
白寿荘

あ ら ゆ る 人 の 尊 厳 を 守 り
常 に 人 が 人 と し て 文 化 的 生 活 を 営 め る よ う

そ の 自 立 に 向 け た 支 援 に 努 め る

私たちの思い・・・・・・神奈川県匡済会の基本理念

この基本理念こそ、私たち、神奈川県匡済会で一緒に働く仲間の『心からの思い』であり『行動の宣言』です。

養 護 老 人 ホ ー ム

〒245-0016 横浜市泉区和泉町 6181番 2　TEL：045-803-8684  FAX：045-805-0612
E-mail：honbu@kyosaikai.jp URL：http://www.kyosaikai.jp/

求人情報

　大正7年7月から8月にかけて米価の暴騰、物価の高騰に苦しむ市民や
労働者等による米騒動が全国的に起こりました。
　こうした状況下、市民生活の救済を図るため、横浜財界人による多額な
寄付金をもとに、同年10月「神奈川県救済協会」を設立。米の廉売や公設
市場、労働者宿泊所（横浜社会館、川崎社会館）の建設など、当時、社会が
抱えていた様々な問題に先進的、主導的に取り組みました。
　翌年12月、「一般社会状態及び生活状態を調査し匡済の方法を講じ
る」こととし、名称を「神奈川県匡済会」に変更し、設立から100年を経た
今日まで、時代の変遷に即応した社会福祉事業を展開してまいりました。
　現在は、保育事業、高齢福祉関連事業、生活困窮者自立支援事業、生活
保護事業等、計13事業を実施しております。

アクセス

横浜社会館

自 宅 で の 生 活 が 困 難 な 方

開所年月日 昭和38年7月１日(旭区上白根)
※移転　平成5年12月(泉区和泉町　現在地)

定　　　員 70名
職 員 構 成 施設長　事務員　生活相談員

支援員　看護師　栄養士
設 備 内 容 居室　食堂　浴室　事務所　支援員室　医務室　

集会所　中庭　談話室　喫煙所

「老人福祉法」に基づき、
原則65歳以上の方で、
環境上、経済上、家庭において
生活する事が困難な方が入所されています。

　養護老人ホームは老人福祉法第20条の
4に規定された老人福祉施設です。原則65
歳以上で環境上の理由、経済的理由から在
宅での生活が困難な方の「生活の場」として
明るく楽しく生活して頂き、心身の安定を図
る事を目的としています。
　特別養護老人ホームとは違い、措置施設
となっています。（契約ではなく区役所の決
定が必要な施設）
　利用料は「老人福祉費負担金」という名目
で、収入によって異なり応能負担となってお
ります。
　利用料に毎月の食費、光熱費は含まれま
す。入所に介護認定は必要ありません。

入所までの流れ
区役所へ相談

入所を希望される方は、居住区の区役所の高齢支援課にご相談ください。
養護老人ホーム
について

見学
施設の説明、館内の案内を行います。

入所判定会議
見学を終え、入所を希望された場合、その後区役所にて入所判定会議が開かれ、

養護老人ホームに入所が必要かどうか検討を行います。

入所面接
入所判定会議で入所が必要と判断された場合、施設にて入所の面接を行います。

本入所
入所面接にて入所可と判断が出た場合施設入所となります。

【住　所】 〒245-0016
横浜市泉区和泉町6181番地

【電　話】 代表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・045-803-6040
【ＦＡＸ】　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・045-803-7955
【U R L】 www.kyosaikai.jp
【交　通】 相鉄線いずみ野駅より徒歩8分
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職員人材育成・研修プログラム

新人職員にはプリセプター制度を採用しています。
○施設内研修
人権研修／身体拘束研修／感染症研修
AEDの実践／入所者の安全な生活のために
(介護技術研修)
その他、法人研修や施設外研修もあります。

白寿荘で一緒に働きませんか？
様々な年代の職員が働いています。
和気あいあいとした、明るい雰囲気の職場です。
お気軽にお問い合わせください。

045-803-6040



日々の食事、月１回の選択食、行事ごと
の行事食などなども提供しています。

ご入所者の尊厳と生活を守り
自立に向けた支援に努める
ご入所者の尊厳と生活を守り
自立に向けた支援に努める

生き甲斐
ご入居者にいきいきと健康的で充実した

生活を送っていただけるよう、
四季折々の行事、

クラブ活動や余暇活動など、
様々なイベントを実施しています。

ご入居者にいきいきと健康的で充実した
生活を送っていただけるよう、

四季折々の行事、
クラブ活動や余暇活動など、

様々なイベントを実施しています。

快適な生活環境づくりを心がけた
明るく開放的な施設
ご入所者の「生活の場」として
明るく元気に過ごして頂くために
様々な設備を設けており、
ご入所者のプライバシーの
配慮にも努めています。

当施設は昭和38年7月の開所と、50年以上の歴史を有する施設です。
隣接する公園は緑に溢れ地域の方の憩いの場となっており、
当施設の屋上からは富士山が一望できる、恵まれた環境下にあります。
ご入居者一人ひとりに合った自立を目指し、生き生きと、
そして安心して生活していただけるような
生活環境を提供できるよう努めています。

　私は支援員として入所者の方々が自立に向けた
生活を安心して過ごしていただけるよう、日常の生
活の支援をしています。養護白寿荘には70名の
方々が入所されています。入所された経緯や性格
も様々のため、支援の方法も変わってきますが、常
にお一人お一人の気持ちに寄り添った、その方に
あった支援を提供できるよう努めております。

　入所者の方々に日々の生活を楽しんでいただけ
るよう、四季の行事やクラブ・余暇活動にも取り組
んでいます。行事や活動を通して笑顔を見ると、よ
り良いものにしていこうと感じます。
　日々支援していく中で、難しいこともありますが、
ご入所者の笑顔に接した時、温かい言葉をかけて
いただいた時に喜びを感じています。　　　

入所者の笑顔のために

お墓、供養について

ご入所者の日課

6：00 起床
8：00 朝食
9：30～ 余暇活動(クラブ活動等)
10：30 棒体操
12：30 昼食

14：00～ 余暇活動(クラブ活動等)
15：30 DVD体操
18：00 夕食
21：00 共有部分消灯
23：00 消灯

年間行事
1月 新年祝賀会／餅つき／初釜
2月 節分
3月 春の彼岸供養／避難訓練
4月 花見会

花まつり(仏具行事)
5月 日帰りバス旅行
7月 開荘記念／七夕

8月 納涼祭／盆供養
9月 敬老月間

慰問・抹茶サービス・ゲーム大会 等
避難訓練

12月 クリスマス会／忘年会
その他のイベント
　6月～7月 牧場アイスクリームツアー
　10月～11月 喫茶ツアー
　5月・10月 衣料品の訪問販売

華道クラブ
踊りクラブ

ゲートボールクラブ

水彩画クラブ

ゲームクラブ

アロマハンドセラピー

天窓のある明るい談話室。おしゃべり
をしたり、将棋や囲碁を楽しんで。

広い浴室と脱衣所があり、車いすの方
でも安心して入浴できます。

明るく広い廊下。手すりを備え付けて
あるので、安心して歩行できます。

　保土ヶ谷区にある正観寺に、白
寿荘のお墓があります。
　身寄りのない方でも、安心して
老後を過ごしていただけます。
　墓参りは、年に数回職員にてお
こなっています。
　入所者の皆様へは、お彼岸（３
月・９月）とお盆（８月）の年３回、正
観寺のご住職に来荘していただ

き、供養をお願いしています。
　白寿荘で供養をする際は、集会
所の舞台へ祭壇を設け、入所者の
皆様には、集会所にお集まりいた
だきます。
　また、仏具行事のひとつ、花ま
つりという、お釈迦様の誕生を祝
う行事も行なっています。

人工芝の広い中庭では、体操や各行事など行なっています。大きな枝垂れ桜
の木もあり、日光浴なども楽しんでいます。

富士山を一望できる屋上。ベンチでく
つろいだり、軽い散歩もできます。

　私はこの白寿荘で基本的な介護技術からコミュ
ニケーションの取り方など初歩から学びました。そ
の後、他法人の地域包括支援センターや地域在宅
医療支援センターで地域福祉に携わりますが、そこ
でも白寿荘で学んだ技術や経験は十分に活かされ
たと思います。
　数年後、匡済会に戻り生活相談員に従事させて

もらっています。白寿荘は家庭的な雰囲気でご利用
者は安心の中で生活されていることは今の私に
とっても幸せなことだなと思っています。
　尚、私のアイデンティティはプロ経験もしたボク
シングにあります。地域貢献として匡済会主催の
「ボクシング教室」も開催しておりますので、ご興味
のある方はご相談ください。

自分を育ててくれた老人ホームへ恩返しを

日々心と体の健康を満たす
クラブ活動と地域交流
月に1回、講師の方をお招きして、
本格的なクラブ活動を行っています。

地域の皆さまとの交流を通じて
入所者同士で楽しい時間を過ごします。

※行事等により、上記時間を変更することがあります。
※外出・外食などは事前の申し出があれば、自由です。

華道クラブ ゲートボールクラブ

施設周辺清掃 ゲーム大会

お花見 炊き出し訓練

ウォーキング 牧場ツアー

季節の花を生けて、所内の様々な場所へ飾っています。

盆踊りや地域の踊りなど、様々な踊りを練習しています。

隣接する公園でコートを作り、練習しています。
毎年、施設対抗の大会があります。

花や果物から人物画まで、毎回テーマを決めて絵を描い
ています。描いた絵は、食堂へ飾っています。

オセロ、将棋、囲碁などのゲームを楽しんでいます。毎
年、施設交流ゲーム大会があります。

ハンドマッサージとハーブティーでリラックスした時間を
過ごします。

生
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様々なイベントを実施しています。様々なイベントを実施しています。様々なイベントを実施しています。

安全
24時間スタッフが常駐。

年2回の健康診断、協力病院による
様々な診療科の往診があります。

　必要な場合は、
通院の送迎・介助も行っています。
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安心
常に傾聴する姿勢を大切にし、

ご入居者の方々が安心して話ができるような
雰囲気づくりに努めています。

月1回、横浜市介護相談員派遣事業による
相談も受けられます。
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生活支援員（29年入職） 生活相談員（31年入職）

クラブ活動

ボランティア

ウォーキング

手芸愛好会

ボール投げ

自然が残る施設周辺を散歩します。
お一人で外出できない方も、職員やボランティアの方と
一緒に出掛けられます。

季節に合わせた作製を行います。
居室や展示場所へ飾って楽しみます。

普段おこなわないような動きを取り入れ、運動不足を解
消します。椅子に腰かけて行うので、車いすの方も参加
できます。




