてお問い合わせください） 

～感染予防勉強会の実施～ 
本格的な流行を前に、感染予防勉強会を実施しました。 
看護・介護部門で感染予防の方法や発症時の適切な対

応策の確認をし、全職員が感染予防に対する意識を高

め感染者ゼロを目指しています。 

嘔
吐
物
処
理
実
践
テ
ス
ト
の
様
子 

介護スタッフ紹介 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

当施設では、認知症の人を中心にしたケアを行うため、職員は認知症介護実践者研修を受講しています！ 

 

 

認知症介護実践者研修とは？ 

認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修を含めた 3段階のステップアップ研修の最初の研

修である。施設、在宅にかかわらず、認知症の原因疾患や容態に応じ、本人や家族の生活の質の向上を図る

対応や技術を習得することをねらいとし、都道府県・政令指定都市が実施主体で行う公的な研修である。 

第 2 特養では、職員一人ひとりがご利用者様の尊厳を大切にし、安心した生活を

送っていただけるような施設作りに取り組んでいます！！ 

従来の認知症ケア 

・身体介護（食事・入浴・排泄）中心 

・徘徊・妄想・攻撃的行動・不潔行為・異

食などの行動をケアを困難にさせる行為と

してとらえる（介護者の視点） 

 

これからの認知症ケア 

1人の人としての存在が認められ、その人が何に

苦悩し、何を求めているのかを考え、その人に

どのようにかかわっていくのかを中心に考え

る。 

パーソン・センタード・ケア（利用者中心の介

家族の 
外出レクや家族会、誕生日会 

入居に関する相談、介護のことでのお悩み相談、採用に関するお問合せなど、お気軽に

何でもご相談ください。   電話：０７８－９３８－６９３３ 担当：黒田・瀬戸山 
相談窓口 

クレープ作り 

夏祭り 

明石公園散策 

お買い物ツアー 

絆 

しています。 

などにご家族様を招待し、 

「家族との時間」を大切に 



 

 

  

文化祭の作品は何にしようか？みん

なで考え、利用者様が参加できるよう

な作品を考えました。それが「オハナお

ばけ」です。オハナとはハワイでは『家

族』という意味で、お花紙とかけて名

前をつけました。 

一枚一枚お花紙を作っている時、利

用者様の笑顔がいっぱいあふれてとて

もいい作品になりました。   

 

秋の運動会を開催いたしました。

写真はお花飛ばしゲームの様子で

す。団扇を仰いでお花を相手陣地

内に多く飛ばしたチームの勝ちで

す。赤・白チーム対抗戦でとても白

熱した試合となりました。    

夏からグループホームの庭で

育てていたさつまいもが立

派に育ちました。皆さんで

掘り起こし、大きな物や小

さな物さまざまでしたが、たく

さん収穫できました。焼き芋

にして食べるのを楽しみにし

ています。 

秋の運動会を開催しました。

風船バレーや玉入れなどの種

目を行い、皆様存分に体を

動かされていました。職員対

抗競技を行ったり、ご家族様

も参加されるなど、皆一体と

なり、とても楽しいひと時となり

ました。   

秋空の下、昨年に引き続

き、稲美のコスモス畑に行っ

てきました。満開のコスモス畑

に、皆様、大変、喜んで下さ

り、日頃見せることのない笑

顔をされておられました。恒

例にしていきたいイベントの一

つです！！ 

９月の敬老会では、ご長寿

の方々のお祝いと職員による

ダンスなどを披露しました。原

始人ダンスは職員の仮装や

リズミカルなダンスがとても好

評で、ご利用者様も手拍子

をして一緒に楽しんで頂けま

した。 

 



1 ユニット 9 名 合計 18Ｑ３、1 か月

にいくらかかるの？ 

① 入居一時金：375.000 円（退居時

に返還いたします。） 

② 利用料金 ：家賃 40.000 円＋食

材費25.790円＋管理費18.800

円  

＋ 水 道 光 熱 費

15.000 円 ＋その他経費 10.000 円＝

109.590 円 

③ 介護保険負担額：25.963 円（要

支援１）～29.100 円（要介護度

５） 

④ その他雑費：医療費、散髪費、オム

ツ代、クリーニング代など＝

10.000 円程度（個人差あり） 

月額合計＝②109.590 円＋③

25.963 円 ＋ ④ 10.000 円 ＝ 

157.078 円程度 

 

 

 

 

「共用型デイサービス」とは、グループホームが行うデイサービスです。 

定員は 3名です。グループホームの共用部分を使って、入居されている方と一緒に 

認知症予防を視野に入れた体操・手芸・ゲームなど行い一日を過ごしていただきます。 

■営業時間： 10：00～16：00 定休日：日曜日、１２／３１、 １／１ 

＊送迎時間は応相談。 

■対象者 ： 要支援１～２、要介護１～５の認定をお持ちの方 

認知症の症状のある方 

明石市に住民票がある方 

 

 

このような方に 

「毎日のようにデイサービスを使いたい」 

「デイサービスにかかる単位数を抑えてもっと他の介護サービスを併用したい」 

「介護保険の費用負担を減らしたい」 

「認知症の専門的な対応を求めている」 

「将来グループホームの入居を考えている」 

一般的なデイサービスと比べると、介護保険の自己負担額が 約半額 です。 

＊グループホームの建物の共用部分を使用して行うデイサービスであるため 

介護保険の単位数が低く設定されているためです。 

  ■利用料金 

５時間以上７時間未満 自己負担額/日 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

４２０円 ４４４円 ４５３円 ４６８円 ４８５円 ５０２円 ５１８円 

＊入浴１回５１円 サービス提供体制強化加算６円/日 昼食おやつ代３５３円 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ窓口 ℡ 078-938-6988 

恵泉グループホーム 管理者  角南（すなみ） 

まずはお気軽にお問合せ下さい。 

宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



笑顔の恵泉 

情報アラカルト 

                          

 

 

 

 

                                                

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。 

 

                  

 

 

  

 

     

               

                

                                            

                          

               

 

 

  

    

                             

 

   

 

 

    

 

                                                           

≪施設の問い合わせ先≫ 
■介護老人福祉施設恵泉   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             078-948-2778 

 

  

              ** 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。  

   冬号は、特集記事として第２特別養護老人ホームを  

紹介しています。職員の紹介や行事の報告、認知症介護 

実践者研修のことなどについて掲載しています。 

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。 

11月 3日、今年の文化祭基調 

講演では、高口光子先生をお招 

きし、「親の介護と自分の老いを考 

える  ～住み慣れた地域で最後ま 

で～」というテーマでお話ししていただ

きました。 

第２特養では、施設内で働く職員の募集を

随時行っております。施設内の様子や雰囲

気を感じとってもらうために見学だけで 

も結構です。 どうぞお気軽にお問い 

合わせください。お問い合わせは 

☎078-938-6933まで。 

担当：瀬戸山・黒田 

 

今年も、恵泉クリスマスイルミ 

ネーションを行いました。 

今年は【森の中の静かな教会】を 

イメージして製作しました。 

毎年 11月下旬から 12月下旬飾って 

おります。来年も是非ご期待下さい。 

 

明石恵泉の地域貢献活動「チーム恵泉」と

して、第２特養では１２月２日に講演会を

行いました。 当施設の専門である、 

「認知症ケア」について、地域の方 

々と一緒に考えていきたいと思い 

ます。 

ク リ ス マ ス 文 化 祭 

お 知 ら せ 求 人 募 集 

http://www.dai5kyo.or.jp/iso/
http://www.dai5kyo.or.jp/iso/
http://www.dai5kyo.or.jp/iso/
http://www.dai5kyo.or.jp/iso/
http://www.dai5kyo.or.jp/iso/

