
社会福祉法人 慈惠会  ゆいの里



ゆいの心とは、相互扶助
お互いを認め、活かし、

思いやりをもって手を結ぶ、あたたかいこころ
私たちは、ゆいの心で地域に根ざし、社会に貢献します

『法人理念』

　弱きもの　今、守るべきは　何でしょうか

　生きていくことは　たやすいことではありません
努力を重ねてもできないこともありましょう
それでもあきらめないで顔を上げていけば、
なにかしら道は拓かれていくように思われます
　自分の前のしあわせに自分自身が気付いたとき、
しあわせスパイラルは動き始めます
　長い人生を歩む中で培われてきたその人らしさをもった
年長者の、ゆったりした存在感こそ、
これからの時代に社会のゆらぎとなっていくことでしょう

　相互敬愛の思いを紡ぎながら、あすに向かう希望を、
そして信じることを見失わぬよう、
今日の日を　共に笑顔で生きていきたいものです

ゆい福祉基金：
地域の方々と

ゆいの里：夏祭り



　中世期、日本の村落では、村人が扶け合って、運命共同体のように生活していました。この相互扶
助を「ゆい＝結」といいました。
　現代社会は、核家族化、近代化して「ゆい」の制度はなくなりましたが、私たちは、今日失われがちな「結
＝相互扶助」の精神を老人福祉の中で、もう一度結びなおしたいと「ゆいの里」を設立しました。

基本方針
（尊厳）1利用者を第一優先します……………………………………………………………… （尊厳）

2あたたかい雰囲気の中で、適切なかかわりをします………………… （自立・自律支援）
3安心をお届けできるよう、一歩ずつ明るく前進をつづけます……… （信頼）（健全経営）
4利用者と共に職員も人として成長します……………………………… （人財）（質の向上）
5地域社会の中で専門性を活かしながら、存続します……………… （専門性）（地域貢献）

設立の理念

沿　革 1985年（S 60） 12月 25日 社会福祉法人慈惠会設立
1986年（S 61） 4 月 10日 特別養護老人ホームゆいの里開設【滋賀県12番目】
    （定員：50名・ショートステイ定員：2名）
1986年（S 61） 10月 1 日 守山デイサービスセンター併設
1990年（H 2） 4 月 1 日 デイサービスセンターA型（重介護型）移行
1991年（H 3） 4 月 1 日 特別養護老人ホームゆいの里認知症棟増築
    （定員：80名・ショート定員 12名に）
1993年（H 5） 4 月 1 日 デイサービスセンタ－E型（認知症毎日通所型）併設
    すこやかサロン事業開始
1994年（H 6） 4 月 1 日 地域交流ホーム開設
    老人介護支援センターゆい併設（H18.3.31 終了）
1995年（H 7） 4 月 1 日 認知症老人グループホーム併設【全国8番目のモデル事業】
    同年 9月より立田町の古民家を借り受け実施
1996年（H 8） 6 月 1 日 守山市立幸津川デイサービスセンターB型（標準型）受託
    守山市立幸津川在宅介護支援センター併設（H18.3.31 終了）
1998年（H 10） 4 月 1 日 ケアハウスゆい開設
2000年（H 12） 4 月 1 日 介護保険制度開始に伴い指定を受ける
    ゆいの里守山居宅介護支援事業所指定
    ゆいの里幸津川居宅介護支援事業所指定（H18.4.1 廃止）　
2009年（H 21） 1 月  認知症対応型共同生活介護グループホームゆい移設増床
2012年（H 24） 5 月  ゆいの里訪問介護ステーション開設

6月  ユニット型特別養護老人ホーム増床
  11月  ショートステイ定員増床
2015年（H 27） 4 月  ゆいの里幸津川デイサービスセンター (移管により名称変更）
2016年（H 28） 4 月  守山市北部地区地域包括支援センター受託
    北公民館貸館業務受託
2018年（H 30） 12月  守山市南部地区地域包括支援センター受託
2019年（R 1） 7 月  リハステーション守山 デイサービス統合
    リハステーション草津 デイサービス統合
2020年（R 2） 5 月  ゆいの里訪問看護ステーション開設

●施設の名称
　ゆいの里
●経営主体
　社会福祉法人慈惠会
●敷地面積
　15,738.82㎡
●建　　物
　特別養護老人ホーム
　3,350.89㎡
　ユニット型
　1,613.80㎡
　ケアハウス･交流ホーム
　3,664.97㎡
　グループホーム
　591.78㎡

施設の概要

じ　えい　かい



ホーム：
忘年会

グループホーム：花の下で
対象：事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方 
内容：日帰りで、入浴・食事のご提供・介護、生

活等についての相談・助言、健康状態確認
といった日常生活上の支援や、機能訓練、
レクリエーションなどを行うサービスで
す。ご自宅から施設まで送迎いたします。

ゆいの里幸津川デイサービスセンター（通所介護・介護予防通所介護）

　昔ながらの街並みの中にある単独のデイサービスセ
ンターです。入浴と排泄については同性介助を実施し
ております。浴室は3タイプあり、寝たまま入ってい
ただけるお風呂もあります。また、介護予防として「運
動器の機能向上」訓練を実施しています。

リハステーション守山 デイサービス・リハステーション草津 デイサービス
対象：事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方 
内容：食事や入浴といった従来のデイサービスで

行われているようなサービスは行わず、「楽
しみながら主体的に活動する」「体が動け
ばくらしが変る、体が動けば心が変る」を
コンセプトとした半日型のデイサービスです。

　くらしをより良くするためのトレーニングや普段の
生活に関するアドバイスはもちろん、大人の社交場と
して充実した空間になるようすべてのスタッフがサポー
トいたします。あなたもリハステーション デイサービ
スで、毎日の生活に変化を見つけてみませんか？  

対象：事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方
内容：日帰りで、入浴・食事のご提供・介護、生

活等についての相談・助言、健康状態確認
といった日常生活上の支援や、機能訓練、
レクリエーションなどを行うサービスで
す。ご自宅から施設まで送迎いたします。

ゆいの里守山デイサービスセンター
（通所介護・介護予防通所介護／地域密着型認知症対応型通所介護）

　認知症対応型を併設しており、認知症ケアの質の向
上に努めています。利用者それぞれが役割を持ってい
ただけるように昔なじみの作業や、季節の移り変わり
を感じて頂けるような行事を行っています。

対象：要介護3～5の方
内容：身体上の障害や認知症などで日常生活全

般にわたって常時介護が必要とした、居
宅（自宅）での生活や介護の困難な高齢
者の方に、日常生活上の介助や機能訓練、
健康管理等を行います。

　　　利用者様の意思を尊重し、利用者様に応
じた目標と計画を立て、利用者様が有す
る能力を活用しながら自立した生活が送
れるように介護サービスを提供します。

　　　季節に合わせた行事などにはご家族にも
参加していただき、入居されてもご家族
と共に過ごしていただく時間を大切にし
ています。

特別養護老人ホームゆいの里（介護老人福祉施設）
従来型特養
　たくさんのボランティアさんによる、音楽会やお茶
会など様々な行事や趣味の会があります。お部屋は4人
部屋が中心で、利用者同士がコミュニケーションを交
わせる環境です。その中で、プライバシーや個性を守
りながら、常に寄り添う介護を大切に支援しています。

ユニット型特養
　平成24年春、新しくユニット型特養を開設しました。
お部屋は全室個室です。10人が1ユニットで、4ユニット
あります。なじみの関係の中で、食事や入浴、季節の行
事等を、各ユニット単位で行っています。一人ひとりの
個性や生活リズムに沿った介護を大切に支援しています。

対象：要支援1・2、要介護1～5の方
内容：短期間・一時的・定期的など、ご家族が介

護できないときのご滞在にご利用いただけ
ます。

ショートステイゆいの里（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）
　全室4人部屋で、重度の方でも孤独感を味わうことな
くすごしていただけます。特別養護老人ホームに併設の
ため、いつでもなじみのお年寄りが迎えてくださいます。



ケアハウス：お正月獅子舞

守山デイ
：お花見

幸津川デイ：かわいいお客様

守山デイ：力作と
ともに

対象：要介護1～5の方、守山市に住所のある方
内容：認知症の高齢者が少人数で共同生活を営み

ながら症状の進行を緩やかにし、安定した
健やかな生活を送れるように支援します。

グループホームゆい（地域密着型認知症対応型共同生活介護）
　木造平屋建2ユニットのグループホームです。住み
慣れた地域の中で、共に支えあって暮らしながら一人
ひとりの持てる力を活かし、可能な限りその人らしい
生活を継続していただけるよう支援しています。

対象：要支援、要介護1～5の方
内容：介護支援専門員（ケアマネジャー）がいる

機関です。ケアプランの作成、サービス事
業者との連絡・調整などを行っています。

ゆいの里守山居宅介護支援事業所（居宅介護支援）
　住み慣れたご自宅で安心してサービスをご利用いた
だくため、ケアプランの作成、サービス事業者との連
絡・調整など介護サービスのトータルサポートを行って
います。ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

対象：要支援1・2、要介護1～5の方
内容：要介護・要支援状態となっても、可能な限り

自宅で日常生活を送ることが出来るよう、訪
問介護員（ホームヘルパー）が自宅に訪問し、
必要なお手伝いをさせていただきます。

ゆいの里訪問介護ステーション（訪問介護・介護予防訪問介護）
　利用者様が培ってこられた生活習慣や文化・価値観を
尊重し、住み慣れた地域で安心・安全に自立（自律）した
生活を続けるためのお手伝いをさせていただきます。

対象：事業対象者・要支援・要介護の認定をお持ちの方
　　　医師からの「訪問看護指示書」を発行された方（年齢問わず）
内容：看護師やリハビリ専門職が自宅を訪問し、健康

管理や医療的ケア・リハビリテーション（機能
訓練や生活でのアドバイス）を実施します。

ゆいの里訪問看護ステーション（訪問看護・介護予防訪問看護）
　病気や障害があっても、住み慣れた処で最期まで、あな
たならではのくらしが実現できるよう、看護師とリハビリ専
門職が連携し、ひとりひとりに応じた医療的ケアを行います。

対象：60歳以上で一人暮らしに
不安を感じる方

内容：「食事付きシルバーマン
ション」のようなものです。

ケアハウスゆい（軽費老人ホーム）
　居室は全室南向きで日当たり良く、居室面積も30㎡と広くゆったりしています。
温泉気分の味わえるお風呂や、ラウンジ、娯楽室などもあり、管理栄養士による
バランスの取れた食事を提供しています。自主的なクラブ活動もあります。また、
緊急時の対処や、生活上の相談等ができるよう専門職員を配置しています。

地域連携事業
守山市受託事業　守山市北部地区地域包括支援センター（北公民館）　守山市南部地区地域包括支援センター
　　　　　　　　　すこやかサロン事業　介護予防・総合事業 他
法人自主事業　はつらつリフレッシュ講座　ほっこりカフェ　サロン講師派遣 他

対象：事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方 
内容：食事や入浴といった従来のデイサービスで

行われているようなサービスは行わず、「楽
しみながら主体的に活動する」「体が動け
ばくらしが変る、体が動けば心が変る」を
コンセプトとした半日型のデイサービスです。

　くらしをより良くするためのトレーニングや普段の
生活に関するアドバイスはもちろん、大人の社交場と
して充実した空間になるようすべてのスタッフがサポー
トいたします。あなたもリハステーション デイサービ
スで、毎日の生活に変化を見つけてみませんか？  
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特別養護老人ホームゆいの里
介護老人福祉施設　従　来　型【60名】
　　　　　　　　　ユニット型【40名】

ショートステイゆいの里
短期入所生活介護・
介護予防短期入所生活介護【16名】

グループホームゆい
地域密着型認知症対応型共同生活介護【18名】

ゆいの里守山デイサービスセンター
通所介護・介護予防通所介護【35名】
地域密着型認知症対応型通所介護【12名】

ゆいの里幸津川デイサービスセンター
通所介護・介護予防通所介護【25名】

ゆいの里守山居宅介護支援事業所
居宅介護支援

ゆいの里訪問介護ステーション
訪問介護・介護予防訪問介護

ゆいの里訪問看護ステーション
訪問看護・介護予防訪問看護

ケアハウスゆい
軽費老人ホーム【50名】

リハステーション守山 デイサービス
　通所介護・介護予防通所介護【21名】

リハステーション草津 デイサービス
　通所介護・介護予防通所介護【18名】

地域連携事業
守山市受託事業
　守山市北部地区地域包括支援センター（北公民館）
　守山市南部地区地域包括支援センター
　すこやかサロン事業
　介護予防・総合事業 他
法人自主事業
　はつらつリフレッシュ講座
　ほっこりカフェ
　サロン講師派遣 他

紙面の写真は、ご本人の許可を得て掲載しています。
2020.6・500

■ 事業内容

⑦ゆいの里
　幸津川デイサービスセンター
　TEL:077-585-8900
　FAX:077-585-8950
　 〒524-0215 守山市幸津川町1549-3
　 e-mail:sazukawa-dsc@yuinosato.or.jp

⑧守山市北部地区地域包括
　支援センター（守山市受託）
　TEL:077-516-4160
　FAX:077-516-4080
　〒524-0103守山市洲本町1353-2
　守山市立北公民館
　e-mail:hokubu-hsc@yuinosato.or.jp
⑨守山市南部地区地域包括支援
　センター（守山市受託）
　TEL:077-585-9201
　FAX:077-585-9202
　〒524-0041
　守山市勝部3丁目9-1エルセンター内
⑩リハステーション守山 デイサービス
　TEL:077-514-0346
　FAX:077-583-9599
　〒524-0022 守山市守山6丁目11-51
⑪ゆいの里 訪問看護ステーション
　TEL:077-599-3122
　FAX:077-583-9599
　〒524-0022 守山市守山6丁目11-51
　リハステーション守山 2F

　リハステーション草津 デイサービス
　TEL:077-598-5491
　FAX:077-598-5492
　〒525-0029 草津市下笠町338-1

④ゆいの里守山居宅介護支援事業所
　TEL:077-584-2156
　FAX:077-585-5766
　 〒524-0103 守山市洲本町1
　 http://www.yuinosato.or.jp/
　 代表e-mai l：office@yuinosato.or.jp 

①特別養護老人ホーム ゆいの里
②守山デイサービスセンター
③ゆいの里訪問介護ステーション
　TEL:077-585-4533㈹
　FAX:077-585-5675

⑤グループホーム　ゆい
　TEL:077-585-5199
　FAX:077-585-8877
⑥ケアハウス　ゆい
　TEL:077-585-6131
　FAX:077-585-6242
　 〒524-0004
　 守山市笠原町1313-1
　 e-mail:kea-house@yuinosato.or.jp

お問い合わせ及び施設見学ご希望の方は、
いつでもご連絡ください。

ゆいの里 別館ゆいの里 別館

幸津川デイサービスセンター幸津川デイサービスセンター

ケアハウス ゆいケアハウス ゆい

グループホーム ゆいグループホーム ゆいゆいの里ゆいの里




