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島津乃荘  特別養護老人ホーム

戸嶋病院戸嶋病院戸嶋病院戸嶋病院

「思いやり」と「優しさ」を基本に
ご本人とご家族の意思を尊重し
日常生活をご支援いたします。

社会福祉法人　敬和福祉会

ムクゲの花言葉「尊敬」
コスモスの花言葉「調和」

- し ま づ の し ょ う -

 E-mail： 
 URL：

info_shimadzunosho@keiwakaigroup.com
http://keiwakaigroup.com/sf/institution/

 E-mail： 
 URL：

info_shimadzunosho@keiwakaigroup.com
http://keiwakaigroup.com/sf/institution/

 電話番号（代表）： 0986-51-3111
 サービスに関するお問い合わせ： 0986-46-2155
 FAX番号： 0986-38-3677
 事業所番号： 4570202525

 電話番号（代表）： 0986-50986-51-3111
 サービスに関するお問い合わせ： 0986-46-21550986-46-2155
 FAX番号： 0986-30986-38-3677677
 事業所番号： 45702025254570202525

島津乃荘 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
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特別養護老人ホーム
短期入所生活介護

〒885-0006
宮崎県都城市吉尾町 2200 番地 1
〒885-0006
宮崎県都城市吉尾町 2200 番地 1

*入所についてのお問い合わせやご相談は、お気軽にお電話下さい。*入所についてのお問い合わせやご相談は、お気軽にお電話下さい。

*最新情報などはWebサイトや玄関ホールに設置した
　大型掲示板でお知らせしています。ぜひご覧下さい。
*最新情報などはWebサイトや玄関ホールに設置した
　大型掲示板でお知らせしています。ぜひご覧下さい。

*2015年8月発行*2015年8月発行

  戸嶋病院
 外来： 内科・リハビリテーション科
  訪問看護（事業所番号:4510213426）

 入院： 医療療養型病床

 住所： 宮崎県 都城市 郡元 1 丁目 9 番地 5
 電話： 0986-22-1437
 FAX： 0986-22-6937
 e-mail： info@keiwakaigroup.com
http://keiwakaigroup.com/hp/service/about.php

  ケアプラン 「ほっと郡元」
 住所： 宮崎県 都城市 郡元 1 丁目 9 番地 5
 電話： 0986-22-1437
 FAX： 0986-22-3267
 事業所番号： 4570200024
 e-mail： info@keiwakaigroup.com
http://keiwakaigroup.com/hp/service/care-plan.php

  訪問介護 島津乃荘
 住所： 宮崎県都城市吉尾町 2200 番地 1
 電話： 0986-51-3320
 FAX： 0986-38-3677
介護保険 事業所番号：4570202541
自立支援  事業所番号：4510200696
e-mail： info_shimadzunosho@keiwakaigroup.com
http://keiwakaigroup.com/sf/service/home-help.php
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  訪問介護 島津乃荘
 住所： 宮崎県都城市吉尾町 2200 番地 1
 電話： 0986-51-3320
 FAX： 0986-38-3677
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自立支援  事業所番号：4510200696
e-mail： info_shimadzunosho@keiwakaigroup.com
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関連事業所関連事業所
私たちは保健・福祉・医療を通じて健やかな生活のお手伝いをします

南九州最大級の高齢者総合施設

平成24年に開設した
南九州最大級の規模
となる、特別養護老人
ホームです。

島津乃荘から霧島山を
一望することができます。
四季折々の霧島連山を
ぜ ひ ご 堪 能 く だ さ い 。
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関連事業所

玄 関玄 関

地域交流センター食堂・談話室・機能訓練室食堂・談話室・機能訓練室厨房厨房

受付・案内所内所

お部屋お風呂

厨房

スタッフステーション

地域交流センター食堂・談話室・機能訓練室

一人でゆっくり入りたい方のための個浴、
寝たきりの方でも入っていただける特浴、
椅子に座ったまま入っていただける設備が
用意されており、それぞれ専門スタッフが
丁寧にサポートいたします。

障子の
衝立や
木製の
ベッド ・
タ ン ス
で落ち
着 い た
和の雰
囲気のお部屋にすることで、ご自宅での
暮らしに近く温かい環境を作っています。

豊富な知識・技術を有する看護・介護
スタッフが、24時間利用者様を見守ります。

適切な温度で
安心できるお
食事をご提供
しています。

利 用 者 様 の
状態に合わせ
た工夫を凝ら
した、季節感を感じる旬の食材を味わえる
メ ニ ュ ー を ご 提 供 し て お り 、 月 に １ 度 の
行事食では毎月のイメージ・行事を取り
入れたメニューを楽しんでいただいています。

ゆったりとくつろげる解放的な空間で、
利用者様の居場所を演出いたします。

地域の方々
とのさまざま
なふれあいを
通して、生き
甲斐作りや
健康増進
セミナー等の
相互啓発の
お手伝いをさせていただいて
います。

利用者様は自ら活動することが難しい
機能レベルの方が多く、単調な生活では
生活のリズムが不規則になりがちです。
そんな利用者様の生活リズムが整うような
環境を作り、施設内でも四季や時間を
感じていただきたいと、「生活リズムの
援助への取り組み」をおこなっています。

要介護状態となった方等の身体的介護にとどまらず
利用者様の個別の生活を可能な限りご支援し
実現することを目的としています。利用者様の心身の
状況やおかれている環境によっては、在宅生活への
支援も行っています。

重度の介護が必要な方のケアを行ってきた経験
豊富な介護スタッフを中心に、関連医療機関と

連携し、受け入れが難しかった高度なケアの
必要な方でも安心して入所していただける
環境を整えています。また研修や学習会など
で知識・技術の向上に努めており、豊富な
知識・技術を有する看護職員を配置する

ことで更にご安心いただいています。

自宅にこもりきりになりがちな利用者様の孤立感の解消や
心身機能の維持・回復だけでなく、ご家族様の介護の
負担軽減などを目的として、１泊のご利用から受け入れを
実施しています。職員一同、人生の大先輩達との触れ合いを
楽しみにさせていただいています。

施設生活の中で参加した様々な活動の
軌跡を「活き生き活動カード」に記録する
ことで利用者様お一人お一人に目を向けた
生活の援助を行い、施設生活を活き生き
した笑顔溢れるものにして思い出として
残していこうという島津乃荘全体の取り組み

です。「施設行事」「活動教室」「レクリエーション」「毎日の活動」などへの
参加の様子を1年を通じて記録し、思い出として残していきます。

＊特別養護老人ホーム

＊短期入所生活介護

サービスのご案内

島津乃荘 の特色
＊施設介護

＊看護・介護体制

＊ 笑顔溢れる活き生き学校


