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イベント情報など
掲載しています。
各施設名の横にある
QRコードから

はじめました!!
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順次登園7:30
～ 9:00

15:30
～18:30

朝の会 おやつ
散歩 室内遊び・製作9:00

給食11:30

おひるね13:00

おやつ15:00

室内遊び15:30

順次降園

企業主導型保育所とは…
企業が主体となって運営する内閣府認定の保育所です。

併設される介護老人福祉施設の高齢者との交流もあります。

参観日には親子で製作を
楽しみました

夏の暑い日には園庭で
水遊び

サンタとトナカイがやってきた!!
最初はびっくり�� でもプレゼントを
自分でもらいに行けました��

大きな杵でぺったんこ
本物の臼と杵でおもちつきの
体験をしました

日頃から、私ども社会福祉法人梓の郷の運営にあ

たり、ご利用者の皆様をはじめ、ご家族、地域の皆様

方などから温かいご支援とご協力をいただき心から

感謝申しあげます。

新型コロナウイルスの感染が世界中にまん延し、早

や２年が経過しました。その間、様々な対策を講じて

はおりますが、年末年始以降、新型コロナウイルス・

オミクロン株による新規陽性者が急増したため、本

県においても、新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく「まん延防止等重点措置」が講じられまし

た。社会機能を維持し、暮らしを支える当法人といた

しましても、皆様ご協力の下、この危機を乗り越えて

いく所存でございます。

さて、長野県道４８号沿い、氷室西信号機の間近

にあり、大きな切妻屋根が目を引く木造２階建ての

「小規模多機能型居宅介護さんぽみち」は、昨年３

月１日に開所し、おかげさまでようやく１周年を迎え

ることができました。これもひとえに、皆様のご協力

のおかげと感謝するところでございます。

「さんぽみち」は、「通い」「宿泊」「訪問」を柔軟

に組み合わせ、一体的にサービスを利用できる施設

として、在宅生活を望む方々を支え続けてきました。

また、「さんぽみち」に併設するコミュニティスペース

「よりみち」は、コロナウイルスによる影響を受けるな

か、徐々にではありますが、地域の皆さんをお招きし

た活動を開始しています。

「さんぽみち」は、「誰もが気軽に、そして、自然に

立ち寄りたくなるような温かみのある場所でありた

い」という「梓の郷」の思いと気軽に「よりみち」して

もらいたいとの願望が込められています。

本文題名でご紹介しました「人生は素晴らしい冒

険よ。寄り道しなきゃ。」は、日本はもとより世界中の

人に愛された「ムーミン」の作者であるトーベ・ヤンソ

ンの半生と、知られざるムーミン誕生の舞台裏を描い

た映画「トーベ」のなかで、彼女自身が語っている言

葉です。ムーミン物語の世界観は、人の気持ちを前

向きに、そして温めてくれるメッセージを発し、今な

お、色あせることなく愛されています。この言葉は、人

生を冒険ととらえ、好奇心を持って決まりのない道を

歩み続けていこう。ということでしょうか。

私達も、大きく、新たな発想を持って、地域ニーズ

に応えるための冒険を、ここ「よりみち」で実現できた

らと考えております。是非ともお気軽にお立ち寄りく

ださい。

一日も早く、安心で安全な生活を取り戻すことがで

きるよう強く願うとともに皆様方のご健勝をお祈り

し、ご挨拶とさせていただきます。

令和４年3月1日

企業主導型保育事業

保育所 さるびあ 紹介

定員12名
現在０歳児から２歳児まで12名
が在籍し、家庭的な雰囲気の
中、子ども一人ひとりの成長をあ
たたかく見守っています

自然豊か
保育所の周りには
自然と触れ合う環境が

整っています

体調不良児対応
保育中に体調が悪くなった
場合も常駐する看護師が

対応します

１日の流れ

  行　事

インスタグラムはこちら

人生は素晴らしい冒険よ。
寄り道しなきゃ。
トーベ・ヤンソン（「ムーミン」作者）

社会福祉法人　梓の郷
業務執行理事
樋 口　浩
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新人研修永年勤続表彰一階のホールに集まられた皆さんや　ユニット全部を回り、
すべての入居者様へプレゼントを手渡ししました。

クリスマス会

社会福祉法人梓の郷 活動報告
コロナ過の中、入居者様、利用者様が日々を楽しめるよう職員全員で取り組んでおります。

介護老人福祉施設サルビア

絵馬

愛 香里

インスタグラム始めましたので、ぜひご覧ください。

車椅子で過ごされる方でも重さのある杵を持つことができ
たりと、普段と異なるイベント時には利用者様や入居者様の
意外な力を垣間見ることができました。

みんなでおみくじを引いたり、絵馬
を書いたりしました。今年も幸せな
一年になりますように．．．

餅つき
インスタグラムはこちら

グループホームサルビア
インスタグラムはこちら

インスタグラムはこちら インスタグラムはこちら

あんじゅり

まゆ玉づくり

ICTの導入

色とりどりの繭玉を作って柳の木にさしていきました。
あまった繭玉の材料でいろいろな物を作りました。こう
して並べるとひとつの作品みたいに仕上がりました。

当法人に入職してから10年の方 に々、感謝と敬意を込め
まして表彰状をお渡ししました。「目指せ20年！」なんてあり
がたいお言葉もいただきました。「ここで働いてよかった！」
と感じられるような法人になるよう努めていきたいです。

法人本部インスタグラム

当法人の新人研修は、年２回行います。今回は４月以
降に入社した職員を対象に実施しました。当法人のカ
リキュラムは、座学ありグループワークあり各施設の見
学ありの充実の三日間！ 経験年数や職種など違いは
あるものの、時を同じくして入職したご縁を大事にして、
永年勤続表彰を目指して頑張っていただきたいです。

梓の郷では安定した質のケアの提供と職員の負担軽減を目的として
順次ICT機器の導入を進めています。

タイムリーな介護を
サポートする
見守り支援システムを
導入しました。
（介護老人福祉施設
サルビア）

今年度、
法人内全事業所で
介護記録システムの
導入が完了しました。

年末年始の様子
繭玉をマシュマロに色を付けて作ってみました。「これは
ここにさすんだよね。」と思い出すように作っていました。

泉の里
インスタグラムはこちら

お部屋用の花飾りを作りまし
た。入居者様がとてもりっぱ
な生け花を作って下さったの
で玄関に飾りました。

正月飾り

千歳 緑
インスタグラムはこちら

歌を唄ったり、プレゼントを貰ったりと、
ご利用者様が笑顔をたくさん見せて頂
けた時間となりました♪♪♪

クリスマス会

毎年恒例の年末ずーら（施設内
通貨）宝くじの抽選会が開催され
ました。1等は2万ずーら。利用者
様はずーらを使用して様々なプロ
グラムに参加していただいてます。

デイサービス美事
インスタグラムはこちら

毎年地域のご家族様のご
協力でしめ縄作りを行って
おります。本当に感謝です!!

クリスマスに合わせて
リースパンを作りました。

年末年始のプログラム
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さんぽみち

2021年3月に開所したさんぽみちは、おかげさまで一周年を迎えることができました。
皆様に支えられての一年間を振り返ります。

小規模多機能型居宅介護施設 よりみちコミュニティスペース

開所一周年!!

この１年を振り返ると、介護を必要としながらも家で暮らしていく、暮らしていきたいご利用者の
思いや希望を汲み取り、どう支えていくのかとスタッフ皆、今もこれからも学んでいかなければと
実感をいたしました。小規模多機能というものを地域の方にもっと知ってもらえるように努めて
まいります！

(さんぽみち管理者 小林俊介）

ご利用者の方の暮らしや人生に触れ、学ぶことの多い一年でした。そして、ご利用者の皆さんに
日々助けられ感謝しています。私も少しでもご利用者・ご家族の方が「わたしらしく」過ごせるお
手伝いができたらと思います。

(ケアマネジャー 森寿美子）

小規模多機能型居宅介護さんぽみちに併設されている交流スペース。
こちらもコロナの状況をみつつ12月から徐々にイベントを開催しています！

スタート!!

お蔭さまでようやく少しずつですがイベントを始めることができています。
まだ数か月ではありますが、とても素敵なご縁に恵まれ楽しく企画・運営させていただいておりま
す！
梓川・松本地域の交流の拠点として、地元の皆様が気軽に立ち寄ることができる施設を目指してい
きたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします！（本部経営企画室　高橋優喜）

よりみちの使いみち

会議やお茶会など 教室・サークル活動

利用可能人数
利 用 時 間

設 備

料 金
要 予 約

:
:

:

:
:

10名程度
平日9時～17時
（土日祝日は要相談）
冷暖房・トイレ・キッチン・冷蔵庫・
電子レンジ・コーヒーメーカー・
大型テレビ・プロジェクター・スクリーン
原則無料
0263-31-6231

アメリアン
ドラッグ

セブンイレブン
氷室店

カインズ
ホーム

オートアールズドコモ
ショップ

八十二
銀行

auショップ

アカデミア館

梓川東保育園

倭郵便局

こばやし
クリニック

中央橋

梓 

川

丸山菓子舗

コミュニティスペース

よりみち
小規模多機能型居宅介護
さんぽみち
法人本部

住宅型
有料老人ホーム
愛香里

住宅型
有料老人ホーム
あんじゅり

松本大学学生さんによる調理実習。
近隣の方だけでなくさんぽみちの利用者さんも
参加し和気あいあい！

祭り寿司教室。
主婦の本領発揮！

毎週火曜日はいきいき百歳体操！
冬休み中は子供たちも参加！しめ飾り教室。個性的！

寅年の置物づくり。
同じ寅でも十人十色。

インスタグラムはこちら インスタグラムはこちら
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小規模多機能型居宅介護施設 よりみちコミュニティスペース

開所一周年!!

この１年を振り返ると、介護を必要としながらも家で暮らしていく、暮らしていきたいご利用者の
思いや希望を汲み取り、どう支えていくのかとスタッフ皆、今もこれからも学んでいかなければと
実感をいたしました。小規模多機能というものを地域の方にもっと知ってもらえるように努めて
まいります！

(さんぽみち管理者 小林俊介）

ご利用者の方の暮らしや人生に触れ、学ぶことの多い一年でした。そして、ご利用者の皆さんに
日々助けられ感謝しています。私も少しでもご利用者・ご家族の方が「わたしらしく」過ごせるお
手伝いができたらと思います。

(ケアマネジャー 森寿美子）

小規模多機能型居宅介護さんぽみちに併設されている交流スペース。
こちらもコロナの状況をみつつ12月から徐々にイベントを開催しています！

スタート!!

お蔭さまでようやく少しずつですがイベントを始めることができています。
まだ数か月ではありますが、とても素敵なご縁に恵まれ楽しく企画・運営させていただいておりま
す！
梓川・松本地域の交流の拠点として、地元の皆様が気軽に立ち寄ることができる施設を目指してい
きたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします！（本部経営企画室　高橋優喜）

よりみちの使いみち

会議やお茶会など 教室・サークル活動

利用可能人数
利 用 時 間

設 備

料 金
要 予 約

:
:

:

:
:

10名程度
平日9時～17時
（土日祝日は要相談）
冷暖房・トイレ・キッチン・冷蔵庫・
電子レンジ・コーヒーメーカー・
大型テレビ・プロジェクター・スクリーン
原則無料
0263-31-6231

アメリアン
ドラッグ

セブンイレブン
氷室店

カインズ
ホーム

オートアールズドコモ
ショップ

八十二
銀行

auショップ

アカデミア館

梓川東保育園

倭郵便局

こばやし
クリニック

中央橋

梓 

川

丸山菓子舗

コミュニティスペース

よりみち
小規模多機能型居宅介護
さんぽみち
法人本部

住宅型
有料老人ホーム
愛香里

住宅型
有料老人ホーム
あんじゅり

松本大学学生さんによる調理実習。
近隣の方だけでなくさんぽみちの利用者さんも
参加し和気あいあい！

祭り寿司教室。
主婦の本領発揮！

毎週火曜日はいきいき百歳体操！
冬休み中は子供たちも参加！しめ飾り教室。個性的！

寅年の置物づくり。
同じ寅でも十人十色。

インスタグラムはこちら インスタグラムはこちら

7



第
49号

　
令
和
4年
3月
1日
 発
行

発
行
者
／
社
会
福
祉
法
人
 梓
の
郷

所
在
地
／
〒
390-1701 松

本
市
梓
川
倭
3234-15　

HP:azusanosato-salvia.jp
あ
っと
ホ
ー ムだ
り
よ

ここにはたくさんの笑顔があります

3ページに一日の様子など書いてありま
す!! インスタでも様子が見られますので
是非ご覧ください!!

入園に関するお問い合わせは 保育所さるびあまで̶̶̶TEL：0263-88-2761

園児募集中
保育時間等
♦月極保育（通常保育）
♦一時保育（定員の空き状況による）
開 園 時 間

対 象
定 員
休 園 日

／

／
／
／

7:30～18:30
（延長保育19:00まで）
0歳児（10ケ月以上）から2歳児まで
12名
日曜日・祝日・年末年始

料　金
♦月極保育（通常保育）

♦延長保育 （30分） 500円
♦一時保育 （1時間） 500円

 0歳児 35,900円
 1・2歳児 35,700円

※給食費・おやつ代含む

※一時保育の場合は、別途給食費（300円）
　おやつ代（100円）が必要です。

インスタグラムはこちら

各事業所の住所と電話番号
介護老人福祉施設　サルビア
グループホーム サルビア
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
保育所さるびあ
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 
サービス付き高齢者向け住宅
千歳緑
デイサービス 美事

小規模多機能型居宅介護 さんぽみち
コミュニティスペース よりみち
社会福祉法人 梓の郷　
法人本部・経営管理部

〒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3234-15 TEL:0263-88-3026

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7296

〒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2682-1 TEL:0263-50-9288

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-31-6231

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2682-1 TEL:0263-31-6231
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