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笑顔と 未来の
サ ポ ー ター

社会福祉法人  大慈厚生事業会

施設見学、ご質問等は随時対応させていただきます。各施設へお問合わせ下さい。

URL  http://www.daijien.com

社会福祉法人 大慈厚生事業会 大慈園
〒651-2235  神戸市西区櫨谷町長谷13-1

居宅介護支援事業所 大慈園
〒651-2242  神戸市西区井吹台東町1丁目1-1
　　　　　　　西神南センタービル1F

大慈智音園
〒651-2128  神戸市西区玉津町今津364-61

ケアハウス大慈
〒651-2235  神戸市西区櫨谷町長谷83-6

西神南あんしんすこやかセンター
〒651-2242  神戸市西区井吹台東町1丁目1-1
　　　　　　　西神南センタービル1F

大慈保育園 本園
〒650-0044  神戸市中央区東川崎町6-2-6

大慈ほまれ幼保連携型認定こども園
〒650-0026  神戸市中央区古湊通1-1-16

大慈保育園 とも分園
〒650-0044  神戸市中央区東川崎町1-5-8

神戸市立 たちばな児童館
〒650-0016   神戸市中央区橘通３-４-１
　　　　　　　 総合福祉センター内

兵庫保育園
〒652-0823  神戸市兵庫区東出町2-12-9
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笑顔と 未来の
サ ポ ー ター

法 人 訓
一  笑顔に始まり、笑顔に終わる。

一  ありがとうと思う、感謝の心を忘れずに。

一  教えて下さいといえる、勇気を持とう。

一  人から見える、自分を想像しよう。

一  小さな気配りが、大きな夢を実現させる。

一  全ての人に、思いやりを。

一  善悪一番、損得二番。 大慈厚生事業会 法人本部

老人福祉施設

大慈園

特別養護老人ホーム 大慈弥勒園

大慈ショートステイ／大慈診療所

養護老人ホーム 大慈吉祥園

大慈デイサービスセンター

居宅介護支援事業所 大慈園／
西神南あんしんすこやかセンター

ケアハウス大慈

特別養護老人ホーム 大慈智音園／
大慈智音園ショートステイ

母子生活支援

ハーバー大慈

保育施設

大慈保育園 本園

大慈保育園 とも分園

兵庫保育園

大慈ほまれ幼保連携型認定こども園

神戸市立 たちばな児童館

財務

平成27年度決算
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大慈保育園 本園

大慈弥勒園・吉祥園

ケアハウス大慈

大慈ほまれ幼保連携型認定こども園

大慈智音園

居宅介護支援事業所 大慈園

兵庫保育園

大慈保育園 とも分園

私たちの歩み

昭和21年
創始者高橋トミによって社会事業、
神戸市中央区東川崎町にて
大慈保育園が開設される。

昭和27年
社会福祉法人大慈厚生事業会の認可を受け、

同じ東川崎町で大慈母子寮
（現ハーバー大慈）を開設する。

昭和37年
老人福祉法施行と同時期に、

養護老人ホーム大慈吉祥園を垂水区塩屋町
にて開設する。

平成8年4月
神戸市西区櫨谷町に大慈吉祥園の移転改築と

特別養護老人ホーム大慈弥勒園、
大慈デイサービスセンターを新設。

平成20年
大慈弥勒園の隣地に、ケアハウス大慈を新設。

老人部門は西区で運営している。

平成22年
「兵庫保育園」を民間移管により開設。

平成26年
「大慈ほまれ保育園」（現 大慈ほまれ幼保連携型

認定こども園）開設。

平成27年
「特別養護老人ホーム大慈智音園・
大慈保育園 とも分園」開設。

平成28年
「神戸市立たちばな児童館」開設。

平成12年
介護保険制度導入を機に居宅介護支援事業所

大慈園を開設。平成18年に西神南駅前に移転する。
同時に、大慈あんしんすこやかセンター

（現 西神南あんしんすこやかセンター）を開設し
地域の拠点づくりを図っている。

　昭和21年に創始者・高橋トミによって社会事業、神戸市中央区東川崎町にて大慈保育園が開設される。昭和27年
に社会福祉法人・大慈厚生事業会の認可を受け、同じ東川崎町で大慈母子寮（現ハーバー大慈）を開設する。昭和37
年老人福祉法施行と同時期に、養護老人ホーム・大慈吉祥園を垂水区塩屋にて開設する。
　平成8年4月に西区櫨谷町にて大慈吉祥園の移転改築と特別養護老人ホーム・大慈弥勒園、大慈デイサービスセン
ターを新設する。更に平成12年に介護保険制度導入を機に居宅介護支援事業所 大慈園を開設し、
平成18年からは西神南駅前に西神南あんしんすこやかセンターを開設し地域の拠点つくりを図る。
　また、平成20年からは、大慈弥勒園と同じ区域に、ケアハウス大慈を新設し老人部門は西区で
運営している。
　平成26年4月に、大慈ほまれ園（保育園）を開設、平成27年には、ハーバーランドに
大慈保育園分園、西区玉津にユニット型特養大慈智音園を開設。
　平成28年4月、神戸市より依頼を受け、「たちばな児童館」の管理運営を引き継ぐ。

社会福祉法人

経 営 理 念

❶時代の変遷にともない、福祉ニーズの変化を敏感に把握し、社会の人々のために、良質な福祉サービスを提供する。
❷いつでも、どこでも、だれでもが必要なときに、最善の福祉サービスを提供できるように、日々、研究・努力する。
❸All for one,One for all.
　「全てが一人の為に、一人が全ての為に」

基 本 方 針

●法人の設立方針である「和顔愛語・上敬下愛」に基づき、人権を尊重した運営をする。
●各施設の基本方針を尊重する。
●社会的に評価を得られるように努める。

ビジョン

❶経営の強化
❷サービスの質の向上
❸教育システムの充実

28年度目標

❶サービスの質の向上について
❷経営の強化について
❸教育システムの充実について

大慈厚生事業会 法人本部
和顔愛語、上敬下愛を基本方針にし、
自分自身が入所したくなるような施設をめざしています

法人（大慈厚生事業会）の歴史について

所 在 地 〒651-2235  神戸市西区櫨谷町長谷13-1

URL http://www.daijien.com
078-992-0065 078-992-6568
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●こちらのホームは他にはないものがあるように思います。職員の
方々の信頼関係や利用者に対する思いや気持ち（ハート）がしっ
かりと伝えて下さっているように思います。家族としてはほんとう
に大切に利用者の事を預かって頂いていること、ありがたく思っ
ております。ありがとう！！
●職員の方、皆さん明るく優しく、暗くなりがちだった私たち家族
まで癒してくれている様。忙しい中、家族の訪問も気持ち良く
迎えて下さり安心感を頂いています。とにかく職員の方が明るく
元気にお世話して下さる姿がとても良いです。
●これからも利用者様達の為に神戸市でNo1のホームに期待した
いです。

年間行事

月毎行事

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

お花見
子どもの日・母の日・遠足
父の日・遠足
七夕・小さな夏祭り
地蔵盆・海上花火大会・園庭花火
秋祭り・敬老の日
串揚げ
焼き芋・寿司ツアー
忘年会・クリスマス
元旦（正月料理）・初詣・七草粥・鏡開き・餅つき
節分・バレンタインデイ
ひな祭り・遠足

●誕生者食事会（第3日曜日）
●誕生者紹介（誕生日当日）

●散髪（第2月曜日）
●園外買い物（月2回）

大慈弥勒園
老人福祉施設  大慈園

①ゲストと御家族、そして大慈園との
　「繋がり」を大切にします。
②ゲストの「自己実現」には全力投球
　でお応えします。

重度の障がいをお持ちの方であっても、安
心して生活できるように、特殊浴槽等の設
備を整えております。又、お食事にも気を
配っており、ソフト食、スルー食、ゲストの状
態に応じて提供させていただきます。

入居定員／100名
居室数／個室 24室・4人室 19室やさしさといたわりのある暮らしを…

特別養護老人ホーム

高齢者に適した栄養・嗜好を考慮した食事から入浴・排泄・洗濯に至るまで
介護いたします。健康管理においても、施設内に診療所が有り、常勤医師・
看護師による適切な処置がなされます。また各種の身体機能回復訓練器具
を備え、高齢による機能の維持と回復を目的とした訓練を、機能回復訓練
士により行っています。四季の行事、趣味のクラブ活動もあり、明るく豊かな
生きがいのある生活を送る援助をいたします。認知症専門棟も準備されて
います。

在宅で常時介護の必要な高齢者及び認知症をお持ちの高齢者を介護
されておられる方が、社会的理由、及び私的理由により介護できなく
なった場合に、施設内で介護サービスを提供することによって、介護され
ておられる方の心身のご苦労の軽減を図る事を目的としています。老人の
日常生活の自立、心身機能の低下防止と維持向上をめざしての、日常の
レクリエーション、四季の行事等もあり、明るく豊かな生活を施設入居の
老人の皆様方と共に過ごしていただけます。

施設内に併設された診療所では、常勤
医師（内科）からの健康管理を行ってお
ります。その他、非常勤で精神科・整形
外科・皮膚科・歯科医師の診療が受
けられます。いざという時に安心して
医療サービスを受けていただくことが
できます。

❶『ふぁっとほーむな生活を目指す』
※ふぁっとほーむとは、和みのある家庭的な雰囲気の中で、
　人と人とのつながりを大切にすること

❷『一人ひとりが輝き、あなたが主役になる場所を目指す』

最 終 目 標

28年度重点目標

28年度重点目標

❶従来から行っているPDCAサイクルの効率化を推進する為、
　予定の徹底的管理を実施。
❷ゲスト情報を一元化し、ケアプランを中心とした
　ケアマネジメントの構築を図る。
❸顧客確保及び人財確保の為、広報活動を推進する。
❹老巧化等に伴う設備改修工事を適宜行う。

❶顧客ロイヤリティを高めリピーター率の向上を目指す。
　（指標：リピート率75%）
●特色のあるレクリエーションの実施（日替わりメニュー）
●フロア掲示物の考案・実施（行事予定表や園内行事写真）
●作製作業を行い、作品や作業写真をプレゼント　●アンケートの実施
❷「困ったときの大慈園」を目指し、緊急時の受け入れを率先して行う。

目　標

❶看護職員のフロア配置でCW
との連携を充実させる。
❷処方薬の管理・指導ができる。
❸ゲストが穏やかな週末を迎える
ことができるように援助する。

一般棟（3F）
個室 20室・4人室 12室・静養室 1室

自立歩行されている認知症の方が対象に
なります。集団で行うレクリエーションや
ケアプランに基づいた個別のレクリエー
ションを行うことで認知症の悪化防止に
努めています。

だい         じ          み　　　 ろく       えん

大慈ショートステイ
やすらぎと笑顔のあふれる時間を…

老人福祉施設  大慈園

入居定員／15名
居室数／個室 3室・4人室 3室

大慈診療所
日頃の健康管理・健康相談など気軽に受けられます

プラム棟（認知症専門棟）
個室 4室4人室 7室

送　　迎

西区、須磨区、垂水区 

送迎範囲

その他の地域について
は、相談の上決定します。

送迎時間等
［月～土］
入　所   9:30～
退　所 16:30～
日曜日は、可能であれば
対応します。

月
曜日

午前・午後

5月 ゲスト定期健診

午前・午後
内　科
診療科目

毎週
頻度

木
火

金
水

土

曜日
午　前
午前・午後

内　科
診療科目

毎週
午前・午後 内　科 毎週 午　後 内　科 毎週
午　後 精神科 毎週 午　前 内　科 毎週
午　前 整形外科 毎週

午　後
内　科 毎週

午　後
皮膚科 月2回 内　科 毎週

歯　科 毎週往診 午　前 内　科 毎週

午　後 精神科 毎週

頻度

月

年
間
業
務

週
間
診
療
表

項　目
胸部X線、採血

6・7月 職員定期検診 胸部X線、採血、検尿、検便、
心電図、腰椎X線（CWのみ）

11・12月
ゲスト・全職員
ゲスト定期検診

インフルエンザ予防接種
胸部X線、採血等

1月 職員定期検診（CWのみ） 採血

内　容

※眼科・耳鼻科等は、外部へ随時受診。

ショートステイの一日
6：30
7：00
9：00
9：30
10：00
10：30
12：00

起　　床
朝　食（洋食・和食）　※前日に選択
水分補給（紅茶）
入浴前の体温、血圧チェック
午前の体操 入浴　ゆったりした気分で身も心もリフレッシュ
入浴後の水分補給（スポーツ飲料等）
昼　　食　静かな雰囲気の中での食事タイム

13：00
14：30
16：00
17：00
18：00
19：00

水分補給（緑茶）　音楽を聴いたり、談笑するリラックスタイム
お や つ　ご希望に応じてカラオケや映画鑑賞等のレクリエーション
午後の体操、指おり体操　退所される方の帰り支度
退所時間
夕　　食
就　　寝　それぞれのお部屋で、テレビを見たり、
　　　　　お話をしたりして過ごされています。

お客様からの声

チャーミングポイント
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御夫婦で入居の場合には居室の隔壁を一部開放し、互いに部屋の中から行き来できる様設置できます。

介護予防デイサービス（9:30～13:00）
平成18年4月の介護保険制度改正に伴い、新たに「運動機能向上」の
事業を展開しています。主に要支援１、２の方々が、実施の対象となり、
身体機能の維持・向上に努める事が目的です。

大慈吉祥園
老人福祉施設  大慈園

入居定員／70名
居室数／個室 70室プライバシーを尊重したくつろぎの空間

養護老人ホーム

各個人の趣味・嗜好を生かしたクラブ活動や、四季折々の行事を通して日常生活の自立をサポートし、毎週１回の買物
ツアーや園外のレクリエーションもあります。健康管理面では、施設内にある診療所で、常勤医師・看護職員による
適切な処置がなされます。また、各機能の低下防止、維持向上を図るために、機能回復訓練を行っています。尚、介護が
必要な状態になった際には、訪問介護、通所介護などの介護保険サービスが利用できます。

在宅の高齢者及び認知症をお持ちの高齢者等に対し、入浴の介助や食事の提
供、生活指導、リハビリ、健康チェック等のサービスを行います。四季に合わせ
た外出、園外喫茶、誕生会、ゲーム等のレクリエーション等、楽しい一日を過ご
していただく支援を行います。

長 期 目 標 施設年度目標

最 終 目 標

『ADLが向上するデイサービスの構築を目指す』

28年度重点目標

『中重度者ケア体制の推進』
※中重度者とは、要介護3～5の方です。
　要支援1・２からご利用できます。

❶ゲストに安心・安全・清潔・安らぎのある環境を
提供する。
❷職員は法令を順守し、人としての尊厳を守り、
敬愛の念を持って行動する。

1）遠藤メソッドを推進していく（3か年計画の1年目）
①仕組みを造る
A）遠藤メソッド研修
B）インデックスリスト及び介護技術標準作成指導
C）介護技術標準現場導入

2）情報管理において、組織的に管理できるレベルにもっていく
①情報の共有ができる仕組み作り
A）定期的に共有に関する教育・研修を実施する
　 （記録の意義、共有の意義等）

②報・連・相が確実にできる（迅速・細心・正確）
A）部下への報連相の確認と働きかけ
　（意思疎通不足、伝達ミスをなくする）

③一人ひとりが同じレベルの記録ができる
　（5W1Hに沿った記録を残す）
A）リスクマネジメントを意識した記録を残す
B）他者に伝える記録を残す
●記録内容のチェックと記録方法の見直し
●観察ポイントを明確にし、記録の統一を図る
●ケアに繋がる生活の記録を残す
  （ゲストの心身の状態、生活が見える）

だい         じ         きっ        しょう      えん

大慈デイサービスセンター
明るく楽しい一日をお過ごしください

老人福祉施設  大慈園

利用定員／30名

年間行事

月毎行事

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
12月
1月
2月
3月

お花見（園内）・ボーイスカウト慰問・餅つき大会
母の日お祝い会
父の日お祝い会・外食ツアー（寿司）
七夕
地蔵盆・夏祭り（吉祥園）・盆供養
秋祭り・保育園慰問・
敬老の日お祝い会（喜寿・米寿)・彼岸法要
秋プチ旅行
保育園慰問・クリスマス会
正月遊び・書初め・初詣（諏訪神社）・新年会
節分・バレンタインデイ（おやつ）
雛祭り・ホワイトデイ（おやつ）・彼岸法要

年間行事
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

お花見・喫茶店へ行こう
菖蒲湯・母の日会・ゲーム
父の日会・買物ツアー
七夕祭り・喫茶店へ行こう
夏祭り・ひまわりを見に行こう
敬老の日お祝い会・買物ツアー
遠足・運動会
演芸会・喫茶店へ行こう
買物ツアー・クリスマス会
初詣・餅つき大会
節分週間・喫茶店へ行こう
ひな祭り・演芸会・買物ツアー

大慈デイサービスの１日
  9：00          
10：00
10：00～
10：00～
12：00
13：00～
16：00～
17：00

送迎車でお迎え
センター到着
お や つ
自由選択　※入浴・体操等好きな事をしていただけます。
食　　事
自由選択　※入浴・レク等好きな事をしていただけます。
自由選択　※運動等好きな事をしていただけます。
お 送 り

●誕生者会食（月１回）
●スナック狸（月１回）
●バイキング（月１回）
●お好み焼き（月2回）
●健康チェック
　（体重・血圧測定）（月末）

●誕生会（月1回）
●買物ツアー（週１回）
●汁作り（月１回）
●理髪
●慰問受け入れ
●ニコニコツアー（随時）

カラオケ・シルバー体操・華道・絵手紙
大正琴・麻雀・元気になる体操・書道

時間選択により、15時か17時帰宅が選択できます。
また、バスサービス（入浴のみの利用）にも対応しています。

お客様からの喜びの声
●ご家族
　送迎時
　「ここまで来てもらってうれしい」
　「迎えの時間が、時間通りでうれしい」
●ゲスト
　「明るい笑顔で挨拶が気持ちいい。
　 休まれると寂しい。いつも姿を探して 
　 しまう。」
　「入浴の対応がいい。細かいところま
　 で気配りされ、本当にありがたい。」

❶自分でサービス提供時間を選びます

❷自分で一日の過ごし方を選びます
例えば、『今日はお昼から「演芸会」に参加したいから、
午前中に、お風呂とリハビリをしておきたいなあ。』その
日・その時に思った事ができるよう配慮します。

❸自分の趣味をデイサービスでも続けたい
手芸・麻雀・創作活動・カラオケ・俳句等、自分が好きな
事を続けられるよう配慮します。

❹独り暮らしでも安心
衣類の洗濯サービス、配食（お弁当）サービスがある
ので、身軽で通所していただけます。

❺認知症を少しでも治したい
くもん式学習療法・園芸療法を取り入れ、認知症の
悪化防止に努めています。

ここが特徴！

要支援1・２の方 9：30～13：00
要介護区分 時間帯

要介護1～５の方 ①13：00～17:00 ②10：00～15:00
③10：00～17：00（最大21：30まで延長可）

ク ラ ブ 活 動
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社会福祉法人　大慈厚生事業会

お部屋はすべて個室で、全室に洗
面所、トイレを設置し、バリアフリー
仕様です。室内には緊急用コール
も設置されていますので、２４時間
体制での安心をお約束いたします。
※入居後、日常的に介護が必要となった
場合でも、変わりなく住み続けていた
だけます。

非該当から要介護5の方が入居されています。
１階にはレストラン（チェリッシュ）、リハビリ室、
美容室（月2回理容室訪問）、売店あり。
２階から６階までが居住スペースになります。

事業所最終目標

「豊かで安心できる在宅生活の実現」
介護が必要になっても住み慣れた自宅で最期まで過ごせるよ
う、様々な社会資源を活用し在宅生活をサポートしていく。
また、施設利用になっても家族の思いを受け止め、決断に寄り
添い精神的なサポートを行う。

事業所最終目標

「安心して暮らせる街づくり」
介護を受ける事になっても、介護をする事になっても安心して
暮らせる街づくりを地域の方々と共に行い地域の福祉サービス
の一翼を担っていく。

目 　 標

❶介護支援専門員としての資質の向上
●ケアプランの質の向上　●ケアマネジメントの学びと後進の育成

❷連携の強化
●ケアマネージャー同士の連携
●地域包括支援センターとの連携　●医療と介護との連携

❸相談しやすい環境作り
●生活上の些細な事柄に対しても真摯に受け止め対応する。
●特定事業所として24時間、365日電話対応可能な体制を
併設の地域包括センターと協力して行う。
●地域行事に積極的に参加をし、地域の方々と顔なじみの
関係を構築する。
●施設への入所相談やターミナルケアへの対応等、介護保険
請求に至らない事例においても真摯に対応し、相談者の
不安を軽減していく。

～いきいきのびのびスマイリー運動～
みんなが生き生き・みんなが伸び伸び・みんなが笑顔。
（みんなとは、ゲスト・ご家族・スタッフを指します。）
●生きがい・やりがいを大切にします。
●自分らしさを大切にします。
●笑顔溢れる温かい雰囲気を大切にします。
●みんながしあわせになることを目指します。

目 　 標

介護についてお困りの時、お気軽にご相談下さい。
地域包括支援センター併設の居宅介護支援事業所です。介護保険で
サービスを受ける際、必要な手続きを行います。利用するにあたり担当の
介護支援専門員が、ご本人とご家族のご希望をふまえ、役所やサービス
事業者と連絡調整を行います。要介護度に応じて在宅が維持できるように
サービスを計画いたします。又、更新の際の認定調査も大慈園の調査員
が伺います。

豊かな時間を大切にする心配りが行き届いた施設。
人とのふれあいが、温かさを感じさせるサービスの数々。

高齢者のみなさんやその家族、地域住民の方々から様々な
相談を受けます。また、高齢者のみなさんのお宅を個別
訪問し、そのような支援が必要か把握し、適切なサービス
利用の調整を行います。

居宅介護支援事業所 大慈園
老人福祉施設  大慈園

心のケアを最優先に、自立に向けた生活のサポートを行います

えがおの窓口

地域包括支援センター

ケアハウス大慈
手から手へ、忠恕（真心）を込めて

西神南あんしんすこやかセンター
介護や見守り等に関するご相談を受け、ご支援いたします

ご相談窓口

営業時間 午前9時～午後5時 営 業 日 月曜日～土曜日

所 在 地 〒651-2242
神戸市西区井吹台東町１丁目1-1　西神南センタービル1F
（地下鉄「西神南」駅下車　徒歩2分）

078-992-3365 078-990-4166

ご相談窓口

営業時間 午前9時～午後5時 営 業 日 月曜日～土曜日

所 在 地 〒651-2242
神戸市西区井吹台東町１丁目1-1　西神南センタービル1F
（地下鉄「西神南」駅下車　徒歩2分）

078-990-4165 078-990-4166

❶相談対応の充実
●介護者支援の充実　　  ●地域の生活力の向上
●地域の関係者との連携　●相談窓口の周知徹底
●認知症事業の啓発

❷介護予防の充実
●介護予防ケアマネジメントの充実　●特定高齢者事業の充実

❸地域見守り強化
●訪問活動の継続　●地域団体との連携
●コミュニティ作りの充実

入居定員／100名
各階20名（個室）

快適な居室
大浴場・機械浴・個浴（ご家庭にあ
るようなユニットバス）といった種類
があり、お好みやお身体の状態に
合わせた浴室で心と体をリフレッ
シュしていただけます。 

好みにあった浴室で

明るい訓練室で日常生活動作の練
習やマシントレーニングによる介護
予防など、その方に合わせたリハビ
リメニューで理学療法士が快適な
生活をサポートします。

機能回復訓練室
広いリビング・ダイニングルームで
お食事や季節のイベントを楽しん
でいただけます。

ダイニングルーム

家庭的で栄養バランスの良いお食
事をご用意いたします。
様々な食事形態があり、お身体の
状態によって、選ぶ事ができます。

レストラン「チェリッシュ」
プロのスタッフによる施術は、心の
健康を演出。お身体が不自由な方
でも安心して、ご利用いただける専
用チェアもご用意しています。

美容室「アース」

医療機関との
連携

医療機関との
連携

大慈診療所を
併設

大慈診療所を
併設

専任スタッフによる
リハビリテーション
専任スタッフによる
リハビリテーション

管理栄養士による
食事メニュー

管理栄養士による
食事メニュー

最 終 目 標

環 境 設 備 H27.２月庭園完成！！

28年度重点目標

『大慈らしさの追求』～考える～
❶各フロアー・部門の予定を職員全員が把握し、予定・
計画に基づいた業務の執行を行う。
❷ゲスト・スタッフそれぞれの「満足感」を確立し、顧客・
人材の確保に努める。
❸地域との繋がりを強化し、身近な社会福祉施設として
の認知を拡げる。

月毎行事

年間行事

所 在 地 〒651-2235  神戸市西区櫨谷町長谷83-6

URL http://www.carehouse-daiji.com
MAIL info@carehouse-daiji.com

078-993-3965 078-993-2265

季節に合わせて随時実施

ケア

ハウス

大慈

名前は「愛子」

●音楽療法
●歌とお話の会
●絵手紙

●シルバー体操
●フラワーセラピー
●買い物ツアー

●衣料販売（２ヶ月に１回）
●大正琴（２ヶ月に１回）
●外食ツアー（随時）
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目 　 標

●各入所者の自立へのプロセスを明確にし、ニーズに沿った
  支援をする。
●職員の資質の向上。
●リフレッシュ保育事業を通して、子育て支援を行う。

最 終 目 標

心・和み・笑顔
～私達が将来入居したい施設を目指します～
「いつでも前向き」
「私はあなたで、あなたは私」
「共に楽しみ、共に笑う」
●全ての人々の心を大切にします
●全ての人々の和を大切にします
●全ての人々が笑顔になれる場所にします

28年度重点目標

❶報告、連絡、相談の徹底
A）職員一人ひとりが、報連相の重要性を理解する。
B）報連相の徹底が図れるツールを見直し、常に良いものに  
更新していく。

❷接遇（コミュニケーション能力）の向上
A）ユマニチュードにおける研修の実施
❸生活の場としての環境整備
A）家具の配置　B）季節に応じた飾りの設置
❹ご家族との交流
A）ご家族参加型の行事の開催
❺遠藤メソッドの導入

28年度重点目標

1）ご自宅での生活リズムに合わせた
　 サービスの提供
A）個別の生活シート（２４時間シート）の作成
B）生活シートをタイムテーブルに反映

2）接遇（コミュニケーション能力）の向上
A）ユマニチュードにおける研修の実施

5）ＡＤＬの向上
A）レクリエーション活動の実施
B）レクリエーション活動の評価

6）遠藤メソッドの導入

3）生活の場としての環境整備
A）家具の配置
B）季節に応じた飾りの設置

4）ご家族との交流
A）ご家族参加型の行事の開催

施設年間行事
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

母と子の合同運動会（市母協）
母と子の親子エンジョイ月間
七夕祭り・児童キャンプ（市母協）
地蔵盆
母と子のバス旅行（市母協）・焼肉パーティー
小中高生エンジョイ月間
OB会・施設内懇親会
施設内クリスマス会
新春母と子のつどい（市母協）・新年会・児童もちつき
節分
ひなまつり・児童スキー大会（市母協）

主に湊小学校に通う1年生～3年生対象で、昼間保護者が
働いて家にいない児童のために、放課後から18時（最長
19時）まで、学校が休みの時は、8時～18時まで（日・祝・
年末年始は除く）、家庭に代わる場として開設しています。

学童クラブ年間行事
4月
6月
7月
8月

9月
11月
12月
1月
2月
3月

お花見大会
グループワーク・個別懇談会
七夕祭り
ベイ板宿スイミング（数回）・
地蔵盆・屋台村・交通安全教室
グループワーク
グループワーク
クリスマス会
もちつき
節分
ひなまつり・お別れ会

社会福祉法人　大慈厚生事業会

自立に向けた計画を、お母さんと一緒に作ります。
児童福祉法に基づいてつくられた児童福祉施設で、18歳未満の
子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚でき
ないなどの、準母子家庭の母親と子どもが一緒に利用できます。
施設での生活は、独立した居室で家事・育児を行うことができます。
単に住居としてではなく、お母さんと子どもの生活を安定させ、
子どもが健やかに成長できるよう仕事や育児、家族関係、将来の
生活などの相談・支援をしております。事務所には、何かあった時に
すぐに対応できるよう365日24時間、職員がいますので、安心して
過ごすことができます。

ハーバー大慈
子どもが健やかに成長できるよう…

全室に洗面所、トイレを設置。
バリアフリーの機能性はもちろん、住
まいとしての快適性も充実しています。

快適な居室

社会福祉法人　大慈厚生事業会
だい         じ          ち          おん       えん

生活の中心はご入居者です。
自分らしい生活を営むためには一人になれる時間も必要
です。
当施設は10部屋1ユニット型の完全個室を提供します。
大切にしたいご自分の生活スタイルと家庭的な雰囲気を
満喫下さい。

おいしいお食事とレクリエーションで楽しいひとときを…
普段は自宅等で生活されている介護が必要なお年寄りが短期間入所できるサービスです。心身機能の低下防止と維持
向上を目指すと共に自宅の様にリラックス出来る環境作りを心がけております。

大慈智音園
お部屋は皆様の大切な生活の場

所 在 地 〒651-2128  神戸市西区玉津町今津364-61 078-913-0065 078-913-0064

定員／20世帯・短期保護2世帯
職員数／11名

居室数／居室 20室
（バス・トイレ・エアコン設置）

特別養護老人ホーム

※毎月、昼食会と
　のびっ慈day実施

放課後児童健全育成事業（大慈学童クラブ）

神戸市に在住の2歳以上が対象で、保護者が通院、育児疲
れ、出産、就職活動、仕事などの間に、お子様をお預かりし
ています。開設日は365日、時間は8時～21時です。食
事・おやつの提供、天気の良い日は外遊びにも行きます。

子育てリフレッシュステイ事業（デイサービス）

神戸市の単独事業で、母子や婦人が緊急に保護が必要な
時に、福祉事務所を通して、一時的に利用する事ができま
す。生活に必要な家財道具を揃えています。緊急に避難し
た場合にでも安心して過ごすことがきます。

母子・婦人短期保護事業

大慈智音園ショートステイ

入居定員／70名

入居定員／１0名

年間行事
4月
5月
6月
7月
8月
9月

お花見
母の日
父の日
七夕
園庭花火
敬老の日

10月
11月
12月
1月
2月
3月

ハロウィン
秋祭り
忘年会・クリスマス会・餅つき
元旦・初詣
節分
ひな祭り
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家庭的な雰囲気の中
で、遊びを通して生命（い
のち）の大切さを実感し、
昨日より今日、今日より明日
へと生きる力をのばし、将来
も幸せになるように育ててい
きます。

生命（いのち）を
　　        大切にする子ども

心豊かな子ども

しなやかで
　    たくましい子ども

心がだいじ
　　　言葉がだいじ

～安心・安全・
　　 信頼の保育～

●子どもの心身の安全を
    保障する

●子どもの将来を見据えた 
    教育を行う
●保護者、地域社会との連携を 
   図り、子どもの健やかな発達 
   に寄与する

みんなで心を合わせて育てていきます
心の力、言葉の力、子どもの力を大切に、みんなで心を
あわせ、のびのび、ゆったりと成長していく過程をあたたかく
見守り続けます。　

年間行事
4月
5月
6月
7月
8月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

入園式
定期健康診断・春の遠足
防虫加工・眼科健診・歯科健診・耳鼻科健診
全園児プール開き・七夕祭り
地蔵盆・プール参観
運動会・お泊まり保育・秋の遠足
定期健康診断・作品展・歯科健診・参観ウィーク
音楽会・クリスマス会・おもちつき
よいこの集い・六甲山スキー遠足
豆まき・生活発表会・眼科健診
ピドスコープ撮影・お別れ遠足・お別れ会・卒園式

社会福祉法人　大慈厚生事業会

大慈保育園 とも分園
ウォーターフロント ハーバーランドに誕生した
木の温もりがいっぱいの 大慈保育園 とも分園

社会福祉法人　大慈厚生事業会

大慈保育園 本園
畳、緑側、瓦葺き、日本の心を大切に 心ゆたかに  大慈保育園

ただひたすらに日々いい保育を目指し
子どもたちの幸福の手助けが出来ますように…

保育時間／7：00～20：00

児童定員／130名
職員数／40名

保育時間／7：00～19：00

児童定員／30名
職員数／15名

保育理念 保育方針

保育
モットー保育目標

小さな心くばりがいっぱい
手をかけ、目をかけ、心をかけ、すくすく育つ子どもだち。
子どものそばに行き、静かに話しかけています。
手作りのおもちゃ、手作りの机やイスがあふれています。

所 在 地 〒650-0044  神戸市中央区東川崎町6-2-6

URL http://www.aianet.ne.jp/̃daiji/
MAIL km0684@silver.ocn.ne.jp

078-671-0684 078-671-2775

所 在 地 〒650-0044  神戸市中央区東川崎町1-5-8

URL http://www.aianet.ne.jp/̃daiji/
MAIL km0684@silver.ocn.ne.jp

078-341-1080 078-341-1090
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家庭的な雰囲気の中
で、遊びを通して生命（い
のち）の大切さを実感し、
昨日より今日、今日より明日
へと生きる力をのばし、将来
も幸せになるように育ててい
きます。

生命（いのち）を
　　        大切にする子ども

心豊かな子ども

しなやかで
　    たくましい子ども

心がだいじ
　　　言葉がだいじ

～安心・安全・
　　 信頼の保育～

●子どもの心身の安全を
    保障する

●子どもの将来を見据えた 
    教育を行う
●保護者、地域社会との連携を 
   図り、子どもの健やかな発達 
   に寄与する

家庭的な雰囲気の中で、
遊びを通して生命（いのち）
の大切さを実感し、昨日より
今日、今日より明日へと生き
る力をのばし、将来も幸せに
なるように育てていきます。

生命（いのち）を
　　        大切にする子ども

心豊かな子ども

しなやかで
　    たくましい子ども

心がだいじ
　　　言葉がだいじ

～安心・安全・
　　 信頼の保育～

●子どもの心身の安全を
    保障する

●子どもの将来を見据えた 
    教育を行う
●保護者、地域社会との連携を 
   図り、子どもの健やかな発達 
   に寄与する

保育理念 保育方針

保育
モットー保育目標

信頼と受容を育み、着実に歩み続けます
子どもをひとりの人格として尊重し、信頼と受容を育み
すくすくとまっすぐに成長していく過程をあたたかく
見守り続けます。

みんなで心を合わせて育てていきます
心の力、言葉の力、子どもの力を大切に。みんなで心をあわせ、のびのび、
ゆったりと成長していく過程をあたたかく見守り続けます。

年間行事
4月
5月
6月
7月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

入園式
定期健康診断・親子の集い
食育フェアー・防虫加工・眼科健診・歯科健診・耳鼻科健診
全園児プール開き・七夕祭り・夏祭り・プラネタリウム
秋の遠足
運動会・お泊り保育・いもほり遠足・歯科健診
定期健康診断・焼き芋大会
音楽会・クリスマス会
よいこの集い・おもちつき
豆まき・生活発表会
お別れ遠足・お別れ会・卒園式

年間行事
4月
5月
6月
7月
8月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

入園式
定期健康診断・春の遠足
歯科健診
全園児水遊び・七夕祭り
夏祭り
運動会・お泊り保育・秋の遠足
定期健康診断・作品展・歯科・眼科・耳鼻科健診
音楽会・クリスマス会
よいこの集い・六甲山スキー遠足
豆まき・生活発表会
お別れ遠足・お別れ会・卒園式

社会福祉法人　大慈厚生事業会

大慈ほまれ幼保連携型認定こども園
駅から近くて木の温もりがあたたかい
心ゆたかに大慈ほまれ幼保連携型認定こども園

社会福祉法人　大慈厚生事業会

兵庫保育園
地域に愛され子どもと共に歩み続ける兵庫保育園

ただひたすらに日々いい保育を目指し
子どもたちの幸福の手助けが
出来ますように…

ただひたすらに日々いい保育を目指し
子どもたちの幸福の手助けが
出来ますように…

保育時間／7：00～20：00

児童定員／90名
職員数／25名

保育時間／7：00～20：00

児童定員／60名
職員数／20名

保育理念 保育方針

保育
モットー保育目標

所 在 地 〒652-0823  神戸市兵庫区東出町2-12-9

URL http://www.aia.ne.jp/̃hyogo/
078-671-0173 078-671-0186

所 在 地 〒650-0026  神戸市中央区古湊通1-1-16

URL http://www.aia.ne.jp/̃daiji-homare/
078-351-0667 078-351-0668
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純資産の部

子どもたちが心も体も健全に成長するお手伝いをしてい
きます
児童館では、絵本やゲームを使って子ども同士で自由に遊
ぶことができます。また、地域の子育て中のお母さんたち
の交流、情報交換の場でもあります。

社会福祉法人　大慈厚生事業会
平成27年度決算報告
資金収支計算書

貸借対照表

事業活動計算書神戸市立 たちばな児童館
子育てコミュニティの拠点となる　たちばな児童館

ただひたすらに日々いい保育を目指し
子どもたちの幸福の手助けが出来ますように…

開館時間／9：30～12：00、13：00～17：00

対　　象／小学生～高校生、乳幼児を同伴する保護者

児童館（一般来館）

開館時間／平　日〈月～金〉下校後～17：00

　　　　　　　　〈土曜日〉 8：00～17：00 

　　　　　学休日〈月～金〉8：00～17：00 

　　　　　　　　〈土曜日〉 8：00～17：00 

対　　象／　小学校１年生～４年生

学童保育（放課後児童クラブ）

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
退職給与引当金繰入
サービス活動費用計（2）

サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）
各種補助金収入
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
その他サービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
投資有価証券評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）

サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
その他の特別収益
特別収益計（8）
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計（9）

特別増減差額（10）＝（8）-（9）
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）

前期繰越活動増減差額（12）
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）-（16）

流動負債
固定負債
負債の部合計

当年度末当年度末
流動資産
固定資産
資産の部合計

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,287,695,005
373,503,323
94,915,136
493,882,603
52,938,695
4,595,000

2,307,529,762
1,293,862,264
316,051,066
347,469,690

583,573
253,635,085
△82,567,777
13,392,286

2,142,426,187
165,103,575

545,000
23,632,165
142,929

0
4,900,632
29,220,726
32,038,216

0
919,614

32,957,830
△3,737,104
161,366,471

0
0
0

399,521,864
399,521,864

381,179
0

399,480,164
399,861,343
△339,479

161,026,992
1,486,455,344
1,647,482,336

0
189,650,000

1,457,832,336

340,411,011
2,172,255,640
2,512,666,651

760,336,140
5,509,632,957
6,269,969,097

488,472,725
1,441,647,385
369,350,000

1,457,832,336
3,757,302,446
6,269,969,097

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

勘 定 科 目 当年度決算（A）
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動
　
　

増
減
差
額
の
部

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
医療事業収入
借入金利息補助金収入
各種補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）
長期預り金収入
施設整備等収入計（4）
設備資金借入金元金償還支出
長期預り金支出
1年以内返済予定長期未払金支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）
積立資産取崩収入
その他の活動収入計（7）
積立資産支出
その他の活動支出計（8）

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）

前期未支払資金残高（12）
当期未支払資金残高（11）＋（12）

1,287,695,005
373,503,323
94,915,136
493,882,603
52,938,695
23,632,165
545,000

4,595,000
142,929

4,163,521
2,336,013,377
1,292,172,057
316,051,066
347,469,690

583,573
32,038,216

63,004
1,988,377,606
347,635,771
6,300,000
6,300,000
98,772,000
6,300,000
2,730,600
22,190,730
129,993,330
△123,693,330

6,979,474
6,979,474

201,007,615
201,007,615
△194,028,141
─　　　

29,914,300

524,255,629
554,169,929

勘 定 科 目

資産の部 負債の部
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学童保育定例行事
●みんなで遊ぼう（月１回）
●おりがみ教室（月１回）

●けん玉検定（月１回）
●おりがみの日（毎週火曜日）

※昭和44年開設の児童館を平成28年より委託をうけて運営して
　います。

親子館事業

子育ては一人でするものではなく、仲間と共に楽しさ・難しさ
を分かち合い、いつでも相談できるよう親子で触れ合い、お
話ができる場を設けています。

すこやかクラブ
●親子で仲間と遊び、豊かな心作り、仲間作りのお手伝い
ができるよう願っています。
●すこやかクラブを通して、子育ての楽しさを感じていただ
ければ嬉しいです。

なかよしひろば
●親子で触れ合い、楽しいひと時を分かち合います。
●仲間と子育ての楽しさ、難しさを出し合い、共に育てましょう。

おべんとうタイム（11：30～12：30）
●お弁当を持参し、親子、仲間で楽しくお食事をしてください。

児 童 館

●地域に愛され、地域と共に子どもを育てていきます。
●地域になくてはならない子どもの園でありたい。
●駅から近く、ちょっと遊びに行きたくなる温かい親子の
集いの場でありたい。

地域連携推進事業

●ボランティアの皆さんが多様な活動を行っています。
●「児童館日曜日開放」
地域の方、ボランティアの方で構成し、子どもたちの楽しい
イベントを行っています。

学童保育（放課後児童クラブ）

学童保育年間行事
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

新入生歓迎会
こいのぼり作り
かえる飛ばし
夏祭り　昆虫採集
夏休み工作
敬老の日プレゼント作り
高齢者とのふれあい交流

ハロウィンパーティー
音楽遊び
クリスマス会
お正月遊び
バレンタイン工作
みんなで遊ぼう

※延長利用17：00～19：00

所 在 地 〒650-0016  神戸市中央区橘通３-４-１  総合福祉センター内

URL http://www.aia.ne.jp/̃tachibana/078-341-5811 078-341-5811
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