か

社会福祉法人
べ

だい

もん

じ

かい

可部大文字会
〜地 域と共に〜

「 人 が 好き」
そ れが福祉の心。
明るく健やかな毎日を過ごしていただきたい ―
それが私たち「山まゆ」の願いです。

「山まゆ糸」のような

光輝く最高の人生を送られることを、

心から願って。

施設紹介

川東エリア

大林エリア

・介護老人福祉施設 山まゆ
・短期入所事業所 山まゆ
・特別養護老人ホーム 山まゆ（空床型）
・デイサービスセンター 山まゆ
・短時間型デイサービスセンター 山まゆ
・高齢者生活支援ハウス 華の木
・居宅介護支援事業所 山まゆ

・地域密着型介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム 山まゆ2号館
（ユニット型）

中島エリア

・認知症対応型共同生活介護
グループホーム Hanamizuki

・サービス付き高齢者向け住宅
シニアホーム 花みずき

・認知症対応型共同生活介護
グループホーム（山まゆ） フルーツハウス

金城エリア

・サービス付き高齢者向け住宅
ウィンザーハウス
・小規模多機能型居宅介護
小規模多機能センター 山まゆ

・特別養護老人ホーム くざの里
・短期入所生活介護事業所
ショートステイ くざの里

大林エリア

介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム 山まゆ
〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町162-2
TEL.（082）818-6011

FAX.（082）818-6066

介護の重度化に対応できるよう設備やリハビリ等の充実化を図ると伴に、利用され
る皆様が穏やかに過ごせることを第一に考え、
サービスの提供をしています。四人部屋
が中心ですが、障子で仕切るなどの工夫をし、落ち着ける空間づくりに勤めています。
要介護３〜５の認定を受けている方を対象としていますが、特例措置として要介護
１〜２の方でも利用できる場合がありますので、
お気軽にご相談ください。

大林エリア

地域密着型介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム
山まゆ2号館（ユニット型）

・短期入所生活介護事業所 山まゆ

〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町162-2

〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町162-2

TEL.（082）818-6011

FAX.（082）818-6066

全22室、個室のお部屋で介護の重度化に対応できる施設です。一人ひ
とりの生活をより個性的におくれることを第一に考えています。
要介護３〜５の認定を受けている方を対象としていますが、特例措置とし
て要介護１〜２の方でも利用できる場合がありますので、お気軽にご相談く
ださい。

・特別養護老人ホーム 山まゆ（空床型）
TEL.（082）818-6011

FAX.（082）818-6066

ご自宅で生活される中、
より一層、介護が必要な時があります。そんな時、
短期間入所していただき、
自立した生活が継続できるよう、
ご家族様に代っ
て一時的にスタッフが身の回りのお世話をします。
ご利用される皆様から
「また来るね。」
と言っていただけるようなサービス
の提供を心がけています。

大林エリア

・短時間型デイサービスセンター 山まゆ

高齢者生活支援ハウス
華の木

〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町162-2

〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町162-2

・デイサービスセンター 山まゆ

TEL.（082）818-6011

FAX.（082）818-6066

TEL.（082）818-6011 FAX.（082）818-6066

在宅での生活が不安な高齢者（60歳以
上）に低料金で生活の場を提供する施設
です。入浴や食事など日常生活全般はご
自身で行っていただきますが、日中は職員
が常駐して、緊急の事態には対応できる体
制をとっております。一人暮らしの方に安
心できるサービスとなっております。

ゆっくりとくつろぎたい方や楽しく過ごしたい方など、様々な方がお見えです。
リハビリテーションのプロ
（作業療法士）が、
日常生活の不自由さを改善できるよう、一
人ひとりの状態に合わせて、筋力や持久力のアップなどのメニューを考え、機能訓練にも

居宅介護支援事業所
山まゆ
〒731-0202 広島県広島市安佐北区大林町162-2

TEL.（082）818-6011 FAX.（082）818-6066

取り組んでいます。
また、栄養バランスのとれた食事やお体の状態に合った入浴サービ

介護が必要な方とそのご家族様が、
日常生活の中でお困りのことに

ス、健康チェックなどを提供するだけでなく、誕生日会や季節ごとの行事など、様々なイベ

ついてのご相談をお受けしています。住み慣れた自宅で安心して生活

ントを実施し、楽しいひと時を過ごしていただいています。
日帰りサービスを利用し、
ご自宅

できるようご本人とご家族様の思いを大切に、計画的で適切なサービ

での暮らしが豊かになることを目指しています。
ご自宅への送迎ももちろん行っています。

スを提供し、在宅生活をサポートいたします。

川東エリア

認知症対応型共同生活介護
グループホーム（山まゆ）
フルーツハウス
〒731-0201 広島県広島市安佐北区大林4丁目10-26
TEL.（082）810-5585

FAX.（082）810-5585

明るく家庭的な雰囲気のもとで、認知症高齢者（認知症の診断を受けている、要
支援２又は要介護１〜５）の自立支援を目指し、
ご利用される皆様の意思や人格を尊
重した日常生活上の支援などのサービスを行う、入居型施設です。
特に、地域行事や活動には、積極的に参加し、
「 地域に根ざした」施設運営を目指
しています。

社会福祉法人 可部大文字会では、子育て支援事業の一
環として、大林小学校に在籍しながら留守家庭会に入れず、
一人家にいなければならない児童を対象に一時預かりを行
う
『山まゆ たけのこ会』
をフルーツハウスで行っています。

中島エリア

認知症対応型共同生活介護
グループホーム Hanamizuki

小規模多機能型居宅介護
小規模多機能センター 山まゆ

〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22

〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南３丁目10-19

TEL.（082）815-2199

FAX.（082）815-2199

TEL.（082）819-0024

FAX.（082）815-3778

認知症高齢者（認知症の診断を受け、要支援２又は要介護１〜５）が、可能な限り

要支援１〜要介護５の認定を受けている方の一人ひとりの生活の流れに

自立した生活を送ることができるよう、サービスを行う入居型施設です。ひきこもりに

合わせ、通い、宿泊、訪問といったその方にとって必要な時間に、必要な介

よる孤独感の解消や心身の機能回復だけでなく、積極的な仲間づくりを目的とし、
ご

護サービスを提供しています。

利用される皆様の暮らしのリズムや生き方を尊重したサービスの提供をいたします。
施設内は、明かりを多く取り入れた開放感のあるつくりで、スタッフの笑顔や

ご利用される皆様一人ひとりのお気持ちを大切に、
自分らしく自宅での生
活が送れるようサポートしてまいります。

元気のいいあいさつで、施設全体が明るい雰囲気に包まれています。

中島エリア
単身高齢者（ウィンザーについては、同居者<配偶者>も可）の方が、不安なく自
立した生活が営めるよう、食事や健康安全支援など各種サービスを提供し、安心し
て生活を送っていただけるようサポートいたします。

地域貢献・地域交流事業
地域介護予防拠点整備事業

施設は、
ＪＲ可部線中島駅近隣で、交通アクセスの良い場所にあり、誰もが来館し
やすい環境で、館内は、心地よい時間が流れ、
ほっとする雰囲気に包まれています。

サービス付き高齢者向け住宅
シニアホーム 花みずき
〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23
TEL.（082）810-0510

FAX.（082）812-0510

ビールかけ

カープ少年野球教室

サービス付き高齢者向け住宅
ウィンザーハウス

大林 地区の
「とんど祭り」
に行って来まし
た

〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南３丁目10-19
TEL.（082）819-0024

FAX.（082）815-3778

大林体協 親善スポーツ
とんど祭り

廊下天井画を広島県立宮島工業高校インテリア科の生徒の皆さんに
制作していただきました。

金城エリア

介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム くざの里
〒697-0303 島根県浜田市金城町久佐イ560番地1
TEL.（0855）42-2024

FAX.（0855）42-2021

旧小学校の校舎を改装し30の個室、広々とした空間の中で、サービスを受けるこ
とができます。介護の重度化に対応できるよう設備の充実化を図ると伴に、利用され
る皆様が穏やかに過ごせることを第一に考えています。
要介護３〜５の認定を受けている方を対象としていますが、特例措置として要介護
１〜２の方でも利用できる場合がありますので、
お気軽にご相談ください。

金城エリア

短期入所生活介護事業所
ショートステイ くざの里
〒697-0303 島根県浜田市金城町久佐イ560番地1
TEL.（0855）42-2024

FAX.（0855）42-2021

ご自宅で生活される中、介護が必要な方（要介護１〜５）
を短期間入所していただ
き、個性的で自立した生活ができるよう、
スタッフが身の回りのお世話をします。
安心とプライバシーに配慮するとともに日常生活のリズムを重視し、
ご利用される
皆様から
「また来るね。」
と言っていただけるようなサービスの提供を心がけています。

私たちと一緒に
働きませんか？

CoolHead

WarmHeart

&

夢の実現と未来は自分で創る！
！
可部大文字会の想い

職員の一人ひとりが職務に
「責任と誇り」
を持ち、
「 共感」の満足度を創出する

共感

責任

誇り

喜びや楽しみや生きがいを持ち、
仲間と分かち高めあえる。

生命を守り、健やかで快適な
生活ができる。

人生の最期に向かう過程を尊び、
自身の仕事に
プライドをもって、安らかな人生を支援できる。

働きやすい職場づくり

実習受け入れ

当法人では、働く職員の労働環境、待遇の向上、職員の活力を高め成果を
あげ続けられるような職場づくりを行っています。

中学校・高等学校・専門学校・大学の各実習の受け入

れを随時行っています。
もちろん、インターンシップも大
歓迎です。
お気軽にお問い合わせください。

①ベストなケアを一人ひとりがおこなえる環境づくり

腰痛軽減のための介護福祉機器の導入や、有給休暇の取得、休憩場所の環境
改善等、職員一人ひとりが良い環境でケアの主役になれるよう整備しています。

②育児・介護と仕事の両立

職員それぞれの生活スタイルに対して、両立できる職場の環境づくりを導入して
います。

③職員旅行制度

資格取得支援
無資格者で入職されても当法人で開催する介護職員
初任者研修講座を受講していただくなど、それぞれの

職種や希望を考慮しながら、各種資格取得への支援を
行います。

毎年開催される旅行、勤続5年職員同期会旅行。

※詳しくはHPアドレス
『kaigokyujin-hiroshima.com』
にアクセスしてください。

先輩 の声

共に築き、共に喜び、共に支え合い

介護の魅力は
一言では表せない
奥深さだと思います。
介護職員（2008年入社）
［資格］
介護福祉士
ケアマネージャー
［仕事の内容］
介護・ケアプランの作成

山まゆを選んだ理由…

学生時代に山まゆを見学した際、職員さんの明る
い笑顔や施設の雰囲気が良かったので決めました。

この仕事に就職して…

10代で社会に出て、右も左も分からない私に、山
まゆの皆様が１からすべてを教えて下さいました。
私は、介護の魅力は一言では表せない奥深さだと
思います。利用者様と関わる中で、新しい発見があ
りますので、
もっと知りたいという気持ちになります。
さらに、教科書どおりには対応できないことも多々
あり、
日々学ぶことばかりです。
これからもたくさんの
利用者様に出会い、
もっと介護の仕事のことを知っ
ていきたいと思います。

介護職を目指すあなたへ…

何年経っても日々学ぶ事が多い素敵な職業です。
これからどんどん必要になる福祉の仕事を、私たち
と一緒に支えていきましょう！

山まゆを選んだ理由…

専門学校の時、夏祭りのボランティアに参加させ
ていただき、利用者様の笑顔と職員の活気にとても
良い印象を持ち、
山まゆで働きたいと思いました。

この仕事に就職して…

就職し現場に入ると、想像以上に大変でしたが、
上司・先輩方に疑問に思ったことや分からないこと
を理解するまで教えてもらうことができ、乗り越える
ことができました。本当に職場に恵まれたなと思い嬉
しかったです。私が教える側になった時は信頼関係
を持ち、
質問しやすい環境を作れたらと思います。
ある時、一人の利用者様が
「あなたの笑顔を見る
と元気になるよ」
と言って下さいました。
自分の笑顔
で元気になる人が、一人でもいると思うと本当に嬉
しく、
やりがいも感じます。

介護職を目指すあなたへ…

私たちの笑顔でたくさんの利用者様に元気になっ
てもらえるよう、一緒に頑張りましょう。

私のモットーは、
どんな時でも笑顔を
心がけ働くことです。
介護職員（2017年入社）

［資格］
介護福祉士

［仕事の内容］
介護職（日常生活の援助）

「ありがとう」
と
こんなに声をかけて頂く仕事は
他にないということです。
介護職員（2006年入社）
［資格］
介護福祉士
認知症介護実践リーダー研修修了者
［仕事の内容］
介護職（身体介助）

山まゆを選んだ理由…

学生時代から山まゆでバイトしており、施設長や
職員の方からその縁で声をかけて頂きました。

この仕事に就職して…

専門学生時代からバイトさせて頂き、何も分から
ない僕に職員さんや利用者様が優しく色々と教えて
くださり、
すごく温かい職場だと感じました。
この仕事は、辛いことやしんどい事もたくさんあり
ますが、
ちょっとしたことでも
「ありがとう」
と利用者様
から声をかけて頂けます。
だからこそ、今後も続けて
いきたいと思っているのです。

介護職を目指すあなたへ…

人と人との繋がりを感じられる仕事だと思います。
辛いこともありますが利用者様の笑顔や「ありがと
う」
という一言で頑張れる気持ちになれます。
これからの高齢化社会を皆さんと一緒に支えて
いきましょう。

社会福祉法人可部大文字会 施設内部研修
ステージ別研修の目的

ステージ別研修担当制度

基礎的な研修を通して、可部大文字会の取り組みの理解、習得を図り、知識・技術・態度の

今期より、階層別に研修を行っています。

向上を目指す。

ステージ4はステージ2・3へ教え、
ステージ3は、

中堅社員として求められる基本的な責務を遂行する為に必要な知識・技術・態度の習得を
目指す。組織的介護サービス提供上の諸問題を客観的に分析できる能力を身に付けること
を目指す。外部研修への参加も開始する。
法人・施設の理念並びに多職種との整合性を図りながら担当部署の目標を設定できる。そ

ステージ1・2へ教える形態をとり、教わるだけで
なく、教えることで知識を深めていくような現場
に即した研修体制を構築しています。

教える方向性

〈イメージ図〉

の目標に向かい、新人・部下に対し的確な指示を出すことで、組織としての目標達成ができ

ステージ4

ることを目指す。合わせて外部研修にも参加していく。

ステージ3

外部研修を通じて、法人全体の目線で内外環境の変化を見極める力、自部門の進むべき

ステージ2

方向を的確に定める力、組織力を結集して部門としてのビジョンを実現する力の習得を目

ステージ１

指す。

年間スケジュール
4月
開催場所

大林

ステージ１

新人研修
（集合研修）

ステージ２
ステージ３
事例研究

現任研修
（集合研修）
希望部署・
希望者募集

平成30年度実績より

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

各事業所
医学的
理解研修
（ＯＪＴ）

感染症研修
（ＯＪＴ）

身体拘束廃止/
高齢者虐待防止
（ＯＪＴ）

事故防止
（ＯＪＴ）

ターミナルケア/
精神的ケア
（ＯＪＴ）

事故防止
（ＯＪＴ）

感染症研修
（ＯＪＴ）

可部大文字会
事例研究大会

リーダー養成講座（集合）
発表者・
演題締切

1月

2月 3月

大林

レジメ締切

行程説明（文書）

リーダー
養成講座（集合）

発表

社会福祉法人可部大文字会 施設外部研修
可部大文字会の施設外研修は、
自らの自己啓発を信条にしています。希望者を中心とした外部研修受講の推薦を行っております。
外部研修の内容によっては、受講支援（勤務調整・研修手当支援）
を行っております。
専門団体の外部研修等の受講成果を法人（自部署）へ活かせれば、人事考課（賞与）へ反映される仕組みとなっております。

介護（福祉士）
に関する外部研修について

認知症に関する外部研修について

介護の取り組みの発表について

介護職員初任者研修

認知症介護基礎研修

広島市老人福祉施設研究会議

『介護職員初任者研修』
は、介護福祉士を取得するための必須研修

未経験の職員を中心に認知症について基礎か

ケアのみならず様々な施設内取り組みを

でもあり、介護の入口研修とも言えます。可部大文字会では、法人主

ら学べる研修です。法人推奨された職員に受

発表する大会です。希望者は、年1回発

催でも開講し、未経験者でも、安心して介護業務に携われるよう受

講チャンスがあります。

表のチャンスがあります。

講の推奨をしております。法人主催の初任者研修では、職員の勤務
調整や法人価格での受講等、資格取得支援を行っております。

介護職員実務者研修

『介護職員実務者研修』
は、介護福祉士を取得するための必須研修
でもあります。
この研修は法人主催がありませんが、未経験者でも、
安心して介護業務に携われるよう受講の推奨をしております。職員
の勤務調整等の資格取得支援を行っております。

喀痰吸引研修

『喀痰吸引研修』は、介護福祉士を取得するための必須研修でもあ
ります。
この研修も法人主催でも開講し、未経験者でも、安心して介
護業務に携われるよう受講の推奨をしております。法人主催の喀痰
研修では、職員の勤務調整や法人価格での受講等、資格取得支援
を行っております。
（ 実地研修のみの開催も行っております。）

認知症介護実践者研修
福祉経験年数3年以上の職員から法人推奨さ
れた職員に受講チャンスがあります。
（法人キャリアアップに位置付けられています）

認知症介護実践リーダー研修
『認知症介護実践者研修』
を終え、1年過ぎた職員

中国地区老人福祉施設研究会議
『広島市老人福祉施設研究会議』
で中国
大会へ推薦を頂いた職員若しくは、地方
大会で発表を行った職員に参加して頂い
ています。

全国老人福祉施設研究会議

より法人推奨された職員に受講チャンスがあります。 『中国地区老人福祉施設研究会議』
で全
（法人キャリアアップに位置付けられています）

認知症介護指導者研修
『認知症介護実践リーダー研修』
を終えた職員
より法人推奨され、広島市推薦を受けた職員
に受講チャンスがあります。
※研修先は、認知症介護研究・研修仙台センターとなります。

国大会へ推薦を頂いた職員若しくは、中
国地区大会で発表を行った職員に参加し
て頂いています。最も優秀だった発表に
は、最優秀賞が頂けます。
（ 平成22年度
当法人受賞）
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