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お年寄りや、そのご家族の方々に、

「ここにきてよかった」と

思っていただけるような

質の高いサービスを提供して参ります。

平成元年に社会福祉法人の認可を受け、名古屋市北区に特別養護老人ホーム

を開所して以来、早いもので、30年余の月日が流れました。

皆様のご支援を賜りながら、お陰様で今では、特別養護老人ホーム 8 施設、養

護老人ホーム 1 施設、軽費老人ホーム１施設、デイサービスセンター 9 施設、

グループホーム3施設、サービス付き高齢者向け住宅1施設、クリニック1施設、

調剤薬局 1 店舗、ヘルパーステーション 3 事業所、事業所内託児所 3ヶ所、

さらに訪問看護ステーション 1 事業所など 19 施設 52 事業を運営する法人と

なりました。

法人の理念である「愛・誠実・謙虚・感謝」には、個人の自立と尊厳を尊重し、

地域と共に歩む施設でありたいという願いが込められたものです。

この法人の理念をもとに「その人がその人らしく自由に、笑顔に満ち溢れた生

活を実現する」ということを目指し、地域に根差し、地域に開かれ、地域の中

で必要とされる施設であり続けるよう感謝の思いを大切にし、職員一同取り組

んで参ります。

高齢化社会が年々多様化深刻化するなか、介護が必要となった時に、誰しも住

み慣れた地域で暮らしたいと望みます。

その為にも、当施設をご利用される方々に、安心で安全かつ快適な生活ができ

ますよう質の高いサービスを継続して提供し、地域福祉に貢献できる事業展開

を責任を持ち推進し続けます。

施設をご利用いただくご利用者様、ご家族様、地域の方々、職員の皆さ

んがここにきてよかったと笑顔で過ごしていただける法人を目指して参りま

す。今後ともご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

住み慣れた場所で暮らせる自由

笑顔がいっぱ  いの毎日

理事長 増井 香織
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住み慣れた場所で暮らせる自由

笑顔がいっぱ  いの毎日
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平成元年 7 月

平成 2 年 4 月
 7 月
 11 月

平成 7 年 4 月

 7 月

平成 9 年 4 月

平成 11 年 7 月

 8 月
 10 月

平成 12 年 4 月

平成 13 年 5 月

平成 14 年 4 月

平成 16 年 4 月
 7 月

平成 17 年 8 月

平成 18 年 4 月

平成 19 年 5 月

平成 20 年 5 月

平成 21 年 2 月
 4 月

 5 月

 11 月

平成 22 年 1 月
 9 月

平成 24 年 4 月
 7 月

平成 25 年 4 月

平成 26 年 4 月
 7 月
 8 月

平成 27 年 4 月

平成 28 年 3 月
 5 月
 9 月

平成 29 年 6 月

平成 31 年 4 月

法人認可

特別養護老人ホーム愛生苑 開所
愛生苑短期入所事業（ショートステイ）開始
デイサービスセンター愛生苑 開始

特別養護老人ホーム御桜乃里 開所
御桜乃里短期入所事業（ショートステイ）開始
ケアハウス御桜乃里 開所
デイサービスセンター御桜乃里 開始

はぎのデイサービスセンター 開所

特別養護老人ホーム庄内の里 開所
庄内の里短期入所事業（ショートステイ）開始
デイサービスセンター庄内の里 開始
名古屋市シルバーハウジング事業受託（庄内の里）
庄内の里介護支援センター 開始

愛生苑居宅介護支援事業所 開始
御桜乃里居宅介護支援事業所 開始

愛生苑訪問入浴 開始

デイサービスセンター筒井 開所

配食センター御桜乃里 開始
ヘルパーステーション御桜乃里 開始
配食センター愛生苑 開始
グループホーム中小田井 開所

グループホーム・デイサービスセンター集い 開所

特別養護老人ホーム鳩の丘 開所
鳩の丘短期入所事業（ショートステイ）開始

特別養護老人ホーム愛生苑 ユニット型増床

庄内の里第２デイサービスセンター 開所

事業所内託児所「ポッポ」開設
軽費老人ホーム安田荘 名古屋市指定管理者制度受託
安田荘高齢者自立支援短期宿泊事業 開始
特別養護老人ホーム田谷の里 開所
田谷の里短期入所事業（ショートステイ）開始
愛生福祉会 介護員養成研修センター 開講

グループホーム中小田井 デイサービス事業開始
愛生苑 事業所内託児所「バンビ」 開設

特別養護老人ホーム黒石荘 名古屋市より譲受
ヘルパーステーションあい
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 開始

特別養護老人ホーム安井乃郷 開所
安井乃郷 短期入所事業（ショートステイ）開始
グループホーム安井乃郷 開所

養護老人ホーム寿楽荘 名古屋市指定管理者制度 受託
サービス付き高齢者向け住宅七福 開所
デイサービスセンター七福 開始

鳩の丘 事業所内託児所「はとポッポ」開所

ヘルパーステーション上大崎 開所
調剤薬局「みどり薬局」開局
ケアプランセンターみどり 開始

品川区立上大崎特別養護老人ホーム 開所
上大崎クリニック 開業

御桜乃里訪問看護ステーション 開始

ご利用される皆様に、笑顔に満ちあふれた楽しい毎

日を送っていただくこと。施設をご自分の家のよう

に思い､好きな事をしながらのびのびと過ごしていた

だきたい。愛生福祉会のスタッフが、そのためのお

手伝いをさせていただきます。

その人がその人らしく、「喜び」と「満足」と「感謝」に満　ちた生活を。

私たちの願い

沿革お年寄りに寄り添う愛生 福祉会

毎日が楽しい

おいしい食事

安心のささえ

四季折々の行事
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愛
感謝 誠実

謙虚

その人がその人らしく、「喜び」と「満足」と「感謝」に満　ちた生活を。

理 念

お年寄りに寄り添う愛生 福祉会
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月に 1 回行われるバイキングでは 35
種類以上の料理がズラリ ! この日だけ
は仲の良いお友達やご家族様も一緒に
好きなものを好きなだけ…。

月に一度の
お楽しみバイキング

管理栄養士・調理師が心を込めて手づくりし、
美味しくて栄養満点のお食事です。

毎日のお食事
お誕生日会は
特別メニューで
月に一度開催される
お誕生日会では、その
月にお誕生日を迎える
皆様を、特別なお料理
でお祝いさせていた
だいています。

おいしい
食事

愛生福祉会の特徴
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岡田 瀬尾 岡田 瀬尾 瀬尾 山口り 瀬尾 川上史

私達の願いは、ご利用される方々
が楽しく、普段通りの生活を送っ
ていただくこと。気の合う友人と
催し事に参加し、毎日いきいきと
過ごしていただくことを一番に
思っています。

なごやかに、
笑顔の絶えない
毎日を…

施設を訪れた子供
たちと童心に返り
愉快なひとときを。

喫茶店さながらの
コーヒーが魅力的。
ゆっくりくつろいだり、
世間話に花を咲かせ
たり。

お洒落クラブやお料理クラ
ブなど、いくつになっても
自分磨きは素敵です。

ショッピング

公園へ
散歩

こどもとの
ふれあい

くつろぎの
コーヒー

やわらかな日差しのもと、
緑や花の香りに包まれて。

気の合う仲間や職員とカラオケで盛り上がったり、
卓を囲んで麻雀など、お好みで過ごす時間です。

クラブ
活動

娯楽の時間

いくつになってもお
店巡りは魅力的、
品定めをしながら
ついつい会話も
弾んで。

毎日が
楽しい

愛生福祉会の特徴
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各施設では季節ごとのイベントがもりだくさん。おでかけ
や行事など仲間やスタッフと一緒にお楽しみください。

四季を感じる行事と心を
豊かにする催し… 

四季折々の
行事

愛生福祉会の特徴

冬
●  クリスマス会
●  初もうで
●  餅つき
　など

秋
●  運動会
●  防災の日
●  敬老会

●  文化祭
●  作品展
　など

春
●  お花見
●  ひなまつり
●  バスハイク
●  作品展
　など 夏

●  盆おどり
●  節句
●  日帰り旅行
●  輪投げ大会
●  七夕まつり
　など
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岡田 瀬尾 瀬尾 瀬尾 岡田 岡田 岡田 奥村

利用者様が、いつまでも元気に過ご
せるよう、さまざまな場面で見守り
やお手伝いをさせていただいてお
ります。 リハビリ

テーション

医療
ネットワーク

みまもり
体制ヘルパーステーションでは、在宅

の方の病状の悪化や不測の事故な
どの SOS に 24 時間対応します。

なじみのお医者さんが定期的に
健康チェック。表情や動作を観
察しているスタッフの情報も
チェックし、利用者様の健康状
態を判断してます。

「その人が､その人らしく」という設立当初からの想いで､この特別室をご用意させていただいております。
これからもご家族様・職員に見守られ、やすらかな最期を迎えることの大切さと、

残されるご家族様が精一杯のことができたと思っていただけるような看取りを行って参ります。

住み慣れた施設で安らかな最期を迎えたいと望まれるご本人様やご家族様の思いに応えられるよ
う、愛生福祉会では施設での看取りに取り組んでおります｡
最期の時を迎えるご本人様とご家族様の残された時間を一緒に過ごしていただくために、洗面・
風呂・トイレ・ミニキッチンなどを備えた特別室があります。旅立ちのその時まで寄り添い見守っ
ていただき、たくさんの喜びや悲しみを分かち合った想い出を振り返りながら過ごしていただけ
ます。
お酒が好きだった方にはご親族の希望により、最期にご家族がお酒を楽しんでいる場面をうれし
そうに眺めたり､奥様が奏でる琴の音に包まれながら最期を迎えられた方もいらっしゃいます。

はつらつとお過ごしいただくためにも、毎日の運動
が大切です。仲間やスタッフと遊び気分で楽しく。

充実の設備

お一人での入浴が困難な方
でも、気持ちよくお風呂に
入っていただくために介護
用入浴機器がございます。

心身の健康に
気を配りながら
温かく見守ります。

安心の
ささえ

愛生福祉会の特徴
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在宅事業 住み慣れたご自宅で生活しながら、必要なサポートを受けられます。

医療関連事業 安心の医療ネットワークで皆様の生活をサポートします。

施設に専用車で通っていただき、食事・入浴・リハ
ビリなどのお手伝いと併せて、レクリエーション
等で楽しく毎日を過ごしていただきます。

デイサービスセンター

●  愛生苑　●  庄内の里　●  御桜乃里　●  七福
●  はぎの　●  筒井　●  庄内第2　●  中小田井　●  集い

どんな診療科の処方せんでも
受付は可能。在宅支援の必要な
患者様にも対応し、地域の皆様
の健康をサポートします。

調剤薬局

●  みどり薬局

地域の馴染みの医者として、
温もりのある診療を行いま
す。また特養などの施設の嘱
託医としてもケアを行います。

クリニック

●  上大崎クリニック

管理栄養士が栄養のバランス
を考えた手作りの美味しいお
弁当です。保温容器に入れてご
自宅までお届けします。

配食サービス

●  御桜乃里

ご自宅での入浴が困難な方を対象に、看護師
や介護士が移動入浴車でご自宅へお伺いし、
入浴をお手伝い、安心して入浴を楽しめます。

訪問入浴サービス

●  愛生苑

可能な限りご自宅での自立を目指
しながら、必要に応じて介護サー
ビスを受けられるプランです。

居宅介護支援

●  庄内の里　●  鳩の丘　●  御桜乃里

短期間施設に入所いただきます。日頃介護を
されているご家族様に代わって、24時間日常
生活全般のお手伝いをさせていただきます。

ショートステイ

●  愛生苑　●  庄内の里　●  鳩の丘　●  黒石荘
●  安井乃郷　●  御桜乃里
●  上大崎（東京）　●  田谷の里（神奈川）

ご自宅で生活されている方向けに、介護の
必要な時に訪問する安心のサービスです。

〈訪問看護ステーション〉 ● 御桜乃里
〈訪問介護ステーション〉 ●  ヘルパーステーションあい

 ●  ヘルパーステーション御桜乃里
 ●  ヘルパーステーション上大崎

ヘルパーステーション
（定期巡回・訪問介護・訪問看護）
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岡田 瀬尾 岡田 鈴木りょ 瀬尾 川上史 丸山 奥村

施設事業 施設に入所していただき、24時間365日安心して生活していただけます。

事業紹介 毎日を満ち足りた思いで過ごしていただけるように…

「その人らしい」生活ができるよう、日常生活をお手伝いさせていただきます。

特別養護老人ホーム
日常生活において介護が必要な方
が安心して暮らせるようお手伝い
をさせていただきます。イベントや
クラブ活動で退屈させない工夫や
利用者様が希望するリハビリも理
学療法士や作業療法士がサポート。
●  愛生苑 ●  庄内の里 ●  黒石荘
●  御桜乃里 ●  鳩の丘 ●  安井乃郷
●  田谷の里（神奈川）
●  上大崎（東京）

自立した生活が送れても、環境
的・経済的な理由で単身生活が
困難な方向けです。食事や健康
面のサポートがあります。

養護老人ホーム

●  寿楽荘

生活援助員が生活のお手伝いとみまもりで訪
問。快適さ＋安心の高齢者向け賃貸住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅
（シルバーハウジング）

●  庄内の里(シルバーハウジング)　●  七福

掃除や洗濯は自分でできるけど、一人で生活
するのは困難という方向けのサービスです。

軽費老人ホーム（ケアハウス）

●  御桜乃里（ケアハウス）　●  安田荘

ある程度自立した生活を送れる方が、住み慣れた土地でご家族や
スタッフ、仲のよい方々とアットホームな空間で毎日をイキイキ
と過ごすことができます。

グループホーム

●  安井乃郷　●  中小田井　●  集い

9



なじみの土地で、
気心のしれた仲間と
職員に囲まれて幸せな毎日を。

緑がひろがる
 のんびりとした「いつもの」空間。
一人ひとりの生活を大切にしています。

おひとりおひとりが主役だからこそ、
大きな舞台でのびのびと。

閑静な住宅街の丘の上にあり、自然豊か
な緑に囲まれ、目の前には神沢池が広が
ります。居室内に仕切りを設置するなど
プライバシーに配慮した新しいスタイ
ルの多床室です。

四季の移り変わりも楽しく感じる
ことができる自然に恵まれた御桜
乃里。近くを流れる五条川沿いに桜
が美しく咲き誇り、桜並木の散歩が
春の風物詩となっています。個性を
大切にし、いつも笑顔でいていただ
けるよう心がけております。

黒石荘

安心できる地域密着型施設です。開放的なリビング・ダイニングは利用者様の
明るい笑い声と素敵な笑顔に包まれています。また屋上からは北に矢田川・庄
内川の色彩鮮やかな自然と南に名古屋の都心が広がります。

ユニット型特別養護
老人ホーム 29名名古屋市

北区
グループ
ホーム 18名 ユニット型

ショートステイ 10名

名古屋市
緑区

ショート
ステ イ 7名特別養護

老人ホーム 66名

 愛知県
丹羽郡

居宅介護
支援

ケア
ハウス 20名 デイサービス

センター 40名特別養護
老人ホーム 80名 ショート

ステ イ 20名 配食
サービス

ヘルパー
ステーション

訪問
看護
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瀬尾 瀬尾 瀬尾 岡田 安子 瀬尾 鈴木りょ 山口り 川上史 丸山 奥村

家族のような
あたたかさの中で
いっぱい笑って、
楽しむ。

まごころが伝われば、
まわりはすべて幸せな笑顔。

特別養護老人ホームは、多床室と
ユニット型個室の２種類の生活
スタイルをご用意しております。
介護のスペシャリストとして、ご
利用者様だけではなくご家族様
にもご安心いただけるよう、生活
すべてをこまやかにサポートさ
せていただきます。

緩やかに流れる庄内川、そして美し
い庄内緑地公園。その近くに位置す
る庄内の里は恵まれた環境にあり
ます。館内は落ち着いた居心地のよ
い造りで、細かな気配りがいっぱ
い。毎日を自由に楽しく過ごしてい
ただけます。

全室個室のユニットケアにより、ご利用者様のプライバシーときめ細やか
なサービスが喜ばれています。お酒の好きな方は他のご利用者様にご迷惑が
かからない程度であれば自由に楽しんでいただける施設です。

訪問入浴
サービス

名古屋市
北区

特別養護
老人ホーム 100名 ユニット型特別養護

老人ホーム 20名 ショート
ステ イ 7名 デイサービス

センター 30名

居宅介護
支援

シルバー
ハウジング

ショート
ステ イ 20名 デイサービス

センター 40名名古屋市
西区

名古屋市
北区

ユニット型特別養護
老人ホーム 91名 ユニット型

ショートステ イ 20名 居宅介護
支援

特別養護
老人ホーム 80名

ユニット型
ショートステ イ 10名
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都心に残された緑の中で、
自分らしさが
咲き誇ります。

おしゃれな街という印象の地にありながら、田谷の里は木々
や草花が茂るのどかな風景に囲まれています。全室ユニット
型の特性を活かし、ご利用者様の状況に合せた個別ケアを
実現。生活リズムを変えることなく、気の知れた仲間と楽しく
過ごせるアットホーム感が喜ばれている施設です。

● 所在地／〒244-0844　神奈川県横浜市栄区田谷町1364-2
● TEL／045-852-0012　● FAX／045-827-3866

品川区立上大崎特別養護老人ホームに併設していま
す。施設のご利用者様の安心はもちろん、地域のか
かりつけ医として丁寧な診察と温もりのある対応で
皆さまをサポートいたします。

● TEL／03-3440-6311　● FAX／03-3440-6312

ケアプランに基づき、身体介護や家事援助を必要と
される方まで、明るく元気に丁寧なサービスを心が
けています。

● TEL／03-3440-4165　● FAX／03-3440-4166

上大崎クリニック

上大崎ヘルパー
ステーション

神奈川県
横浜市

ユニット型特別養護
老人ホーム 100名 ユニット型

ショートステイ 20名
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瀬尾 瀬尾 稲垣 瀬尾 瀬尾 丸山

大使館も建ち並ぶ都心の住宅地にありながら、
　住み慣れた場所で過ごしたいご利用者様を
　　安心のケアと家庭的な雰囲気で支えます。

リビングとダイニングを別に設え、質の高い居住空間を
確保し、一人ひとりの個性を重視しながら家庭的な雰囲
気のケアを行います。
さらに、ご利用者様が元気に過ごしていただけるよう専
門スタッフがリハビリのサポートを行います。またクリ
ニック併設なので、ご利用者様のお身体の状態を細かに
確認することができ、適切なケアで安心して過ごしてい
ただけます。

● 所在地／〒141-0021 東京都品川区上大崎3-10-7
● TEL／03-5447-5363　● FAX／03-3440-6310

品川区立上大崎
特別養護老人ホーム

南側

4階

3階

2階

1階

地下階

ショートステイ（39床）

特別養護老人ホーム（40床）

特別養護老人ホーム（40床）

特別養護老人ホーム（22床）

地域交流スペース（防災拠点型）

共用部

共用部

クリニック訪問介護
事務所

管理部門

北側

東京都
品川区

クリニックヘルパー
ステーション

ユニット型特別養護
老人ホーム 102名 ユニット型

ショートステイ 39名
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人と人がつくる、温かい空間。

仲間との時間を大切に
いつもの場所で
笑顔が広がります。

友達とのおしゃべりや、
季節の催し物で
毎日が楽しみです。
散歩に行ったりおやつを作った
り、足を伸ばしてお風呂に入っ
たり。日常ではなかなかできな
いことがいっぱい。仲間たちと
一緒に、楽しい時間を安心した
空間で過ごしていただけます。

地域のコミュニティとして多くの方
に親しまれています。ご利用者様の
やりたいことをできるだけ叶え、施
設での時間を楽しく過ごせるよう細
やかな配慮をしております。

安心してご利用いただける充実した設備とアットホームな
空間で、ゆったりとした時間を送っていただいております。

2階には託児所も設けられています。

名古屋市
東区

名古屋市
西区

名古屋市
北区

デイサービス
センター 30名

デイサービス
センター 40名

デイサービス
センター 30名
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瀬尾 瀬尾 瀬尾 岡田 瀬尾 鈴木りょ 山口り

 

穏やかな
生活を楽しめる、
明るく自由な空間。

ゆとりある自分らしさで、
和気あいあい過ごせる場所。

家族のような
スタッフと
仲間に囲まれて、
安らかな日々を。

身の回りのことをご自分でできる65才以上の方が、明るく、楽しく生活でき
る施設です。新緑祭りや夏祭りなどの季節の行事や合唱・民謡・詩吟・書道と
いったクラブ活動もございますので、お好みで参加していただけます。

ヘルパーステーションも併設され、いざという時
に安心できるサポート体制が整っている住宅
です。喫茶コーナーではお茶や会話を楽しむ
ことができ、自由と生きがいのある高齢者
のための新しい住まいです。

広大な緑地が広がり、街の喧噪を忘れるような静かな場所。スタッフや仲
間に囲まれる日常は家庭的な優しさとともに、穏やかな毎日を過ごしてい
ただけます。

名古屋市
昭和区

軽費
老人ホーム 100名

養護
老人ホーム 120名

名古屋市
北区

サービス付き
高齢者向け住宅 85部屋  87名 デイサービス

センター 27名

名古屋市
守山区
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街のかかりつけ薬局として
地域のみなさまの健康を願っています。

仕事と育児でがんばるパパ・ママを応援します！

充実の研修制度で頼れる介護スタッフを育成します！

産前産後休暇

育児休暇

事業所内託児所

育児短時間勤務制度 など

愛生福祉会は、働くママや
パパを応援！
さまざまな子育て支援制度
をご用意して、みなさんが
仕事と家庭を両立できる
よう、サポートしています。
産休後、ほぼ全てのスタッフ
が職場に復帰しています。

社会人としての基本マナーや介護の基本知識はも
ちろん、認知症に関する適切な対応や感染予防の
スキルをマスターできます。また、各施設の利用
者様が安心して暮らせるよう、心肺蘇生やAEDの
使用についての救急面の技術習得や火災時の速や
かな避難誘導などの訓練も実施しています。

● 新人研修・新人フォローアップ研修
● リーダー研修・リーダーフォローアップ研修
● 各種資格取得支援制度
● 各施設内研修 
● 特別研修
● 自主勉強会
● 救命講習
● 消防訓練

ポッポ庄内の里第2
デイサービスセンター内

はとポッポ特別養護老人ホーム
鳩の丘内

バンビ特別養護老人ホーム
愛生苑内

お母さん、お父さんが安心して仕事ができるよう、3カ所の施設に
お子さんが安全で楽しく過ごせる託児所を設置しております。

内科・皮ふ科・小児科・眼科・歯科などさまざまな処方せんを受け付けています。在宅支
援が必要な患者様にもご対応し、地域の皆様の健康をサポートします。

名古屋市
西区

保険
薬局

処方せん
受付
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瀬尾 岡田 瀬尾 瀬尾 岡田 安子 鈴木りょ 山口り 瀬尾 川上史

ご自宅にお届けする、
ぬくもりと優しさ。

いつもの生活の中に、
自然と笑顔が集う場所。

一人ひとりの
思いを叶え、

いつまでもいきいきと。
洗濯干しや夕食の買い出しなど、リハビリをかねてできることはなる
べくご自身で、そしていつまでもお元気でお過ごしいただくのが私達
職員の願いです。地域のお祭りなどにも積極的に参加しています。

人と人とのぬくもりを感じ、
いつでも明るい笑い声が溢
れる場所。そんな「家」である
ように、スタッフ全員でご利
用者様の生活のお手伝いに
努めてまいります。

ご自宅で過ごす生活は何かと
不安もあります。ご不便の際は
ヘルパーがかけつけご利用者
様をサポート。24時間対応の定
期巡回・随時対応型訪問介護看
護サービスも行っております。

名古屋市
西区

名古屋市
守山区

名古屋市
北区

デイサービス
センター 10名

認知症共用型
デイサービス 3名グループ

ホーム 18名

グループ
ホーム 18名

訪問
介護

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
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