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おかげさまで社会福祉法人梓の郷は法人設立20周年を迎えました



入居者を管理するのではなく、「日常生
活の継続」を基本に、入居者の「個性を
大切に」しながら、「プライバシーとプラ
イドを守るケア」を行い、入居者が「自
分らしく生きること」を支援します。

介護老人福祉施設サルビア 運営方針

地域資源を利用し地域との連携を図りな
がら、馴染みの関係の中で、自分の役割
や居場所があり、我がままに暮らせ、自分
が必要とする時にそばに必ず心を寄せて
くれる人がいて、その関わりが「申し訳な
い」と感じさせない暮らしを共にします。

グループホームサルビア 運営方針

その人がその人らしく、安心して住み慣
れた家で、自立した生活ができるよう、
笑顔と思いやりの心をもって支援しま
す。

ヘルパーステーションサルビア 運営方針

わたしらしく、いつまでも
①安心した暮らしができる環境を作ります。
②住み慣れた地域で暮らすことができ
る支援をします。
③生きがいを持ち続けることができる支
援をします。

千歳緑 運営方針

わたしらしい人生をいつまでも
わたしらしく堂 と々生きる

小規模多機能型居宅介護さんぽみち 運営方針

ピンピンきらり わたしらしく、いつまでも
①自分のしたいことのできる支援をします。
②自分で選べる支援をします。
③自分らしい体づくりの支援をします。

デイサービス美事 運営方針

･利用者の尊厳を尊重します。
･利用者が自由にサービスを利用出来るようにお手伝いします。
･思いやりの心を持った介護支援専門員を目指します。

居宅介護支援事業所サルビア 運営方針

あんじゅり・泉の里・愛香里 運営方針

ここは安住の里 ～我が家～ そしてふるさと
･我が家のぬくもりをお届けします。
･衣・食・住の快適さと安心をお届けします。
･真心のケアで暮らしに笑顔と満足をお届けします。

わたしらしく、いつまでも
子ども達が笑顔で元気にのびのびと
安心できる保育を提供します。

保育所さるびあ 運営方針

昨年は中国の武漢市から始まった新型コロナウイ

ルスの日本における感染拡大により、いつもと異なる

「新しい生活様式」の受け入れを含めて大変な1年

でした。当法人において、利用者様、職員等に感染

者が現在まで出ていないことは幸いであり、感染対

策にご協力いただいているご家族、地域の皆様には

心より感謝申し上げます。引き続き、職員一同、最善

を講じてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。

さて、昨年2020年9月21日に社会福祉法人梓の

郷は法人創立20周年を迎えました。法人創立の翌

年2001年12月1日には介護老人福祉施設サルビアと

グループホームサルビアを開設し、県内初の全室個

室のユニットケアの先駆けの施設として運営を行って

まいりました。現在では、松本管内にて高齢者向け

福祉サービス11事業と企業主導型保育所の計12事

業を5拠点にて運営を行っております。職員数は183

名、入居者定員数は193名、デイサービスの利用者

数105名、居宅介護150名、訪問介護38名、保育園

児11名と約500名の地域の方々に福祉・介護サービ

スを提供させていただいております（2021年1月31日

現在）。

また、今年3月1日には創立20周年記念事業とし

て、氷室西交差点にある安曇野菓子工房のまる山様

の隣の土地を購入し、定員29名の小規模多機能型

居宅介護（小多機）（名称：さんぽみち）を開設しま

す。小多機は高齢者が住み慣れた地域でより長く暮

らし続けることができるように、自宅への「訪問」

（訪問介護）を中心に施設への「通い」（デイサービ

ス）や短期間の「宿泊」（ショートステイ）を組み合

わせ、生活支援や機能訓練をひとつの事業所で柔

軟に対応する在宅介護サービスの一種です。今後、

『わたしらしく、いつまでも』の法人理念を在宅介護

サービスの分野においても、より実践してまいりたい

と考えております。また地域の方が気軽に介護、医

療、健康等の相談ができるとともに、健やかに共によ

り良く暮らしていくための『備え』の仕掛けづくりを

小多機に併設するコミュニティスペースよりみちにて

企画しております。

今後とも地域の皆様のニーズを吸い上げ、ご期待

に応えていける法人運営を目指して、なお一層の精

進を重ねて参りますので、宜しくお願い申し上げま

す。

末筆ではございますが、ご利用者様、ご家族様、

地域の皆様、私ども社会福祉法人梓の郷を支えてく

ださる全ての皆様のご健勝とご多幸を祈念し、ご挨

拶とさせていただきます。

2021年3月1日

わたしらしく、いつまでも
～生きがい、つながりあい、支えあい～

スローガン

基本理念
1.介護とは、生きがいへの支援である
2.介護とは、ヒューマンサイエンスの実践で
ある
3.介護とは、地域ネットワークである
4.そして、支えあうこと

平成12年9月
   （2000年）
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初代理事長 青木 弘 就任
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住宅型有料老人ホームあんじゅり
開所

平成21年11月
   （2009年）

住宅型有料老人ホーム
泉の里(いずみのさと) 開所

平成22年6月
   （2010年）

住宅型有料老人ホーム
愛香里(あかり) 開所
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生活アシストセンター松本内に
サービス付き高齢者向け住宅千歳緑
(ちとせみどり)およびデイサービス  
美事(みごと) 開所

平成29年4月
   （2017年）

株式会社ＡＷあんじゅりの全事業を  
譲受

平成29年5月
   （2017年）

2代目理事長 豊田 喜久夫 就任
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『小規模多機能型
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理事長
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～社会福祉法人梓の郷はおかげさまで令和2年9月で法人設立20周年を迎えました～
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写真で振り返る 梓の郷20年のあゆみ 梓の郷の20年間を8つのテーマで振りかえってみました。
（令和3年2月現在、新型コロナウイルス感染防止のため、全施設とも梓の郷職員以外の入館制限およびイベントの開催制限を行っております。）

地鎮祭
1年後サルビアが開所
（平成12（2000）年12月）

梓の郷10周年
記念感謝の集い
（平成23年12月）

あんじゅり秋祭り
あんじゅり5周年記念として開催
（平成24年10月）

愛香里5周年祭
（平成27年6月）

ハーモニカ演奏
（写真：平成17年2月）

園芸クラブ
（写真：平成25年4月）

コーラス
（写真：平成28年6月）

サルビアサロン
（写真：平成30年4月）

ボランティア交流会
サルビア内のボランティアさんへ一年間の活動に
感謝を込めて毎年1回開催（写真：平成31年3月）

サルビア祭り
平成14（2002）年9月に夏祭りとして
初開催（写真：第1回 夏祭り）

平成17年からはサルビア祭りに改称。9月
第1土曜日開催の恒例行事となりました。
（写真：平成23年 第10回サルビア祭り）

秋祭り
新型コロナウイルスのため昨年はサルビア祭りを中止しまし
た。代わりに感染対策をして秋祭りを開催。（令和2年11月）

千歳緑
夏祭り
（平成30年
8月）

衣料販売会
平成29年10月開始「自分目で見て洋服を選びた
い」という気持ちを実現（写真：平成30年10月）

泉の里菜園
入居者と一緒に作ったミニト
マト（写真：平成27年5月、7月）

開所直後のサルビアの日常
長野県で最初の全室個室の特別養護老人ホームとし
て入居者に個別ケアを提供（写真：平成13年12月）

布ぞうり作り
利用者自ら先生となって子供に作
り方を伝授（写真：令和元年8月）

記録システム研修会
平成21年6月介護記録ソフトを導入
記録業務の一元化と効率化を実現

ほっとケアの会
平成28年7月開始松本圏域のユニットケア施
設職員による施設という枠を超えた学びの会

技能実習生
令和2年5月ベトナム出身の技能実習
生1名をサルビアで受け入れ

オンライン研修
講師および各施設間をオンラインで結
び、同時研修を実施（写真：令和2年8月）

あっとホームだより
平成15（2003）年5月第1
号発行

年2～3回サルビアの広報誌として入居者や職員紹
介、行事等を紹介
（写真：第20号の紙面の一部）

平成29年度以降は法人統合に伴
い、梓の郷の広報誌として各施設
の様子を紹介（写真：第45号）

施設だより
各施設ごとに職員が手作りでおたよりを発行

プリティわんこ
ドッグセラピーによる癒しの時間
（写真：平成17年2月）

楽団ケ・セラオンラインコンサート
演奏会をオンライン中継で実現
（写真：令和2年7月）

氷室五社神社 御神輿
神社の秋祭り時サルビアと愛香里で御神輿担
ぎを披露してくれます（写真：平成27年9月）

こころにホッとコンサート
うしやまヴァイオリンスクールによる
演奏会（写真：平成30年2月）

おたっしゃカフェ
平成28年4月開始
地域住民の方を中心に毎回30名
以上が参加（写真：平成28年4月）

梓川氷室地区小学生との交流
毎年7月に流しそうめんを実施
子どもにとっても敷居も鍵も無
い施設に（写真：平成25年7月）

梓川小学校PTA
母親委員会との交流
毎年10月に焼き芋会を開催
（写真：平成27年10月）

松本ぼんぼん
松本市最大のイベントにも毎
年参加しています
（写真：平成30年8月）

筑摩こどもプラザとの交流会
筑摩地区の小学生がデイ
サービス美事へ訪問
（写真：令和元年10月）

異世代交流
サルビア入居者と保育所さるびあ園児
との異世代交流（写真：令和元年8月）

住 ま い …「ここに住み替えて良かった」と思える家
在宅支援 …  自宅で住み続ける自信を取り戻せる事業所
地　　域 …  地域住民の心と体を健やかにするアクション

社会福祉法人梓の郷はこれからも地域社会に必要とされる法人を目指します。

ミッション
ビジョン

誰もが尊厳ある人生にすること
生きづらさの感じない地域を実現する法人
高齢、認知症、要介護でも、制度や心の壁・隙間を感じない地域に

社会福祉法人梓の郷の目指す未来

記念

祭り

ボランティア

地域交流

学ぶ

わたしらしく、いつま
でも
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～わたしらしい人生を
いつまでも

  わたしらしく堂 と々生きる～

さんぽみち

　令和3年3月1日より小規模多機能型居宅介護さんぽみちがオープンします。
　小規模多機能型居宅介護とは介護保険サービスのひとつで、介護が必要になった
高齢者が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持しながら「住み慣れた自宅
でいつまでも暮らしたい」そんな当たり前の「想い」がかなえられるよう「通い」、「訪
問」、「泊り」のサービスを組み合わせて、日常生活の支援を行う場所です。
　認知症になっても、障害をもっても、介護が必要になっても「自分らしく胸を張って
生きていきたい」と誰もが心に思うことだと思います。最期までの人生の旅路の中で、
さんぽみちでの1つの物語が一人ひとり、この場所での想い出となるよう精一杯頑張っ
ていきたいと思います。
　さんぽみちという名のもとに、このコロナ禍の状況ではありますが、だれもが気軽に
来れるような場所を目指して職員一同で奮闘していく所存です。

小規模多機能型居宅介護
さんぽみち 管理者
小林 俊介

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護利用料（月額）

顔なじみのスタッフが訪問

利用者様ご自宅

送迎送迎

訪 問 泊 り通 い

介護度
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

一割負担（円）
3,418
6,908
10,364
15,232
22,157
24,454
26,964

各種加算
初期加算
認知症加算
看護職員
配置加算
サービス提供
体制強化加算
など

食　費

おむつ代
洗 濯 代
そ の 他

宿泊費

朝　食 500円
部　屋 620円
おやつ 100円
夕　食 680円

一　泊　3,500円

地域の方々のよりどころとなれる
場所を目指して!

（さんぽみちに併設）

よりみち

　よりみちは地域の方 と々の交流や連携を図るコミュニティスペースです。ふらっと気軽に立ち寄れることがで
き、深い結びつきができる場所を目指しています。
　運動・教室・カフェ・語らいの場・異世代交流の場、他にもたくさんのことがこの場所で行えることを夢に描い
ています。近年では人と人とのつながりが希薄になり、隣に住んでいる人もよく知らない、周りの人とうまく関係を
つくることができずに孤立化する人たちも増えている等ということを耳にします。人は誰かに支えられ、反対に支
えることだったり気遣いもしながら頼ったり頼られたり、人との関係なしでは暮らしてはいけないものです。
　子供や高齢者の方、障害者の方やパパさんママさん、様々な世代の方がここに来て誰かとつながりをもち、新
たな出会いや、今まで以上の関係が深くなればと願っています。趣味、目的、情報の共有、関心があることなど、
元気がもらえる場、与えられる場、そんな「場づくり」が できるように励んでいきます。
　新型コロナウイルスの影響により人が集まること自体がタブーになっていますが、早くに終息すること強く願い、
地域の方々のよりどころとなれる場所を目指していきます。 

コミュニティスペース

案内図

〒390-1701
長野県松本市梓川倭2682-1
TEL:0263-50-9288　FAX:0263-50-9388

DATA

困りごと相談 運動教室

カフェ お菓子作り

ミニ図書館 マルシェ

アメリアン
ドラッグ様
アメリアン
ドラッグ様

セブンイレブン
氷室店様

カインズホーム様

オートアールズ様ドコモ
ショップ様

八十二
銀行様

auショップ様

アカデミア館様

梓川東保育園様

倭郵便局様

こばやし
クリニック様

ザ･ビック様

愛香里
あ
ん
じ
ゅ
り

さんぽみち

中央橋

梓
川

丸山菓子舗様
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[職員募集・施設見学]お問い合わせ先　　0263-31-6231 梓の郷 総務部まで
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HP:azusanosato-salvia.jp

各事業所の住所と電話番号

あ
っと
ホ
ー ムだ
り
よ

社会福祉法人 梓の郷　職員募集

ここにはたくさんの笑顔があります

お寄せいただいたご意見・ご感想等は、日々の業務並びに次回以降
の広報紙作成の励みにしてまいります。ご意見ご感想募集します

●介護老人福祉施設 サルビア
●グループホーム サルビア
●住宅型有料老人ホーム あんじゅり
●住宅型有料老人ホーム 泉の里
●住宅型有料老人ホーム 愛香里（あかり）
●サービス付き高齢者向け住宅
千歳緑（ちとせみどり）

●デイサービス 美事（みごと）

●保育所さるびあ
●小規模多機能型居宅介護 さんぽみち
●居宅介護支援事業所 サルビア

●ヘルパーステーション サルビア

●社会福祉法人 梓の郷 総務部

事業所移転のお知らせ
総務部、

居宅介護支援事業所サルビア※、
ヘルパーステーションサルビア※も
さんぽみちの敷地内へ移転します

※4月以降に移転予定

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-78-7288
〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7298
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2317-1 TEL:0263-78-6566
〒390-0852 長野県松本市島立771-1 TEL:0263-31-0567
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2675-1 TEL:0263-88-2381
〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41

生活アシストセンター松本2階　   TEL:0263-31-5516
〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41

生活アシストセンター松本1階　　 TEL:0263-31-6677
〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-1 TEL:0263-88-2761
〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-50-9288
〒390-1701 ※長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-3026

※4月以降に長野県松本市梓川倭2682-1へ移転予定
〒390-1701 ※長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7296

※4月以降に長野県松本市梓川倭2682-1へ移転予定
〒390-1701 ※長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-31-6231

※令和3年2月20日より移転
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