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●ケアハウス花みず木
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●真心の園デイサービスセンター
●真心の園訪問入浴サービス
●鳥栖市中央デイサービスセンター
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●真心の園ホームヘルパーステーション
●真心の園訪問看護ステーション
●鳥栖市鳥栖西地区地域包括支援センター
●真心の園給食サービス
●みどりケ丘保育園
●まごころ保育園

●かせだフレンドホーム
●ケアハウスかせだ
●グループホーム金峰やすらぎ館
●グループホーム椎原館
●グループホーム有馬館
●デイサービス金峰やすらぎ館
●デイサービス遊逢（ゆうあい）
●相談支援事業所 彩（いろどり）
●住宅型有料老人ホーム クオーレかせだ
●ほほえみホームヘルパーステーション
●有料老人ホーム セレーノ
●デイサービス有馬

●佐賀事業部
（本部 特別養護老人ホーム真心の園内）

●鹿児島事業部
（本部 ケアハウスかせだ内）
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まごころ
だより

まごころが 通 い 合う
福 祉・医 療・教 育を 実 践 するまごころグループ

鹿児島 かせだフレンドホーム
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新年 度 ( 令 和 4 年 度 )にあたって

まごころ介護医療連携センターを開設しました
この度、社会福祉法人椎原寿恵会の新規事業として、
「まご

事業内容

ころ介護医療連携センター」
を開設致しました。
これまでそれ

ご挨拶
今年は、長く続いた冬の寒さから３月末になって急に温かくなり、
４月１日を待たずして桜が満開と

なりました。
しかし、かれこれ２年間も続いている新型コロナウイルス感染は、変異に変異を重ね、
しぶ

とく現在も世界中で猛威を奮っています。
それでも、椎原寿恵会では、
これまで職員の皆さんが一生

懸命に感染予防を心掛けていただいたお陰で、事業所内でのクラスター発生は無く、本当に感謝

おりましたが 、相 談 窓 口を一 つにした 事 で、複 数 の 施 設 の

空き状 況 や 待 機 状 況 、入居を希望する方をどの施設で受け
入れられるか等のご相談に速やかに対応して参ります。

しています。
これからもウイルスは変異を重ね、当分の間は猛威をふるうと予想されますので、
しっかり
予防対策を心掛けていきましょう。

さて、昨年秋より準備を進めてきた今年度から５カ年の第１期中期経営計画の策定は、ほぼ予定

通りに進 み 、完 成に至りました 。この目的は 、法 人 の 理 念である

・施設の空き情報及び待機者状況
・入居に関する相談
・各事業に関する相談

ぞれの施設が窓口となり、入居に関する相談対応等を行って

・特別養護老人ホーム真心の園
・グループホーム和が家（認知症対応型施設）
・ケアハウス花みず木（軽費老人ホーム） ・グループホームみどりヶ丘（認知症対応型施設）
・グランドハウスまごころ
（住宅型有料施設） 在宅サービス事業も相談をお受け致します。

対象
施設

「共生・奉仕・拓生」
を実践し、健全な経営により働きやすい職場を

創ることにあります。完成版の冊子は各施設長へ配布しますので、
職員の皆様は施設長と共に読んでいただき、
それぞれの事業所で

様々な機関より相談を受け、速やかにご案内致します！

の計 画 的な事 業の運 営と経 営を進めていただきたいと思います。
現在、法人全体の収支は必ずしも良くありませんが、人材不足の

解消も含め、職員の総力を挙げ、利用者の方々のために頑張りましょう。

社会福祉法人椎原寿恵会
理事長

中川原 章

病院・連携室等

・相談受付

令和４年度は当法人で初めて策定した中期経営計画のスタートの年にあたります。
今回の組織機構の改編は当計画を効率・効果的に推進して、
より利用者の方々の安全・安心と満足度が上が
ることを目標とするものです。
まず、地域包括ケアシステムの構築を担い、法人内事業所をはじめ、医療機関、行政機関、介護施設等との連
携を円滑に運ぶために、介護士や看護師などの専門職で成る
「まごころ介護医療連携センター」
を佐賀、鹿児
島に新設しました。
さらに、連携センタ―の活動がより効果を上げるよう、
デジタル等を活用した情報の提供や広報の一元化（社内
報、年報誌他）
を図るために広報室を新設しました。
また、少子化対策事業では、佐賀事業部で企業内保育所の運営を直営
に切り替え、
２保育所を所管する保育サービス部を新設しました。
さらに、佐賀、鹿児島ともに、高齢者を対象とする事業所は施設サービス
部、在宅サービス部に、鹿児島事業所の障害者対象の事業所は障がい
サービス部に改編しました。
新組織において、私たちは常に人の「まごころ」に寄り添い、利用者とその家族、
さらには地域の人々の笑顔が輝き、共に生きていく地域社会を目指します。

社会福祉法人椎原寿恵会
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包括・居宅事業所

地

域

まごころ介護医療連携センター

令和４年４月、組織機構の改編について

統括本部長

行政機関

赤司 邦昭

・在宅復帰支援

ワンストップでの
相談対応！！

・空き状況確認 ・経過報告
・入退院関係

法人各入居施設

法人各種サービス

相談を受けた後は対象施設又はサービスをご案内し、速やかに担当施設との調整を行います。
また、経過についてフィードバックを行います。

お問 合 せ 先
■事業所 特別養護老人ホーム真心の園内
■連絡先

法人に関する相談は
何でも結構です。
お気軽にご相談下さい！！
法人マスコットキャラクター ココロン

☎0942-82-6305（担当 執行・梅木）Mail：renkei@magokoro.or.jp
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令 和４年４月１日付で組 織改編・人事異動を行いました。
新部門および部門長

施 設 事 業 所の新 責 任 者

佐 賀事業部
施設サービス部

在宅サービス部

部 長 (兼 特別養護老人ホーム 真心の園 施設長)

部 長 (兼 居宅課長)

これまでの第一施設サービス部から施設サービス部へと名
称が変更し、新たにグループホーム2事業所が加わりました。
超高齢化社会を迎えるにあたり、各施設の役割は年々大き
くなっています。円滑に施設運営を行う事ができるよう微力な
がら尽力して参ります。

在宅サービス部では、職員の方々の豊富な知識と経験を
活かし、
ご利用者の皆様が住み慣れた自宅や地域で安心して
生活ができるよう支援し、喜んで頂けるサービス提供と地域
の皆様に選ばれる事業所を目指し取り組んで行きたいと
思います。各職種の連携が必要です。
よろしくお願い致します。

梅木 康一

保育サービス部

古賀 咲子

まごころ介護医療連携センター

まごころ
介護医療連携センター

センター 長

思いがけずお誘いをいただき又子どもたちと関わることが出
来ることになりました。
これからも高齢者の方々と子どもたち
との関わりを大切にしながら、前向きに進むことが出来たら
この上ない幸せだと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

令和4年4月に当法人佐賀事業部の総合相談窓口として
開設致しました。施設の入所や相談などワンストップでスピー
ディーに相談対応を行います。地域を愛し、地域に寄り添い、
そして地域に愛される連携センターになれるようスタッフ
一同努めて参ります。

デイサービスセンター

有村 幸一
組織の編成により障がいサービス部を担当することになりま
した。鹿児島事業部の母体である
「かせだフレンドホーム」
は現在、人員配置体制加算（Ⅱ）
であります。一日も早く人員
を確保し加算（Ⅰ）取得を図り健全な経営が確保できるよう
努力して参ります。

施設サービス部

在宅サービス部

部 長 (兼 ケアハウスかせだ施設長)

上野 信也

４月から３グループホームと2有料老人ホームの担当となりました。
施設は利用者にとって在宅生活の場です。安心安全で自分なり
の生活パターンの構築のため寄り添ってまいります。利用者様の
ニーズや心身の状況に合わせた住み替え及び新規入居希望
者のスムーズな受け入れができるよう介護医療連携センターと
連携を図ってまいります。

まごころ介護医療連携センター
センター 長

法人組織の編成により在宅サービスを担当させてもらうこと
になりました。訪問介護や通所介護は、住み慣れた自宅で
暮らしたいという
「本人の思いを支える」
サービスです。本人
も家族も支えることができるよう、みんなで協力して選ばれる
事業所を目指しましょう！

これからの南さつま市は高齢者人口の減少や、介護人材
不足など、老人福祉サービスを提供するうえでの課題は山
積みです。医療・行政・地域・他法人と連携し、利用者の方
や職員にとってよい環境を提供できるために、連携センター
が中心となり果たす役割が求められています。

片平 知博
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住宅型有料老人ホーム
グランドハウスまごころ

まごころ保育園

石丸 教光

早いもので真心の園に入社し、19年目を迎えました。
これまで
様々な部署を経験し、
とても多くのことを学ばせて頂きました。
今回新たに配属となったグランドハウスまごころでは、入所者
にとって住みやすく、職員にとって働きやすい施設づくりを目指
していきたいと思います。
施設長

片平 知博

渡邉 幸樹

４月よりケアハウス花みず木施設長に就任致しました。生活に
制限がある日々ではありますが、入居されております皆様の
笑顔や楽しみを大切にし、毎日を安心して過ごされます様
努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
施設長

（南さつま）

部長

この度佐賀事業所内の通所事業所２ヵ所を、一元的に管理を
していくために新設されたデイサービスセンターのセンター長を
務めさせて頂きます渡邉です。
それぞれの事業所で蓄積され
たノウハウを共有し、新たな魅力を生み出していけるよう努め
てまいります。
センター 長

ケアハウス花みず木
部 長 (兼 事務長)

執行 弥生

梅木 康一

鹿 児島事業部
障がいサービス部

この４月より新設「まごころ介護医療連携センター」
に配属され
ました。地域の皆さまが安心できる拠り所として当法人を利用
いただけるよう笑顔と真心で努めて参ります。
よろしくお願い
いたします。
副 センター 長

（鳥栖）

部長

原 悦子

特別養護老人ホーム
真心の園

真心の園副施設長をさせて頂く事になりました。
ここ2・3年は
コロナに振り回されておりますが、現場職員の配慮と頑張りで
入居者様には元気に過ごして頂けております。今年度は「129
床満床」
と
「お互い思いやりを持って笑顔で働けるチーム」
を
目指し頑張りたいと思っており
副施設長 中 島 明 子
ます。

喜多 大雅

当園では、
しっとりと落ち着いた日々の生活の中で「自分でで
きる」
自信と喜びが、一人ひとりの中に育ちつつあります。人生
の基礎が築かれるこの大切な時期に、職員一同心をひとつに
して向き合い、お子様が安心して楽しく健やかに過ごされる
様引き続き尽力します。
園長

鹿倉 久美子
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R 4 .4 .1

事業所内保育施設のまごころ保育園が
４月より椎原寿恵会の直接の運営になりました。
新園長を迎え職員全員でさらなる保育内容の充実と質の向上を目指していきます。

  



令和4年4月1日付
辞令 (新規採用)

令和４年度辞令交付式が行われました。
令和４年４月１日人事異動の対象者と新規採用職員に辞令が交付されました。

佐 賀事 業

部

部
鹿児島事業

R 4 . 3 . 24
椎原寿恵会では、職員の健康増進を目的に個人で目標を設定し
３カ月間(１２月〜２月)トライする健康増進チャレンジを実施しました。
佐賀、鹿児島の全職員430名が参加し、1日の
歩数や朝食を摂ることを設定したり様々な目標に
取り組み、約45％の192名が達成。達成者には
協賛社より提供いただいた賞品が抽選で贈呈
されました。次の健康診断が楽しみです。

R 4 .4 . 8

真心の園

介護課

介護課

真心の園

介護課

佐藤 光一

ミン ミン ライン（ミャンマー出身）

セインッ サンディ エー（ミャンマー出身）

真心の園

真心の園

みどりケ丘保育園

お釈迦様の誕生日とされる４月８日に、真心の園のユニットでは
花御堂（花車）に置かれたお釈迦様の像に甘茶をかけて
生誕を祝う花まつりの行事が行われました。

介護課

グェン ティトゥオン（ベトナム出身）
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真心の園

介護課

ダン ティ ハン（ベトナム出身）

保育士

中尾 真 実
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