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社会福祉法人 愛誠会

愛誠会の想い

人は皆、

病気になったとき、「健康を取り戻したい」と願い、

老境に差し掛かったとき、「老いを迎えたくない」と思い、

しょうがいを負ったとき、将来を不安に感じます。

私達は、そんな人々と気持ちを分かち合いながら、

職能を尽くすことで、病気の人が健康を早く取り戻せるようにしたい。

高齢者に寄り添うことで、老いへの不安を少なくしたい。

しょうがいをもたれている方の生活の不便を少しでも和らげる手助けをし、

人生の希望を考えられる余裕を提供したい。

誰もがすこやかに、笑顔でいられる毎日をつくりたい。

そう願っています。

職員一同は、そのために一生懸命に日々研鑽に励みます。

心を砕きながら一生懸命に働きます。

これが、私達社会福祉法人愛誠会の基本理念の「奉仕の精神」です。

「誠実な気持ちで他者を愛する」愛

誠会の名前にはそんな想いが込められています。

どうぞご指導ご愛顧を、よろしくお願いします。

「奉仕のこころ」を柱に、福祉の世界にあたたかい風を

社会福祉法人 愛誠会
理事長 岡村幸彦
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社会福祉法人 愛誠会

愛誠会 法人理念

会是「奉仕のこころ」

法人理念

１．利用者が求める福祉・医療サービスを過不足なく、誠実かつ高潔に提供する。

２．地域社会・保護者・他機関・職員等との良好な関係を創る。

３．公正で透明性の高い健全な経営を行う。

行動指針

１．利用者への奉仕

利用者の方々とその家族の心の声に耳を傾け、痛み・不安・要望を共感しよう。

常に明るい笑顔と清潔感、安心感、信頼感を醸成し、利用者を暖かくお迎えしよう。

利用者の意思を尊重し、明確でわかりやすい言葉で接しよう。

個人情報を守秘しよう。

２．福祉・医療への奉仕

福祉・医療に関する新技術、研究発表、法改正などの情報収集を怠らず、常に知識を深めよう。

問題点や課題を敏感に意識し、より安心・安全・便利な福祉・医療サービスの提供を心がけよう。

地域福祉への貢献に常に関心を持ち、他事業所などと積極的に連携を図ろう。

福祉・医療従事者として誇りをもちつつ、誰に対しても誠実で謙虚でいよう。

３．社会への奉仕

法令、倫理、社会規範を厳格に遵守しよう。

地球環境や、世界情勢にも目を向け、自分にできる何かを追求しよう。

全ての人の人格を尊重し、ノーマライゼーションを推進しよう。

地域の社会資源を積極的に活用し、地域との連携を図ろう

毎日の行動においても愛誠人としての品位を保ち、尊敬される社会人でいよう。

４．チームへの奉仕

他者に対して人間性を尊重し、気持ちを理解しようと努め、“挨拶・笑顔・ありがとう“を実践しよう。

風通しのよい自由なコミュニケーションが図れる風土を保ちつつ積極的に変化へチャレンジしよう。

全体最適のために、チームのために、まずは自分が行動しよう。

迅速かつ判り易い情報共有を心がけ、信頼される価値ある社会人でいよう。

運営方針

創造性 常に独自の価値を創造して健全な収益性を実現し、地域社会・保護者・他機関・職員等幸せに貢献する。

成長性 常に時代の先を見つめる成長力をもつことで、法人としての永続再現性を実現する。

知 性 あらゆるデータを重視した、客観性と効率性の高い経営を行う。
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社会福祉法人 愛誠会

愛誠会 法人概要

社会福祉法人の概要

■

■

■

■

■

法人の沿革

平成１７年 １月 ６日

平成１９年１２月 １日

平成２０年 ３月 １日

平成２０年 ８月 １日

平成２１年 ２月１７日

平成２１年１２月 １日

平成２２年 ４月 １日

平成２２年 ６月 １日

平成２２年 ７月１５日

平成２４年 ６月 １日

平成２４年 ７月 １日

平成２５年 ４月 １日

平成２６年 ４月 １日

平成２６年 ７月 １日

平成２７年 ３月 １日

平成２７年 ４月 １日

平成２７年１１月 １日

平成２８年 ４月 １日

平成３０年 ４月 １日

令和 ２年 ６月 １日

令和 ３年 ７月 １日

令和 ４年 ４月 １日

望未園(静岡市葵区南沼上、定員/入所更生５０名 短期入所１０名 デイサービス１５名)開所

ワーク薬師(静岡市葵区薬師、定員/就労移行支援１０名 就労継続支援Ｂ型１５名)開所

百夏寮(静岡市葵区薬師、共同生活介護、定員７名×２ 棟＝１４名)開所

ワーク幕張(千葉市花見川区幕張町、定員/生活介護１８ 名 生活訓練６名)開所

啓生寮(千葉市花見川区畑町、共同生活介護、定員７名×２棟＝１４名)開所

啓生寮にて日中一時支援事業(日中預かり型)サービス開始

「食堂つぼみ」(静岡市葵区流通センター) 開所

有永寮(静岡市葵区有永、共同生活介護、定員１２名)開所

ワーク稲川(藤枝市稲川、生活介護、定員２０名)開所

幸央寮(藤枝市稲川、共同生活介護、定員７名×２棟＝１４名)開所

トミーズ(静岡市葵区追手町、児童デイサービス、定員１０名)開所

ワーク稲川にて日中施設機能利用サービス開始

有永寮にて日中一時放課後支援(定員１０名)サービス開始

アトリエ・ポルト(静岡市葵区薬師 定員/就労移行支援６名 就労継続支援Ｂ型１８名)開所

幕張キッズ(千葉市花見川区幕張町、定員/児童発達支援１０名 放課後等デイサービス１０名)開所

ホープ(静岡市葵区追手町、指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業)開所

フレンズ(静岡市葵区南沼上、放課後等デイサービス、定員１０名)開所

船橋市認可リサ保育園(船橋市海神町、定員９０名)開園

天城の杜(伊豆市湯ヶ島、定員/特別養護老人ホーム７０名 ショートステイ２０名 デイサービス３０名)開所

みさとガーデン(三郷市、特別養護老人ホーム、定員１００名)開所

「天城湯ヶ島地区地域包括支援センター」(伊豆市湯ヶ島)開所

いっぽ(藤枝市前島、児童発達支援事業所、定員１０名)開所

伊豆天城ハウス(伊豆市湯ヶ島 軽費老人ホーム、定員７０名)開所

許可保育園アイ保育園(品川区東品川、定員６０名)開園

ワーク旭(島田市旭、生活介護、定員２０名)開所

コパン羽鳥(静岡市羽鳥、日中サービス支援型GH、定員１０名)開所

セレンディピティこどもセンター(市川市本行徳)

・公私連携型保育所セレン保育園(定員９０名)開園

・アイキッズステーション行徳(市川市こども送迎ステーション、定員２０名)開所

・セレン学園（児童発達支援センター、定員４０名 保育所等訪問支援事業・障害児相談支援事業）開園

愛誠会（あいせいかい）

静岡県静岡市葵区南沼上１８１５番１

平成１５年８月２６日 静保社第１７８号

平成１５年８月２８日

理事長 岡村幸彦

社 会 福 祉 法 人 名

所 在 地

法 人 認 可 年 月 日

設 立 登 記 年 月 日

代 表 者 氏 名
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望未園 障害者支援施設

全室個室制。その人らしい生活を尊重し、きめこまやかに支援します。
家庭的な雰囲気のもと利用者の方の必要に応じたサービスを提供、快適な生活が送れるように支援していきます。

〒420-0905  静岡県静岡市葵区南沼上1815番の1
TEL 054-655-3030（代） FAX  054-655-3056

＜障害者支援施設(入所)＞-障害支援区分4.5.6の方対象

入浴・排泄・食事の支援を行うとともに、創作的な活動又は、

レクリエーション活動の機会を提供します。

＜短期入所(ショートステイ)＞

保護者の疾病時や外泊訓練のため、短期間利用していただきます。

＜生活介護(通所)＞-障害支援区分3.4.5.6の方対象

自立促進、生活改善、身体機能の維持向上のための支援をおこないます。

※施設入所支援サービスを利用する場合は、市町での手続きが必要とな

ります。ご不明な点は当施設へお問合せください。

● 主な対象者 知的に障害のある方

● 利用者年齢 原則として18歳以上65歳未満

● 定員 施設入所／生活介護 56名

ショートステイ 4名

生活介護(通所) 36名

就労継続支援B型・生活介護

主に知的障害をお持ちの方の自立に向けて、幅広く支援していきます。
通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、利用者の方々が充実した生活を送れるように支援していきます。（就労継続支援B型）
余暇活動の他、軽作業を行い、充実感のある生活を送れるよう支援していきます。（生活介護）

ワーク薬師 〒420-0906  静岡県静岡市葵区薬師5-12
TEL 054-655-3040  FAX  054-655-3041

● 作業内容 自主製品の製造販売、清掃業務、室内軽作業、一般企業からの請負作業

● 主な対象者 知的に障害のある方

● 利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

● 定員 就労継続支援Ｂ型 １４名

生活介護 ６名

グループホーム百夏寮

障害のある方にとっての「普通の暮らし」を基本に、日常生活をサポートする住まいです。
地域において自立した日常生活を営むために必要な、食事や入浴等の介護など、日常生活を営む上で必要な支援を行います。
平日は原則として、就労や日中活動支援事業所で活動します。

＜共同生活援助＞
1) 利用者に対する相談
2) 食事の提供

3) 健康管理・金銭管理の援助
4) 余暇活動の支援
5) 緊急時の対応

6) 職場等との連絡調整
7) 財産管理等の日常生活に必要な援助
8) 食事や入浴等の介護

9) その他日常生活に必要な援助、介護

ワーク薬師

百夏寮

● 主な対象者 知的に障害のある方

● 利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

● 定員 Ａ棟(男子棟)７名[完全個室] ／ Ｂ棟(女子棟)７名[完全

個室]

アクセス
・ＪＲ静岡駅前から約８Km(車で約２０分)
・新東名新静岡ＩＣから約５.５Km(車で約７分)・東名清水ＩＣから約８Km(車で約２５分)

アクセス
・ＪＲ静岡駅前から約８Km(車で約２０分)
・新東名新静岡ＩＣから約５.５Km(車で約７分)・東名清水ＩＣから約８Km(車で約２５分)

社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 静岡地区 ]
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 静岡地区 ]

就労継続支援B型アトリエ・ポルト 〒420-0906  静岡県静岡市葵区薬師4-5
TEL 054-655-3090（代） FAX  054-655-3091

主に知的障害をお持ちの方の自立に向けて、幅広く支援していきます。

通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力の向上をめざし、地域社会への就労に向けた
支援を行います。

アクセス

就労継続支援Ｂ型 [定員２０名]

●作業内容 パンの製造 菓子の製造

軽作業、各種袋詰め作業

イベント販売 移動販売

●利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

・JR静岡駅前から約8Km(車で約20分) ・新東名新静岡ICから約5.5Km(車で約7分) ・東名清水ICから約8Km(車で約25分)
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 静岡地区 ]

グループホーム

障害のある方にとっての「普通の暮らし」を基本に、

日常生活をサポートする住まいです。

地域において自立した日常生活を営むために必要な、食事や入浴等の介護など、日常生活を営む上で必要な支援を行います。
平日は原則として、就労や日中活動支援事業所で活動します。

有永寮 〒420-0965 静岡県静岡市葵区有永町8-12
TEL.054-249-1122 FAX.054-249-1155

・JR静岡駅前から約8Km(車で約15分) 新東名新静岡ICから約4Km(車で約8分) ・国道1号線バイパス唐瀬ICから約3km(車で約5分)アクセス

＜共同生活援助＞

1) 利用者に対する相談

2) 食事の提供

3) 健康管理・金銭管理の援助

4) 余暇活動の支援

5) 緊急時の対応

6) 職場等との連絡調整

7) 財産管理等の日常生活に必要な援助

8) 食事や入浴等の介護

9) その他日常生活に必要な援助、介護

● 主な対象者

知的に障害のある方

● 利用者年齢

原則として１８歳以上６５歳未満

● 定員 １２名

● 主な対象者 静岡市内に住所を有し、特別支援学校に就学する児童又は生徒。

なお、普通学級に就学する児童であっても、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を所有

している児童、又は医師の診断により障害があると認められる児童は利用対象となります。

● 利用日時 月曜日～金曜日 学校の授業実施日は学校終了時～１８時まで、長期（臨時）休校日は８時～１８時まで。

土日等はサービスの提供はできません。

● 利用費用 各区役所の生活支援課、又は有永寮職員にご相談ください。

● 定員 １０名

＜放課後等デイサービス＞

ご本人に合った遊びや生活支援を実施します。

・集団遊び ・クッキング

・運動遊び ・水遊び(夏期)

・身辺自立の支援

・社会生活の支援

・絵画制作

・リトミック

放課後等デイサービス

放課後の支援を必要とする特別支援学校等の児童

を対象に、学校における授業の終了後や長期（臨

時）休校日において、放課後の活動を支援します。
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 静岡地区 ]

障害のある方にとっての「普通の暮らし」を基本に、

日常生活をサポートする住まいです。

地域において自立した日常生活を営むために必要な、食事や入浴等の介護など、日常生活を営む上で必要な支援を行います。
24時間365日サービスを提供し、レクリエーションや創作活動、外出支援も行います。

コパン羽鳥 〒421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥6丁目23-13
TEL.054-278-5036 FAX.054-278-5037

・JR静岡駅前から約6Km(車で約15分) 新東名新静岡ICから約10Km(車で約20分)・国道1号線バイパス羽鳥ICから約3km(車で約5分)アクセス

日中サービス支援型グループホーム

＜共同生活援助＞

1) 利用者に対する相談

2) 食事の提供

3) 健康管理・金銭管理の援助

4) 余暇活動の支援

5) 緊急時の対応

6) 職場等との連絡調整

7) 財産管理等の日常生活に必要な援助

8) 食事や入浴等の介護

9) その他日常生活に必要な援助、介護

● 主な対象者

知的に障害のある方

● 利用者年齢

原則として１８歳以上６５歳未満

● 定員 １０名（男性のみ）
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 静岡地区 ]

児童発達支援トミーズ 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町46中町クリニックファームビル2F
TEL.054-255-1553 FAX.054-255-1553

・JR静岡駅前から徒歩で約１５分(中町交差点角)アクセス

お子さまの個性や発達・成長に合わせて、子育てに寄り添い、サポートします。

発達に心配のある子どもたちを対象に、一人ひとりに合わせた相談支援を行い、日常生活の基本動作の中から、

いきいきと充実した生活や就学に必要な能力が育まれるようサポートしていきます。

<主な活動と目的>

・小さな集団生活を経験し、友だちとのコミュニケーションの力を育む練習をします。

・生活リズムを整え、日常生活の基本動作を身につけていきます。

<プログラム>

・運動遊び ・散歩 ・リズム遊び ・造形活動 ・季節の行事 など

●定員 １０名

●利用日時 月～土 ９：００～１７：００

指定特定相談支援事業

ホープ
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町46 中町クリニックファームビル4F
TEL.054-260-7701 FAX.054-260-7703
営業時間／月曜日～金曜日 9:00～17:00 ※12月30日～1月3日を除く

・JR静岡駅前から徒歩で約１５分(中町交差点角)アクセス

相談者さまのお気持ちに寄り添えるようサポートします。

福祉サービスの利用が、皆様の生活の支えとなったり充実したものになるように、各事業所とつながりを作ります。

指定障害児相談支援事業

主な相談内容 ① 日常生活全般に関する相談

② 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供

③ サービス利用計画又は障害児支援計画の作成及び評価

④ 訪問による継続的なモニタリング

⑤ ①から④に附帯するその他必要な相談支援

ホープのサービス内容や、サービス等利用計画・障害児支援利用計画について、ご不明な点がございましたら
ホープまでお問い合わせください。また、ご来訪いただく際には、相談員が相談対応等により不在の場合がご
ざいますので、事前にお電話をいただくと確実です。

相談方法

受付 日程調整 相談

計画の作成は相談員
にお任せください
ホープは市が指定す
る「指定特定相談支
援事業者」・「指定
障害児相談支援事業
者」ですので、サー
ビス等利用計画や障
害児支援利用計画の
作成が行えます。

計画作成にかかる
費用について
計画作成の際、利用
者の費用負担はあり
ません。※計画を作

成した「指定特定相談
支援事業者」または
「指定障害児相談支援
事業者」に対しては、
市から一定額の報酬が
支払われます。

サービス等利用計画の作成時期について
サービスの新規申請（追加を含む）、支給期間更新、
支給量の変更を行う際に、サービス等利用計画書の
作成が必要となります。区役所生活支援課（または、
精神保健福祉課、保健所清水支所、児童相談所）か
ら計画作成依頼書が交付されます。各サービスの支
給期間は、概ね本人の誕生月の末日となっています
（施設入所者を除く）。サービスの種類によって、
１年更新・３年毎更新があります。 更新時期につい
ては、ご利用の受給者証をご確認ください。

適切な支援のために、
サービス等利用計画を
作成しましょう
サービス等利用計画・障害
児支援利用計画が作成され
なくても、サービスの支給
決定（支給期間更新）を受
けることは可能ですが、適
切な支援を受けるためには
利用計画の作成が必要です。

サービス等利用計画とは？ サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、サービスを利用する方を支援する為の総合計画のことです。

9
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フレンズ 〒420-0905 静岡県静岡市葵区南沼上1丁目4-17
TEL.054-294-8912 FAX.054-294-8913

・静清バイパス千代田上土ICから約1km(車で約3分)

・静岡県立静岡北特別支援学校、中央特別支援学校から約2km(車で約8分)

・愛誠会望未園から約2.5km(車で約5分)

アクセス

特別支援教育を受けているお子様達を、放課後や学校の長期休みの際にお預かりし、様々なレクリエーション等を

友達との共同作業でものを作り上げたり、外出したりと色んな経験を養っていただきます。

放課後等デイサービス

● 主な対象者 静岡市内に住所を有し、特別支援学校に就学する児童又は生徒。

なお、普通学級に就学する児童であっても、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を所有

している児童、又は医師の診断により障害があると認められる児童は利用対象となります。

● 利用日時 月曜日～土曜日（祝日営業）

※学校の授業実施日は、学校終了時～１８時まで

長期（臨時）休校日は８時～１８時まで

● 利用費用 各区役所の生活支援課、又はフレンズまでご相談ください。

● 定員 １０名

＜放課後等デイサービス＞

ご本人に合った遊びや生活支援を実施します。

・集団遊び ・クッキング

・運動遊び ・水遊び(夏期)

・身辺自立の支援

・社会生活の支援

・絵画制作

・リトミック

放課後の支援を必要とする特別支援学校等の児童を対象に、

学校における授業の終了後や長期（臨時）休校日において、放課後の活動を支援します。

社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 静岡地区 ]
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 藤枝/島田地区 ]

生活介護

常に介護を必要とする障害者のみなさまを幅広く支援していきます。

生活全般の介護を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。
また、自立して日常生活や社会生活を送ることができるように、生活能力の向上のための支援・訓練を行います。

ワーク稲川 〒426-0022  静岡県藤枝市稲川1丁目1-11
TEL.054-641-7070 FAX.054-641-7071

アクセス

グループホーム

障がいのある方にとっての「普通の暮らし」を基本に、日常生活上の支援をします。

地域において自立した日常生活を営むために必要な、食事や入浴等の介護など、日常生活を営む上で必要な支援を行います。
全室個室制でプライバシーも安心。男子寮と女子寮があります。

幸央寮
〒426-0022  静岡県藤枝市稲川1丁目1-11
TEL.054-641-7070 FAX.054-641-7071

・JR藤枝駅から約３Km(車で約７分) ・藤枝バイパス西藪田ICから約４Km(車で約１０分))アクセス

＜共同生活援助＞

1) 利用者に対する相談

2) 食事の提供

3) 健康管理・金銭管理の援助

4) 余暇活動の支援

5) 緊急時の対応

6) 職場等との連絡調整

7) 財産管理等の日常生活に必要な援助

8) 食事や入浴等の介護

9) その他日常生活に必要な援助、介護

●主な対象者 知的に障害のある方

●利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

●定員 男子棟７名[完全個室] / 女子棟７名[完全個室]

＜生活介護＞

日中活動の概要 ・創作活動・室内軽作業 ・ 一般企業からの請負作業 など

●主な対象者 障害支援区分３以上の方が対象となります。

(５０歳以上の方は２以上)

●利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

●定員 ４０名

・JR藤枝駅から約3Km(車で約7分) ・藤枝バイパス西藪田ICから約4Km(車で約10分))

11
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いっぽ 〒426-0026 静岡県藤枝市前島2丁目1-43プラザⅡ3階
TEL. 054-639-7963

・JR藤枝駅から徒歩４分。アクセス

お父さん、お母さんの不安や悩みに寄り添って一緒にお子様の成長をサポートします。

児童発達支援

●対象者：発達に課題をもっている未就学のお子様とその家族

●定 員：１０名

●開所日：月曜日～金曜日（年末年始など事業所が指定する日を除く）

●時 間：９：３０～１５：３０(家庭の事情やお子様の様子で利用時間を相談させていただきます。）

●送 迎：自宅までの送り迎えします。

●その他：手続きや利用の仕方など、わからないことは何でもご相談ください。

＜サービス内容＞

・日常生活の基本動作を身につけます。

・小さな集団生活から友だちとのコミュニ

ケーションを育む練習をします。

・体をうごかす、座って集中する活動など

バランスよく行います。

あそびや様々な体験からお子様の「やりたい」「しりたい」という気持ちを育みます。

社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 藤枝/島田地区 ]
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ワーク旭 〒427-0018 静岡県島田市旭3丁目7-28
TEL. 0547-39-6477

・JR島田駅から約2.5km（車で約6分）

・藤枝バイパス野田ICから約4km（車で約10分）
アクセス

生活全般の介護を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。

また、自立して日常生活や社会生活を送ることができるように、生活能力の向上のための支援・訓練を行います。

生活介護

＜生活介護＞

●日常活動の概要

・創作活動

・室内軽作業

・一般企業からの請負作業 など

●対象者：障害支援区分３以上の方（５０歳以上の方は２以上）

●定 員：２０名

●利用者年齢：原則として１８歳以上６５歳未満

常に介護を必要とする障害者のみなさまを幅広く支援していきます。

社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 藤枝/島田地区 ]

13
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 伊豆地区 ]

天城の杜 特別養護老人ホーム

1F 平面図

豊かな自然の中、開放的な施設で、ゆとりある高齢者介護サービスを提供します。
利用される方とご家族のニーズに応えられる介護計画を作成します。また、地域交流の機会を多く持ち、施設で生活しながらも社会参加を感
じていただけるように努めます。

〒410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島939番41
TEL 0558-75-8660 FAX 0558-75-8662

＜ユニット型個室（月・星・花・宙）＞

２階フロアに１０名単位の４ユニットがあり、それぞれに共同生活室を設け

ています。

＜多床室（雪）＞

３階フロアに３名部屋１０室と食堂を設けています。

＜短期入所生活介護《ショートステイ》（すみれ）＞

３階フロアに３名部屋６室と２名部屋１室、食堂を設けています。

利用者様とご家族のご要望に合わせて、短期間利用していただきます。

介護予防短期入所生活介護も利用可能です。

＜通所（介護デイサービスセンター―・天城の杜）＞

１階フロアに定員３０名のデイサービスセンターを設けています。

介護予防通所介護も利用可能です。

８:３０から１７:３０の営業時間となります。

●主な対象者 要介護認定・要支援認定を受けている方が対象になります。

●利用者年齢 概ね６５歳以上の高齢者の方になります。

●定員 特別養護老人ホーム

ユニット型個室 ４０名

多床室 ３０名

短期入所生活介護 ２０名

通所介護 ３０名

アクセス ・修善寺道路修善寺ＩＣから約１５Km(車で約２０分)

3F 平面図

2F 平面図

14
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 ［伊豆地区］

伊豆天城ハウス 軽費老人ホーム

2016年4月、伊豆に軽費老人ホーム ”伊豆天城ハウス”が開所いたしました。

＜概 要＞

名 称 軽費老人ホーム 伊豆天城ハウス

住 所 〒 ４１０ - ３２０６静岡県伊豆市湯ヶ島９３７

利用対象者 ○自立型／１０名
及び定員 ◆６０才以上（ご夫婦の場合はどちらかが６０才以上）の方

◆共同生活ができる方
◆家族と同居することが困難である方

○ 特定型（介護型）／６０名
◆要支援・要介護認定を受けられている方は

特定施設入居者介護サービスを受けることができます

＜施設の特徴＞

介護保険の認定を受けていらっしゃる方（要支援１、２・要介護１～５）は併設施設の

介護保険（介護サービス付）を使った「特定施設入居者生活介護」に入居できます。

・三島駅から修善寺駅まで伊豆箱根鉄道で約３５分▶修善寺駅から東海バスで約３５分「天城の杜」停下車▶徒歩約１分アクセス

〒410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島937 
TEL 0558-75-8010 FAX 0558-85-2520

1F 平面図 2F 平面図

2016年4月開所

天城の豊かな自然に囲まれて、安心と快適な自立した生活サービスをご提供させて頂きます。

15
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 千葉地区 ]

生活介護

生活全般の介護を行うとともに、生産・運動・文化活動の機会を提供します。

また、自立して日常生活や社会生活を送ることができるように、生活能力の向上のための訓練を行います。

ワーク幕張
〒262-0032  千葉県千葉市花見川区幕張町4-606
TEL.043-213-3773 FAX.043-213-3772

・JR幕張駅から徒歩で約３分アクセス

■日中活動の概要

・一般企業からの請負作業

・手芸、農耕、紙すき、調理実習

・音楽、体力作り など

●主な対象者 障害支援区分３以上の方が対象となります。

(５０歳以上の方は２以上)

●利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

●定員 生活介護３０名

グループホーム

自立した日常生活を営むために必要なさまざまな支援を行います。

障がいのある方にとっての「普通の暮らし」を基本に、日常生活上の支援を行います。モットーは「自分の事は、自分で」です。
平日は原則として、就労やワーク幕張などの日中活動支援事業所で活動します。

啓生寮 〒262-0018 千葉県千葉市花見川区畑町1701
TEL.043-276-9922(FAXも共通)

・JR新検見川駅から車で約７分 ・京葉道路 武石ICから車で約１０分アクセス

＜共同生活援助＞

1) 利用者に対する相談

2) 食事の提供

3) 健康管理・金銭管理の援助

4) 余暇活動の支援

5) 緊急時の対応

6) 職場等との連絡調整

7) 財産管理等の日常生活に必要な援助

8) 食事や入浴等の介護

9) その他日常生活に必要な援助、介護

●主な対象者 知的に障害のある方

●利用者年齢 原則として１８歳以上６５歳未満

●定員 男子棟７名[完全個室] / 女子棟７名[完全個室]

16
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 千葉地区 ]

児童発達支援

障がいを持たれたお子様に対して、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練等を行います。

幕張キッズ

・ＪＲ幕張駅から徒歩で約７分アクセス

●主な対象者 知的障害および発達障害児

●利用者年齢 2歳～高校生

●定員 児童発達支援１０名 放課後等デイサービス１０名

●営業時間 ≪児童発達支援≫

月～土：９時００分～１８時００分（日曜・祝日及び年末年始は除く）

≪放課後等デイサービス≫

① 月～金：放課後～１８時００分

② 祝日及び学校休校日（日曜・年末年始は除く）：９時００分～１８時００分

＜児童発達支援＞ ＜放課後等デイサービス＞

１．幼児期の子どもは何処まで基本的動作を習得できるか未知数の為、訓練の機会を多く持ち家庭でも継続して

もらうよう指導します

２．家庭・施設・医療が連携したサポートを適切に行います

３．五感「見る、聞く、触れる、味わう、嗅ぐ」を生かした活動の中からひとりひとりの個性と可能性を引出します

４．知・情・体の調和の取れた保育を実現します

障がいを持たれたお子様は、生活経験が未熟な年齢層である為、基本的動作の習得に保護者を含めた支援が必要です。

また知的障害だけではなく自閉症スペクトラムなどいろいろな障がいに対しても十分な配慮をします。

放課後等デイサービス

●お問い合せ ≪児童発達支援事業≫

〒２６２-００３２

千葉県千葉市花見川区幕張町５丁目４１７-２２２

幕張グリーンハイツ１１７

TEL.０４３-２３９-７２１０ FAX.０４３-２７２-２５８８

≪放課後等デイサービス≫

千葉県千葉市花見川区幕張町５丁目４１７-２２２

幕張グリーンハイツ１２０

TEL.０４３-２３９-５１７７ FAX.０４３-２７２-０６００
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 市川地区 ]

セレンディピティこどもセンター 保育園

広々とした室内・園庭や豊かな自然の中、様々な活動を通じて
「人を思いやり、優しくいたわる心」「素直な心」「創造する心」を育みます。

・東京メトロ東西線「妙典」駅から徒歩15分アクセス

＜施設概要＞

開所年月日 令和４年４月１日

定員 ４０名 ３歳１３名・４歳１３名・５歳１４名
※肢体不自由児の受入あり（要相談）

開所時間 ９：００～１６：００
閉所日 土曜・日曜・祝日、年末年始（１２／２９～１／３）
実施事業 児童発達支援センター

保育所等訪問支援事業・障害児相談支援事業
お問い合せ TEL ０４７－３１６－２３１６

FAX ０４７－３１６－２３１７

＜保育の理念＞

”奉仕のこころ”誠実な気持ちで他者を愛す

保育理念に基づく愛情あふれる環境の中、子ども一人ひとりの健やかな発達を保障する保育を行うことで、

子どもと家庭と社会に貢献する

<保育目標>

・子ども一人ひとりが心身ともに健やかな発達が出来るよう環境を整えます

・集団生活が出来るよう個別的療育と集団的療育を行います

・子どものできること、できたことを大切にする環境を整えます

<特色>

・児童指導員、保育士、理学療法士、言語聴覚士、看護師、栄養士など専門の職員たちによるチーム連携

・保育所等訪問支援事業

保護者の要望を受け、他保育園及び幼稚園訪問し助言支援をいたします

・障害児相談支援事業

障害児支援利用計画書の作成、その他福祉サービスのご案内をいたします

・食物アレルギー児には除去食対応

児童発達支援

◇セレン学園 児童発達支援

〒272-0103 千葉県市川市本行徳1266番2
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 市川地区 ]

・東京メトロ東西線「妙典」駅から徒歩15分アクセス

＜施設概要＞

開所年月日 令和４年４月１日

定員 ９０名 ０歳９名・１歳１２名・２歳１５名・
３歳１８名・４歳１８名・５歳１８名
※発達障がい児受け入れ有り（要相談）
※定員には発達支援児を含みます

開所時間 ７：００～１９：００
＜基本開所時間＞７：００～１９：００（１２h）
＜標準時間＞ ７：３０～１８：３０（１１h）
＜短時間＞ ９：００～１７：００（ ８h)

閉所日 日曜日、祝日、年末年始（１２／２９～１／３）

受入児童 生後５７日目から
お問い合せ TEL ０４７－３１６－１７０３

FAX ０４７－３１６－１７０４

<保育理念>
”奉仕のこころ”誠実な気持ちで他者を愛す
園是に基づく愛情あふれる環境の内、教育に重きを置いた保育を行うことで、
子どもと家庭と社会に貢献する

<保育目標>
・子ども一人ひとりの人格を尊重し、発達に応じた保育を提供する
・子どもたちが「安心」「安全」に過ごすことができる環境を整備する
・子どもの知能・運動能力を引き出し最大限に伸ばす教育環境を整える

<特色>
・導入メニューに基づく保育プログラム

※各専門の講師による年齢発達に応じた保育プログラムに意欲的に
取組みます（英語・絵画造形・体操教室・スイミング）

・自然との共生・食育、地産地消
畑で野菜の栽培と収穫

・食物アレルギー児には除去食対応

◇セレン保育園 保育園

（市川市こども送迎ステーション運営業務委託）
市川市こども送迎ステーションの運営及びステーションから保育所等までの児童の送迎に係る運行業務を
安全かつ確実に実施することで、ステーションを利用する児童の保育環境の向上を目的とする事業です。

所 在 地 〒２７２－０１３３ 千葉県市川市行徳駅前２ー１０ー１
電話番号 ０４７ー３１６－０８１５
定 員 20名
開所時間 ７：００～８：３０ ／ １７：３０～１９：００
閉 所 日 日曜日、祝日、年末年始（１２／２９～１／３）
受入児童 ３歳児クラス～５歳児クラス
開所年月日 令和４年４月１日

アクセス ・東京メトロ東西線「行徳」駅から徒歩3分

●アイキッズステーション行徳 送迎ステーション
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 船橋地区 ]

■英語、体育、プール、音楽、絵画造形、異年齢交流地域子育て支援

◇英語教室・・・英語の先生がプログラムを基に毎週、歌や遊びを交えて、楽しく英語教室を行っています。

ネイティブな英語に子どもたちが慣れていく姿に感心です。

【４、５歳児クラス 週２回 １回３０分】

◇体育指導・・・幼児専門の体育講師が年齢、発達に応じた体育プログラムを基にマット運動、鉄棒、跳び

箱、ボール、パラバルーン、組体操、集団ゲーム（遊び）などを行っています。

【３,４,５歳児クラス対象】

◇プール活動・・徒歩１０分の所にある近隣のスイミングスクールでレッスンを受けます。定期的に着衣水泳

の体験もあります。

【４,５歳児クラス対象 週１回分、１レッスン１,５００円、別途申込みが必要になります】

◇音楽活動・・・発達に応じた楽器を使い、朝の集まりでは季節の歌をうたったり、リズム打ちやピアニカの

演奏（５歳児）に取り組んでいます。

◇絵画造形・・・子どもにとって必要な”感性”や”創造力”を「絵画」「粘土」「工作」「陶芸」などの素材

体験を通して育てます。【３,４,５歳児クラス対象】

◇異年齢交流・・毎月１回の誕生日会や異年齢での食事、園外保育等交流を深める活動を大切にしています。

【３,４,５歳児クラス】

◆子育て支援・・地域の子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進を図ることを目的に毎月１回子育て支援

を実施しております。

船橋市認可 リサ保育園 保育園

通常保育に加え、法人理念に基づき障害を持つお子様の受入れを積極的に行い
単なる待機児童の解消で終わらない統合的機能を持った保育所を目指します。

・西船橋駅前から約０.６Km(徒歩約８分)アクセス

〒273-0024  千葉県船橋市海神町南１丁目728番
TEL. 047-404-5621

＜施設概要＞

開所年月日 平成２６年４月１日

認可定員 ９０名※定員には発達支援児を含みます。
開園時間 ７：００～２０：００

(土曜 ７：００～１９：００)
実施事業 時間外保育、発達支援児保育

＜保育の特色＞
１．『丈夫なからだ、丈夫な心を育む』

各専門講師による「体育」「水泳」「英語」「絵画造形」を行い、子どもの知能・運動能力を最大限に伸ばす
保育環境を整えています。

２．『ふれ合うことで育む』
通常保育に加え法人理念に基づき障害を持つ子どもと健常児が共に育つ事ができる統合的機能を持った保育園です。

３．『遊びたい心を育む』
子ども一人ひとりの主体性、創造性を大切にし、生き生きと遊べる環境を目指しています。
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 [ 品川地区 ]

認可保育園アイ保育園 保育園

通常保育に加え、法人理念に基づき障害を持つお子様の受入れを積極的に行い
単なる待機児童の解消で終わらない統合的機能を持った保育所を目指します。

・新馬場駅、天王洲アイル駅から徒歩約１０分アクセス

〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目36番11号
TEL. 03-6712-1418

＜施設概要＞

開所年月日 平成３０年４月１日

認可定員 ６０名※定員には発達支援児を含みます。
開園時間 ７：３０～１８：３０（１１時間）

※短時間認定の支給を受けている方は
上記の１１時間の内８時間ご利用いただけます。
早朝、夜間延長時間はご利用いただけません。

早朝延長時間 ７：００～７：３０
夜間延長時間 １８：３０～２０：００
休園日 日曜日、祝日、年末年始（１２／２９～１／３）
受入児童 生後５７日から
実施事業 時間外保育、発達支援児保育

＜法人理念、園是、保育理念について＞

【 園 是 】

【保育理念】

【保育目標】

“奉仕のこころ”誠実な気持ちで他者を愛す

園是に基づく愛情あふれる環境の内、教育に重きを置いた保育を行うことで、
子どもと家庭と社会に貢献する

■子どもひとりひとりの人格を尊重し、発達に応じた保育を提供する
■子どもの知能・運動能力を引出最大限に伸ばす教育環境を整える
■子どもたちが「安心」・「安全」に過ごすことができる環境を整備する

≪施設概要≫ 保育室の一部をご紹介

▼１歳児保育室 ▼４歳児保育室
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社会福祉法人 愛誠会

施設のご案内 ［埼玉・三郷地区］

みさとガーデン 特別養護老人ホーム

2015年3月、埼玉・三郷の街に、特別養護老人ホーム “みさとガーデン”が開所しました。

＜概 要＞

名 称 特別養護老人ホーム みさとガーデン

住 所 〒 ３４１-００１３ 埼玉県三郷市小谷堀４７５－１

利 用 定 員 １００名
利用対象者 介護保険要介護認定を受けている方

(介護度３以上の方を基本としております)

＜ユニットケアの理念＞

「今までの暮らしが継続できるようにケアをすること」

＜みさとガーデンの目指すもの＞

「少人数で生活を楽しみ、家庭的な雰囲気の中でなじみ
の 関係にある介護スタッフによりその人らしい生活を
継続できるよう一人一人の個性や生活リズムに合った

ケアを目指します。」

・ＪＲ三郷駅から東武バス「丹後保育所入口」下車徒歩12分アクセス

〒341-0013 埼玉県三郷市小谷堀475-1 
TEL 048-960-0351

1F 平面図

2F 平面図

3F 平面図
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社会福祉法人

愛誠会
＜法人本部＞
〒420-0905 静岡県静岡市葵区南沼上1815番の1
TEL 054-655-3030（代） FAX 054-655-3056
https://swc-aisei.or.jp

障害児

高齢者

保育

リサ保育園

アイ保育園

セレン保育園

天城の杜 <特別養護老人ホーム>

伊豆天城ハウス＜軽費老人ホーム＞

みさとガーデン <特別養護老人ホーム>

《 施設一覧 》

有永寮 障害児通所 <放課後等デイ> 

トミーズ <児童発達支援>

フレンズ <放課後等デイ> 

ホープ <障害児相談>

いっぽ＜児童発達支援＞

幕張キッズ <児童発達支援／放課後等デイ>

セレン学園

TEL 054-249-1122

TEL 054-255-1553

TEL 054-294-8912

TEL 054-260-7701 

TEL 054-639-7963

TEL 043-239-7210

TEL 047-316-2316

TEL 0558-75-8660

TEL 0558-75-8010

TEL 048-960-0351

〒410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島939番41

〒410-3206 静岡県伊豆市湯ヶ島937

〒341-0013 埼玉県三郷市小谷堀475-1

〒273-0024 千葉県船橋市海神町南1丁目728 番

〒140-0002 東京都品川区東品川１丁目36番11号

〒272-0103 千葉県市川市本行徳1266番2

TEL 047-404-5621

TEL 03-6712-1418

TEL 047-316-1703

〒420-0965 静岡県静岡市葵区有永町8-12

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町46中町ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑﾋﾞﾙ2F

〒420-0905 静岡県静岡市葵区南沼上1丁目4-17

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町46中町ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑﾋﾞﾙ4F

〒426-0026  静岡県藤枝市前島2丁目1-43プラザⅡ3 階

〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目417-222

幕張グリーンハイツ120号/117号

〒272-0103 千葉県市川市本行徳1266番2

障害者

望未園 <施設入所／生活介護／短期入所／日中一時>

百夏寮 <グループホーム>

有永寮 <グループホーム>

コパン羽鳥<グループホーム>

ワーク薬師 <就労Ｂ型／生活介護>

アトリエ・ポルト <就労Ｂ型> 

ホープ <特定相談>

ワーク稲川 <生活介護> 

幸央寮 <グループホーム>

ワーク旭＜生活介護＞

ワーク幕張 <生活介護> 

啓生寮 <グループホーム／日中一時> 

〒420-0905 静岡県静岡市葵区南沼上1815番1

〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師5-12

〒420-0965 静岡県静岡市葵区有永町8-12

〒421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥6-23-13

〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師5-12

〒420-0906 静岡県静岡市葵区薬師4-5

〒420-0853  静岡県静岡市葵区追手町46 中町ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾑﾋﾞﾙ4F

〒426-0022  静岡県藤枝市稲川1丁目1-11

〒426-0022 静岡県藤枝市稲川1丁目1-11

〒427-0018 静岡県島田市旭3丁目7-28

〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町4-606

〒262-0018 千葉県千葉市花見川区畑町1701

TEL 054-655-3030(代)

TEL 054-655-3040

TEL 054-249-1122

TEL 054-278-5036

TEL 054-655-3040

TEL 054-655-3090

TEL 054-260-7701

TEL 054-641-7070

TEL 054-641-7070

TEL 0547-39-6477

TEL 043-213-3773

TEL 043-276-9922
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