
●正常院浜中交番●

浜中郵便局●

浜中保育園●

●浜中小
至 広岡

至 庄内空港
至 湯野浜

至 酒田市内

池田内科医院　
浜中診療所 ●

こもれびの郷 浜中

デイサービス / 小規模多機能 / 居宅介護支援事業所

TEL． 0234-92-3355
FAX． 0234-92-3368

ライフケア黒森 検索

mail:  info@syokaku-lc.com

特別養護老人ホーム / ショートステイ / デイサービス /
小規模特養老人ホーム / ユニット型ショートステイ / グループホーム /
居宅介護支援事業所 / 在宅介護支援センター / 地域包括支援センター

TEL． 0234-92-3371
FAX． 0234-92-3436

TEL． 0234-92-3372
FAX． 0234-92-3436

TEL． 0234-92-3414
FAX． 0234-92-3385

TEL． 0234-92-3451
FAX． 0234-92-3385

TEL． 0234-35-8600
FAX． 0234-35-8611

TEL． 0234-35-8610
FAX． 0234-35-8611

TEL． 0234-27-3015
FAX． 0234-35-8611

TEL． 0234-92-3170
FAX． 0234-92-3180

デイサービス

デイサービスデイサービス

小規模多機能小規模多機能

デイサービスデイサービス

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

デイサービスデイサービス

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

ショートステイショートステイ特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム 在宅介護支援センター在宅介護支援センター

グループホームグループホーム

小規模特養老人ホーム小規模特養老人ホーム ユニット型ショートステイユニット型ショートステイ

地域包括支援地域包括支援センターセンターかわみなみかわみなみ

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
・小規模特養
・ユニット型ショートステイ

・特別養護老人ホーム
・ショートステイ
・デイサービス
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
                  かわみなみ

認知症対応型デイサービス

TEL． 0234-92-3427
FAX． 0234-92-3351

〒998-0111　山形県酒田市黒森字葭葉山 54 番 10

〒999-8164　山形県酒田市漆曽根字腰廻 34 番地

〒998-0112　山形県酒田市浜中字上村 378 番 1

〒998-0111　山形県酒田市黒森字境山 616 番 1

357357

デイサービスデイサービス

法 人 理 念

方 針

「共同」 「探求」 「創造」「共同」 「探求」 「創造」「共同」 「探究」 「創造」

ご利用者本意ご利用者本意
情報収集 ・ 発信情報収集 ・ 発信
問題意識と的確な判断問題意識と的確な判断

ご利用者本意
情報収集 ・ 発信
問題意識と的確な判断



北のかがやき

社会福祉法人　正覚会の取り組み社会福祉法人　正覚会の取り組み

  
  
  
3月31日3月31日　　      北のかがやき小規模多機能型    北のかがやき小規模多機能型
　　　　         　　居宅介護事業として指定を受ける　　　　         　　居宅介護事業として指定を受ける
                                     （山形県0690800198号）                                      （山形県0690800198号） 

4月1日　4月1日　         北のかがやき小規模多機能型     北のかがやき小規模多機能型
　　　　　     　　　　　　　　　居宅介護事業開始 　　　　　     　　　　　　　　　居宅介護事業開始 

10月31日10月31日　   こもれびの郷　   こもれびの郷
　　　　　     浜中通所介護事業として指定を受ける　　　　　     浜中通所介護事業として指定を受ける
                                     （山形県0670801661号）                                      （山形県0670801661号） 

11月1日11月1日　　     こもれびの郷浜中通所介護事業開始     こもれびの郷浜中通所介護事業開始

平成１０年平成１０年
平成１２年平成１２年

平成１６年平成１６年

平成１８年平成１８年

8月7日8月7日　　          社会福祉法人正覚会設立許可       社会福祉法人正覚会設立許可 

2月1日2月1日　   　  　   　  特別養護老人ホームライフケア黒森事業開始特別養護老人ホームライフケア黒森事業開始
 　　　　   　 　　　　   　     短期入所生活介護事業開始 短期入所生活介護事業開始
                                                   介護サービスセンター通所事業開始 介護サービスセンター通所事業開始
 　　　         　在宅介護支援センター事業開始  　　　         　在宅介護支援センター事業開始 
    
3月27日3月27日           　ライフケア黒森 　ライフケア黒森
                          指定介護老人福祉施設として指定を受ける                          指定介護老人福祉施設として指定を受ける
                                     （山形県0670800408号）                                     （山形県0670800408号）
                          ライフケア黒森                          ライフケア黒森
                          指定短期入所生活介護事業所として指定を受ける                          指定短期入所生活介護事業所として指定を受ける
                                    （山形県0670800499号）                                    （山形県0670800499号）
                          ライフケア黒森                          ライフケア黒森
                          指定通所介護事業所として指定を受ける                          指定通所介護事業所として指定を受ける
                                     （山形県0670800481号）                                     （山形県0670800481号）
                          ライフケア黒森                          ライフケア黒森
                          指定居宅介護支援事業所として指定を受ける                          指定居宅介護支援事業所として指定を受ける
                                     （山形県0670800424号）                                      （山形県0670800424号） 

11月30日11月30日               こもれびの郷境山 こもれびの郷境山
                          指定通所介護事業所として指定を受ける                          指定通所介護事業所として指定を受ける
                                     （山形県0670800986号）                                      （山形県0670800986号） 

12月1日12月1日　       こもれびの郷境山指定通所介護事業開始 　       こもれびの郷境山指定通所介護事業開始 

3月30日3月30日　       北のかがやき介護サービスセンター　       北のかがやき介護サービスセンター
                                                   指定居宅介護支援事業所として指定を受ける 指定居宅介護支援事業所として指定を受ける
                                    （山形県0670801133号）                                    （山形県0670801133号）
　　　　　　　　　　　　　　地域包括支援センターかわみなみ  酒田市より事業受託地域包括支援センターかわみなみ  酒田市より事業受託
　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　  　（山形県0600800056号）（山形県0600800056号）

4月1日4月1日　　　　       北のかがやき介護サービスセンター   北のかがやき介護サービスセンター
                                                             居宅介護支援事業開始                                                              居宅介護支援事業開始 
                          地域包括支援センターかわみなみ事業開始                          地域包括支援センターかわみなみ事業開始
  
4月1日4月1日   　      こもれびの郷境山   　      こもれびの郷境山
　　　　　      指定通所介護事業所を休止する　　　　　      指定通所介護事業所を休止する

11月30日11月30日             北のかがやき介護サービスセンター   北のかがやき介護サービスセンター
                          指定通所介護事業所として指定を受ける                          指定通所介護事業所として指定を受ける
                                    （山形県0670801133号）                                    （山形県0670801133号）

12月1日 12月1日 　　     北のかがやき     北のかがやき
　　　　　　　　　      介護サービスセンター通所介護事業開始　      介護サービスセンター通所介護事業開始

【効 果】

＊不安やストレスの軽減＊不安やストレスの軽減

＊リラクゼーション効果＊リラクゼーション効果

＊安眠効果＊安眠効果

平成２３年平成２３年

平成２６年平成２６年

  
  

4月1日4月1日　        小規模特別養護老人ホーム　        小規模特別養護老人ホーム
　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける
　　　　　　               (山形県0690800289号)　　　　　　               (山形県0690800289号)
　　　　  　   グループホーム　　　　  　   グループホーム
　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける
　　　　　　　　   　(山形県0690800297号)　　　　　　　　   　(山形県0690800297号)
　　　　　　 ライフケア黒森ユニット型短期入所　　　　　　 ライフケア黒森ユニット型短期入所
　　　　　     生活介護事業所として指定を受ける　　　　　     生活介護事業所として指定を受ける
　　　　　　　　   　(山形県0670801752号)　　　　　　　　   　(山形県0670801752号)

4月1日4月1日　 　     　  　小規模特別養護老人ホームライフケア黒森、小規模特別養護老人ホームライフケア黒森、
                        グループホームライフケア黒森、                        グループホームライフケア黒森、
                        ライフケア黒森ユニット型短期入所生活                        ライフケア黒森ユニット型短期入所生活
                        介護事業所、事業開始                         介護事業所、事業開始 

  
  4月1日4月1日                 北のかがやき介護サービスセンター     北のかがやき介護サービスセンター
　　　　　　　　  事業所名を北のかがやきに変更する　　　　　　　　  事業所名を北のかがやきに変更する

                         こもれびの郷                         こもれびの郷
　　　　　　  認知症対応型通所介護事業所を再開する　　　　　　  認知症対応型通所介護事業所を再開する
  

こもれびの郷

こもれびの郷浜中

平成２２年平成２２年

１． 認知症緩和ケア１． 認知症緩和ケア

２． 個別排泄ケア２． 個別排泄ケア

テーナテーナ

小規模特養ライフケア黒森
グループホームライフケア黒森

特養ライフケア黒森

平成２４年平成２４年

理事長
池田　美千代

タクティ－ル  ケアタクティ－ル  ケア

    ご利用者サービスの推進の一環として、平成 17 年 8 月よりご利用者サービスの推進の一環として、平成 17 年 8 月より
「タクティールケア」を開始しました。「タクティールケア」を開始しました。
  希望者に週に 2 回実施をしております。  希望者に週に 2 回実施をしております。

　　タクティールケアは、スウェーデンで確率された緩和ケアのタクティールケアは、スウェーデンで確率された緩和ケアの
手法です。手全体で 20 分間程度、手足などをやわらかく手法です。手全体で 20 分間程度、手足などをやわらかく
包み込むように触れることにより、穏やかな気持を体感す包み込むように触れることにより、穏やかな気持を体感す
ることができます。実施により不安やストレスの軽減を図ることができます。実施により不安やストレスの軽減を図
る効果があることから、さまざまな分野で補完的なケアのる効果があることから、さまざまな分野で補完的なケアの
手法として広く活用されています。手法として広く活用されています。
当施設では、タクティールケアを通してご利用者とともに当施設では、タクティールケアを通してご利用者とともに
穏やかな時間を過ごしています。穏やかな時間を過ごしています。

®®

®®



北のかがやき

社会福祉法人　正覚会の取り組み社会福祉法人　正覚会の取り組み

  
  
  
3月31日3月31日　　      北のかがやき小規模多機能型    北のかがやき小規模多機能型
　　　　         　　居宅介護事業として指定を受ける　　　　         　　居宅介護事業として指定を受ける
                                     （山形県0690800198号）                                      （山形県0690800198号） 

4月1日　4月1日　         北のかがやき小規模多機能型     北のかがやき小規模多機能型
　　　　　     　　　　　　　　　居宅介護事業開始 　　　　　     　　　　　　　　　居宅介護事業開始 

10月31日10月31日　   こもれびの郷　   こもれびの郷
　　　　　     浜中通所介護事業として指定を受ける　　　　　     浜中通所介護事業として指定を受ける
                                     （山形県0670801661号）                                      （山形県0670801661号） 

11月1日11月1日　　     こもれびの郷浜中通所介護事業開始     こもれびの郷浜中通所介護事業開始

平成１０年平成１０年
平成１２年平成１２年

平成１６年平成１６年

平成１８年平成１８年

8月7日8月7日　　          社会福祉法人正覚会設立許可       社会福祉法人正覚会設立許可 

2月1日2月1日　   　  　   　  特別養護老人ホームライフケア黒森事業開始特別養護老人ホームライフケア黒森事業開始
 　　　　   　 　　　　   　     短期入所生活介護事業開始 短期入所生活介護事業開始
                                                   介護サービスセンター通所事業開始 介護サービスセンター通所事業開始
 　　　         　在宅介護支援センター事業開始  　　　         　在宅介護支援センター事業開始 
    
3月27日3月27日           　ライフケア黒森 　ライフケア黒森
                          指定介護老人福祉施設として指定を受ける                          指定介護老人福祉施設として指定を受ける
                                     （山形県0670800408号）                                     （山形県0670800408号）
                          ライフケア黒森                          ライフケア黒森
                          指定短期入所生活介護事業所として指定を受ける                          指定短期入所生活介護事業所として指定を受ける
                                    （山形県0670800499号）                                    （山形県0670800499号）
                          ライフケア黒森                          ライフケア黒森
                          指定通所介護事業所として指定を受ける                          指定通所介護事業所として指定を受ける
                                     （山形県0670800481号）                                     （山形県0670800481号）
                          ライフケア黒森                          ライフケア黒森
                          指定居宅介護支援事業所として指定を受ける                          指定居宅介護支援事業所として指定を受ける
                                     （山形県0670800424号）                                      （山形県0670800424号） 

11月30日11月30日               こもれびの郷境山 こもれびの郷境山
                          指定通所介護事業所として指定を受ける                          指定通所介護事業所として指定を受ける
                                     （山形県0670800986号）                                      （山形県0670800986号） 

12月1日12月1日　       こもれびの郷境山指定通所介護事業開始 　       こもれびの郷境山指定通所介護事業開始 

3月30日3月30日　       北のかがやき介護サービスセンター　       北のかがやき介護サービスセンター
                                                   指定居宅介護支援事業所として指定を受ける 指定居宅介護支援事業所として指定を受ける
                                    （山形県0670801133号）                                    （山形県0670801133号）
　　　　　　　　　　　　　　地域包括支援センターかわみなみ  酒田市より事業受託地域包括支援センターかわみなみ  酒田市より事業受託
　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　  　（山形県0600800056号）（山形県0600800056号）

4月1日4月1日　　　　       北のかがやき介護サービスセンター   北のかがやき介護サービスセンター
                                                             居宅介護支援事業開始                                                              居宅介護支援事業開始 
                          地域包括支援センターかわみなみ事業開始                          地域包括支援センターかわみなみ事業開始
  
4月1日4月1日   　      こもれびの郷境山   　      こもれびの郷境山
　　　　　      指定通所介護事業所を休止する　　　　　      指定通所介護事業所を休止する

11月30日11月30日             北のかがやき介護サービスセンター   北のかがやき介護サービスセンター
                          指定通所介護事業所として指定を受ける                          指定通所介護事業所として指定を受ける
                                    （山形県0670801133号）                                    （山形県0670801133号）

12月1日 12月1日 　　     北のかがやき     北のかがやき
　　　　　　　　　      介護サービスセンター通所介護事業開始　      介護サービスセンター通所介護事業開始

【効 果】

＊不安やストレスの軽減＊不安やストレスの軽減

＊リラクゼーション効果＊リラクゼーション効果

＊安眠効果＊安眠効果

平成２３年平成２３年

平成２６年平成２６年

  
  

4月1日4月1日　        小規模特別養護老人ホーム　        小規模特別養護老人ホーム
　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける
　　　　　　               (山形県0690800289号)　　　　　　               (山形県0690800289号)
　　　　  　   グループホーム　　　　  　   グループホーム
　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける　　　　　     ライフケア黒森として指定を受ける
　　　　　　　　   　(山形県0690800297号)　　　　　　　　   　(山形県0690800297号)
　　　　　　 ライフケア黒森ユニット型短期入所　　　　　　 ライフケア黒森ユニット型短期入所
　　　　　     生活介護事業所として指定を受ける　　　　　     生活介護事業所として指定を受ける
　　　　　　　　   　(山形県0670801752号)　　　　　　　　   　(山形県0670801752号)

4月1日4月1日　 　     　  　小規模特別養護老人ホームライフケア黒森、小規模特別養護老人ホームライフケア黒森、
                        グループホームライフケア黒森、                        グループホームライフケア黒森、
                        ライフケア黒森ユニット型短期入所生活                        ライフケア黒森ユニット型短期入所生活
                        介護事業所、事業開始                         介護事業所、事業開始 

  
  4月1日4月1日                 北のかがやき介護サービスセンター     北のかがやき介護サービスセンター
　　　　　　　　  事業所名を北のかがやきに変更する　　　　　　　　  事業所名を北のかがやきに変更する

                         こもれびの郷                         こもれびの郷
　　　　　　  認知症対応型通所介護事業所を再開する　　　　　　  認知症対応型通所介護事業所を再開する
  

こもれびの郷

こもれびの郷浜中

平成２２年平成２２年

１． 認知症緩和ケア１． 認知症緩和ケア

２． 個別排泄ケア２． 個別排泄ケア

テーナテーナ

小規模特養ライフケア黒森
グループホームライフケア黒森

特養ライフケア黒森

平成２４年平成２４年

理事長
池田　 美千代

タクティ－ル  ケアタクティ－ル  ケア

    ご利用者サービスの推進の一環として、平成 17 年 8 月よりご利用者サービスの推進の一環として、平成 17 年 8 月より
「タクティールケア」を開始しました。「タクティールケア」を開始しました。
  希望者に週に 2 回実施をしております。  希望者に週に 2 回実施をしております。

　　タクティールケアは、スウェーデンで確率された緩和ケアのタクティールケアは、スウェーデンで確率された緩和ケアの
手法です。手全体で 20 分間程度、手足などをやわらかく手法です。手全体で 20 分間程度、手足などをやわらかく
包み込むように触れることにより、穏やかな気持を体感す包み込むように触れることにより、穏やかな気持を体感す
ることができます。実施により不安やストレスの軽減を図ることができます。実施により不安やストレスの軽減を図
る効果があることから、さまざまな分野で補完的なケアのる効果があることから、さまざまな分野で補完的なケアの
手法として広く活用されています。手法として広く活用されています。
当施設では、タクティールケアを通してご利用者とともに当施設では、タクティールケアを通してご利用者とともに
穏やかな時間を過ごしています。穏やかな時間を過ごしています。

®®

®®



●正常院浜中交番●

浜中郵便局●

浜中保育園●

●浜中小
至 広岡

至 庄内空港
至 湯野浜

至 酒田市内

池田内科医院　
浜中診療所 ●

こもれびの郷 浜中

デイサービス /小規模多機能 /居宅介護支援事業所

TEL． 0234-92-3355
FAX． 0234-92-3368

ライフケア黒森 検索

mail:  info@syokaku-lc.com

特別養護老人ホーム /ショートステイ /デイサービス /
小規模特養老人ホーム /ユニット型ショートステイ /グループホーム /
居宅介護支援事業所 /在宅介護支援センター /地域包括支援センター

TEL． 0234-92-3371
FAX． 0234-92-3436

TEL． 0234-92-3372
FAX． 0234-92-3436

TEL． 0234-92-3414
FAX． 0234-92-3385

TEL． 0234-92-3451
FAX． 0234-92-3385

TEL． 0234-35-8600
FAX． 0234-35-8611

TEL． 0234-35-8610
FAX． 0234-35-8611

TEL． 0234-27-3015
FAX． 0234-35-8611

TEL． 0234-92-3170
FAX． 0234-92-3180

デイサービス

デイサービスデイサービス

小規模多機能小規模多機能

デイサービスデイサービス

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

デイサービスデイサービス

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

ショートステイショートステイ特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム 在宅介護支援センター在宅介護支援センター

グループホームグループホーム

小規模特養老人ホーム小規模特養老人ホーム ユニット型ショートステイユニット型ショートステイ

地域包括支援地域包括支援センターセンターかわみなみかわみなみ

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
・小規模特養
・ユニット型ショートステイ

・特別養護老人ホーム
・ショートステイ
・デイサービス
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
                  かわみなみ

認知症対応型デイサービス

TEL． 0234-92-3427
FAX． 0234-92-3351

〒998-0111　山形県酒田市黒森字葭葉山 54 番 10

〒999-8164　山形県酒田市漆曽根字腰廻 34 番地

〒998-0112　山形県酒田市浜中字上村 378 番 1

〒998-0111　山形県酒田市黒森字境山 616 番 1

357357

デイサービスデイサービス

法 人 理 念

方 針

「共同」 「探求」 「創造」「共同」 「探求」 「創造」「共同」 「探究」 「創造」

ご利用者本意ご利用者本意
情報収集 ・ 発信情報収集 ・ 発信
問題意識と的確な判断問題意識と的確な判断

ご利用者本意
情報収集 ・ 発信
問題意識と的確な判断


