
施設種別 名称 所在地 連絡先 担当者 最寄駅／バス停 活動内容 施設の特徴／施設からサポーターへの一言など 町別ｺｰﾄﾞ ｽﾀﾝﾌﾟ番号

1
認知症対応型
共同生活介護

グループホーム泉州
〒598－0063

泉佐野市
湊2丁目1－32

電話：072-464-2101
Ｆａｘ：072-464-2103
Ｅﾒｰﾙ：ｓｅｎｓｙｕ210
＠ｅａｒｔｈ.oｃｎ.nｅ.jp

赤井冨美代
南海本線泉佐野駅

・日々の利用者の機能改善予防運動に利用者と一緒に運動していただきます。
・クラブ活動等、利用者個々の活動に協力していただきます。
・レクリエーション等のお手伝い。(曜日によって内容が異なります。)

　当グループホームの入居定員は17名、2ユニットに分かています。少人数ですので、家族と同じ
感覚です。
　在宅での生活に支障をきたす方たちが、共同で生活している場所です。
　認知症状は、利用者によって異なります。サポーターはそれぞれの症状に合ったサポートをす
ることは、一番大切なことです。

352 ＮＯ．1

2 通所介護
デイサービスセンター
ひだまり湊

〒598－0063
泉佐野市

湊2丁目6番43号

電話：072-464-7727
Fａｘ：072-463-2069 赤坂勲

南海本線泉佐野駅
　デイサービス利用者に対するコミュニケーション、レクリエーションの補助
　・会話の相手
　・塗り絵、貼り絵、折り紙等の補助、指導
　・配膳等の補助

　当事業所は、10名定員の小規模型デイサービスです。
それ故、各利用者とのコミュニケーションをはじめとする密着度は、かなり高くなります。距離を置
かない対応をお願い致します。

352 ＮＯ．2

3
介護老人
保健施設

介護老人保健施設
栄公苑

〒598－0013
泉佐野市

中町2－4－28

電話：072-464-3009
Ｆａｘ：072-464-0699
Ｅﾒｰﾙ：eikouen
　　　　@sanokinen.jp

三好宏樹
・南海本線泉佐野駅
・ＪＲ日根野駅

・各イベントのお手伝い(適宜)
・お話し相手(随時：サポーターさんが来てくれた時にその都度してもらう)
・将棋の相手(随時：サポーターさんが来てくれた時にその都度してもらう)
・ユニットレクリエーションの指導
（１０名くらいを対象。グループの方に何かをしてもらう。紙芝居、手芸等、内容は問
わない。）

当施設は、入所定員５５名、病院や通所リハビリテーションも併設しております。地域社会との連
携、交流を図り、ご利用者が充実した生活を送れるよう、慰問、ボランティアの受け入れを積極的
にしておりますので、宜しくお願いします。

182 ＮＯ．３

4
小規模
多機能型
居宅介護

小規模多機能介護
市民との絆

〒598－0034
泉佐野市

長滝780番地の1

電話：072-466-0639
Ｆax：072-466-6396
Ｅﾒｰﾙ：s.tono
   @leaf.ocn.ne.jp

桶田高史
・ＪＲ長滝駅
・いずみさのｺﾐｭﾆﾃｨ
ﾊﾞｽ「蟻通神社前」

・脳トレ、ゲーム、リハビリ体操等、日常生活でのレクリエーション(随時)
・会話の相手(随時)
・手芸、ぬり絵、工作、ちぎり絵、写経の指導
(随時)
・紙芝居、カラオケ等
　(誕生会やイベント時の催し)
・たこ焼きパーティ、鍋物パーティ等のパーティ時の補助

 一日の通いサービスの利用定員が１２名のこじんまりとした事業所です。
 鉄筋コンクリ－ト造りの民家の１階部分を改造した建物で「小規模多機能」という固い表現より
も、「宅老所」と言った方が、分かりやすいような雰囲気です。
 利用者は、畳敷きに椅子式のテーブルが置いてあり、縁側の障子越しにやわらかい日差しが
入ってくる広い和室で、落ち着いた雰囲気で過ごされています。
 意欲的な利用者が多いので、サポーター(ボランティアが初めての方も可)の方と一緒になって、
色々なことにチャレンジし、可能性を広げたいと思っています。

500 NO.４

5
小規模
多機能型
居宅介護

小規模多機能
せんじゅ

〒598－0013
泉佐野市中町
1丁目7番41号

電話：072－464-5111
Fax：072－464－5201

加藤壽美子
南海本線泉佐野駅

車で５分
利用者様の見守り、話し相手、傾聴

一人一人の人の人生観や生活観を尊重して、残された時間がわずかでも、今ここに生きている、
生きることを支えて欲しいです。

181 NO.5

6
特定施設
入居者
生活介護

介護付有料老人ホーム
スカンセン
泉佐野

〒598－0072
泉佐野市

泉ヶ丘2－4－10

電話：072-462-5029
Fax：072－462－2148
Eﾒｰﾙ：info@skansen.jp

吉川樹代子
・JR東佐野駅
・JR熊取駅

・レクリエーションの参加及び、支援(クッキング、書道、手工芸、体操)
・会話の相手
・見守り

入居定員９４名の介護専門型施設です。皆様の大切なお命をお預かりしています。入居者様も
スタッフもまず安全で、安心して過ごせることを第一に考えております。明るい笑顔の方を募集し
ています。

222 NO.６

7

・介護老人
福祉施設

・通所介護

・認知症対応
型
共同生活介護

・特別養護老人ホーム
アムリタ

・デイサービスセンター
アムリタ

・グループホーム
アムリタ

〒598－0034
泉佐野市
長滝842-1

電話：072-466－6111
Ｆａｘ：072-466－6122

福田篤弘
JR長滝駅

西へ徒歩15分

・趣味の指導
・話し相手
・レクリエーション等の指導及び参加支援
・施設主催の行事の手伝い
・散歩などの補助
・その他、補助的な活動

社会福祉法人アムリタは、H15.10オープンで、9年目の施設です。佐野記念病院を母体とする社
会福祉法人栄公会を系列法人とし、特別養護老人ホーム(30床)を主に、通所介護(定員35名)、
生活支援ハウス(7名)、認知症対応型共同介護(９名)、訪問介護、アムリタ附属診療所を併設し
ています。
医療、保健、福祉サービスを総合的に提供できる地域の拠点として、ご利用者様が、住み慣れた
地域や家庭において心豊かな生活への支援と、地域の皆様との〈協働〉を念頭に、地域と融合
し、地域活性貢献を目指しています。

500 NO.７

8

・介護老人
福祉施設

・通所介護

・認知症
対応型共同
生活介護

・短期入所
生活介護

・特別養護老人ホーム
泉ヶ丘園

・泉ヶ丘園デイサービス
センター

・泉ヶ丘園グループ
ホーム

・泉ヶ丘園短期入所
事業

〒598－0022
泉佐野市土丸

531番地

電話：072-467-2160
Fax：072-468-0782
Eﾒｰﾙ：izumi@ams.odn.ne.jp

赤井聡宏

・南海本線泉佐野駅
・ＪＲ日根野駅より
南海バス〈犬鳴山
行き〉「東上」下車
徒歩10分

・誕生会での催しの手伝い
(三味線、ﾏｼﾞｯｸｼｮｰ等、特技を活かして)
・会話の相手(随時)
・将棋等の相手(随時)
・余暇活動(音楽ｸﾗﾌﾞや手芸等)の参加や
指導(随時)
・配膳補助等
・施設内外の環境整備、補助

昭和45年創立の市内では歴史ある社会福祉法人が母体の施設で、平成19年に、全室個室、ユ
ニットケア実施で新築オープン。入所定員は、60名、短期入所36名、デイサービス28名が併設さ
れており、同敷地内に認知症対応のグループホーム(18床)がある等、複合施設です。近くには、
大井関公園があり、春には桜が咲く等、大変環境の良い所にあります。
「地域とともに」をモットーに、40年近く真面目に運営してまいりました。地域から愛される、利用
者から選ばれる施設を目指し努力しておりますので、お気軽にお越し下さい。ボランティアは初め
てとおっしゃる方も大歓迎ですので、よろしくお願い致します。

650 Ｎｏ．８

9

・介護老人
福祉施設

・通所介護

・短期入所
生活介護

・特別養護老人ホーム
泉ヶ丘園りんくう

・泉ヶ丘園りんくう
デイサービス

・泉ヶ丘園短期入所
事業

〒598－0047
泉佐野市

りんくう往来南
5－17

電話：072-458-2100
Ｆａｘ：072-458-0500
Eﾒｰﾙ：ｒ_ｉｚｕｍｉ＠ｃｊｑ．
sｏ-ｎｅｔ.ne.jp

向井克彦
南海関西空港線
りんくうタウン駅

徒歩10分

・誕生会等での催しの手伝い
(三味線、ﾏｼﾞｯｸｼｮｰ等、特技を活かして)
・会話の相手(随時)
・将棋等の相手(随時)
・余暇活動(音楽、手芸等)の参加、指導等(随時)
・配膳の補助等
・施設内外の環境整備、補助

　昭和45年開設の(福)泉ヶ丘福祉会が平成16年に、市内土丸より一部りんくうタウンに移築し、
全室個室ユニットケアとして開設した特別養護老人ホーム50床)。　短期入所(10床)、ディサービ
ス(20床)併設。施設の前はりんくう南公園が広がり、プレミアムアウトレット等、商業施設も近く、
環境や利便性も良好。
　法人のモットーとする「地域とともに」を実践すべくボランティアの方々に対しても積極的な受け
入れを実施しております。特にボランティアは初めてとおっしゃる方々も歓迎いたしますので、お
気軽にお越し下さい。

720 ＮＯ．９

10
認知症対応型
共同生活介護

グループホーム
やすらぎのさと

〒598-0036
泉佐野市
南中岡本
60番地

電話：072-465-1158
Fax：072-465-1311
Eﾒｰﾙ：
weｌfare-yasuragi
@kne.biglobe.ne.jp

中野幸次
・南海本線羽倉崎駅
・岡本バス停留所

・趣味の指導
・話し相手
・レクリエーション等の参加支援
・施設主催の行事
・お茶出し、食堂内の配膳、下膳などの補助

　当グループホームは、民家を改造した建物です。
『地域の中の木造家屋…そこには大家族が住んでいる…』をキャッチフレーズにしています。
　9人の住居者と15人のスタッフが、助け合い…笑い合い…時には喧嘩もあり…涙もあり…。そん
な家庭的な雰囲気のグループホームやすらぎのさとで、サポーターの方も一緒に素敵な時間を
過ごしましょう。
　日々の日常生活の中には、たくさんのしあわせの宝物が隠れています。五感で感じとった感動
を共有できれば幸いです。

620 ＮＯ．10

介護老人
福祉施設

特別養護老人ホーム
犬鳴山荘

〒598－0022
泉佐野市土丸

388番地

電話：072-468-0661
Fax：072-468-0670
Eﾒｰﾙ：soudan@inunaki.
or.jp

北山明生
南海バス犬鳴山行き

頓田

・将棋、手品、クッキング　主に午前中
　　　　　　　　　　　　　　　　　10：30～11：30
・話し相手　主に午後
　　　　　　　　　　　　　14：30～16：30(入浴階以外)

　従来型の特養90床、ユニット型特養10床。併設の短期入所14床が渡り廊下で繋がっています。
入口は、本館玄関２階。
　認知症の方や身体的に重度な方が多く生活されています。
　入浴は午後からです。
　職員は接客マナーを基本としています。

650 ＮＯ．11

通所介護
デイサービスセンター
犬鳴山荘

〒598－0022
泉佐野市土丸

388番地

電話：072-468-0661
Fax：072-468-0670
Eﾒｰﾙ：soudan@inunaki.
or.jp

南真由美
南海バス犬鳴山行き

頓田

午前中(10：00～11：45)
・将棋、マージャンの相手
　　　　　　　　　　　(男性利用者の多い曜日)
・絵手紙や手芸の先生(指導)

将棋…特に木曜日 他、月、火、土曜日
マージャン…月・火・木・土曜日

　定員が３５名で午前中、入浴を行っています。高齢の女性利用者が多数です。認知症の方もい
らっしゃいますので、優しくていねいに対応して下さい。 650 NO．11

12
軽費老人
ホーム

軽費老人ホーム
暢楽荘

〒598-0071
泉佐野市鶴原

1787-1

電話：072-464-6411
Fax：072-464-6412
Eﾒｰﾙ：suginoko@beach.
      ocn.ne.jｐ

 井上寿桂恵 南海本線鶴原駅

・施設の周りや中庭の草ひき
　　　　　　　　　　　　　〈毎月１回、未定〉
・施設内の消毒のお手伝い
　　　　　　　　　　　　　〈毎月2回、未定〉

　入所定員50名、他に介護保険事業所を併設しており、ある程度自立された方を中心に入居さ
れている、４階建ての軽費老人ホーム施設です。　場所は、南海本線鶴原駅から徒歩３分と隣接
しています。四季折々の行事やクラブ活動等を入居者の皆様に提供しております。
　これからボランティアを始めたいという方、地域交流を図ると同時に、介護予防にも役立って頂
けるよう努めていきますので、お気軽にご相談下さい。

310 ＮＯ．12

13
特定施設
入居者
生活介護

介護付有料老人ホーム
グローバルケア

〒598－0047
泉佐野市

りんくう往来南
3-6

電話：072-458-9000
Ｆａｘ：072-458-8880
Eﾒｰﾙ：ｇｌobalcare
     @festa.ocn.ne.jp

南口真也
JR・南海

りんくうタウン駅
徒歩10分

・会話の相手(随時)
・イベントや行事の手伝い
・配膳、下膳の補助(随時)
・散歩の付き添い(随時)
・買い物の付き添い(第3火曜日の午前中)

　

　　当施設は、入居定員約50名、6階建ての介護付有料老人ホームです。場所は、りんくうアウト
レットの隣で、近くには公園があるので、入居者様をよく散歩にお連れします。
　また、季節ごとのイベントやコンサートなどのレクリエーション活動も定期的に開催し、入居者様
に大変好評を頂いております。
　当施設では「毎日を心豊かに幸せを感じて頂けるホーム」を目指し、入居者様一人ひとりの気
持ちを大切に、各種サービスを提供しています。ボランティアさんを受け入れることで、地域の
方々との交流がより一層深まれば、幸いです。

720 ＮＯ．13

14 通所介護
スーパーデイサービス
泉佐野

〒598-0051
泉佐野市

新町三丁目1-8

電話：072-461-2251
Fax：072-461-3662
Eﾒｰﾙ：ｄａｙ-ｉzumisano
    @themis.ocn.ne.jp

岡本昌彦 南海本線泉佐野駅
木曜日午前中に、囲碁の対局相手
木曜日午後より、将棋の対局相手を希望します。

　温水プールでの歩行・体操、パワーリハビリ等を取り入れ、膝や腰に負担のないリハビリを中
心に行っております。

13 ＮＯ．14

15 通所介護 幸デイサービスセンター

〒598-0031
泉佐野市

東羽倉崎町
9番14号

電話：072-466-5788
Fax：072-466-5827 田中昌代

南海本線
羽倉崎駅

・毎週月曜日　　　　・PM2：00～ 3：00
・募集人数　各日2名ずつ
・幸デイサービスセンター食堂にて
・カラオケの補助、お手伝い
　(レクリエーションで、カラオケをご利用者様に楽しんで頂いています。カラオケの選
曲をご利用者様から聞き取り、スタッフに伝えて下さ い。また盛り上がるように、ス
タッフと協力してお手伝いをお願いします。)
・おやつの配膳
　(PM3：00前にご利用者様に、おやつ、お茶等の配膳をお願いします。)
※日によってはカラオケレクリエーションを行わない事があります。施設行事等があ
り、介護支援サポーター受入れをお断りする日があるので、ご了承お願いします。
※介護支援サポーターの方は、来られる日を事前に連絡してください。(予約)
※初めて介護支援サポーターを当施設において行われる方には、15分前に(PM1：
45)来て頂き、スタッフが内容等を説明させて頂きます。
※持ち物は、サポーター手帳。貴重品や手荷持は、ご自身で保管して下さい。(ロッ
カーがありません。)スリッパはご用意していますが、滑ると危険なので、上靴を用意
された方が良いと思います。

　幸デイサービスセンターは、泉佐野すえひろ保育園を併設しており、子ども達の笑顔がいつも
見られる施設です。認知症予防に力を入れており、ミュージックケアや、カラオケ、行事、イベン
ト、学習療法(脳のトレーニング)を実施し、ご利用者様に楽しんで頂いています。
　
　※サポーターの方へ
　ご利用者様が楽しんで頂けるよう、スタッフと一緒にがんばりましょう。よろしくお願いします。

200 ＮＯ．15

16 通所介護
デイサービスセンター
サザンクロス

〒598-0043
泉佐野市大西
一丁目12-17

電話；072-463-7733
Fax：072-463-7738
Eﾒｰﾙ：southerncross-
seiai@chime.ocn.ne.jp

竪　久仁崇
・南海泉佐野駅
・泉佐野ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
「青少年ｾﾝﾀｰ」

・利用者様との会話の相手
・午後からのｸﾗﾌﾞ活動に利用者と一緒に参加
・趣味や特技等を披露したり、指導

　利用者定員15名の小規模デイサービスです。
　利用者様は全体的にお元気な方が多く、介護度も軽度の方が中心です。
　午後からのクラブ活動の充実を目標に日々、色々な活動をしています。
　今年度は地域交流の充実を目標に、慰問や外出活動も数多く計画しています。その一つとし
て、介護支援サポーターの受け入れを行います。

141 ＮＯ．16

17 通所介護 デイサービスセンター白鷺
〒598-0037

泉佐野市羽倉崎
上町2-3578-1

電話：072-490-2211
Ｆax：072-490-2131
Ｅﾒｰﾙ：ｋ-kyouwa@
       rinku.zaq.ne.jp

立花のどか 南海本線羽倉崎駅
・マジック、踊り、紙芝居(お誕生日会での催し)
・会話の相手(午前中)
・配膳の補助

　アットホームな雰囲気で、利用者様と職員の距離が近く、とても明るいデイサービスです。
　利用者様一人一人個性があり、その人に合った日常生活を送れるように、支援させて頂いてま
す。
　ボランティアさんを受け入れ、利用者様と楽しい時間を過ごして頂けたらと思います。

682 ＮＯ．17

18
認知症対応型
通所介護

デイサービス
和草

〒598-0071
泉佐野市鶴原

2-5-30

電話：072-458-6230
Ｆax：072-458-6231
Eﾒｰﾙ：day.nicogusa@
       gmail.com

大月ふみこ
南海本線鶴原駅

徒歩7分

・囲碁の相手(日・水・木曜日)
・楽器、歌、踊りの披露。手品、劇等(催し時)
・手芸工作の講師、指導(随時)

　認知症専門のデイサービスです。
　１日定員は、１２名。古民家を改装したアットホームな雰囲気の中、ご利用者様はもちろん、ボラ
ンティアの皆様にも、心地よく過ごして頂ければと思っております。
　初めてお越しの方には、事前に簡単なオリエンテーションをさせて頂きます。

312 ＮＯ．18

19
軽費老人
ホーム

泉佐野ケアハウス

〒598-0073
泉佐野市
南泉ヶ丘

1丁目８番9号

電話：072-469-5430
Fax：072-469-5522
Eﾒｰﾙ：ｓｋ729＠
chive.ocn.ne.jp

 壹岐由美

・JR東佐野駅
・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ(北回り)
「東佐野台」停留所

・マジックショー、楽器演奏など(イベントの催し)
・手芸工作、書道、絵手紙、俳句等の指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(月１～２回)
・ヨガ、太極拳などの健康体操の指導(月1～2回)
・化粧、ネイル(月1～2回)

　緑豊かな閑静な住宅街に囲まれた3階建ての高齢者が暮らしやすい、やさしい住まいの軽費老
人ホームで「ケアハウス」です。(定員70名。)
　ケアハウスとは60歳以上の方で、自炊ができない程度の身体の機能の低下が認められ、独立
して生活するには不安が認められる人が入居する「自立を尊重した」施設です。施設サービスの
基本は三度の食事提供と入浴の準備となっており、部屋の掃除や洗濯など自分の身の周りの事
は自分ですることになっています。外出、外泊等も自由にでき、また緊急時の対応として24時間
スタッフが待機しているので、安心です。後に自立困難となり介護が必要となれば、介護保険を
利用して「介護サービス」を受けることができます。
　ボランティアさんを受け入れ、地域との交流を深め、いつまでも生き生きした生活を送っていた
だけるよう努めています。

391 NO．19

20 通所介護
フクシライフ
デイサービス

〒598-0002
泉佐野市中庄

1740-1

電話；072-486-0294
Fax：072-486-3663
Eﾒｰﾙ：japanproject
  8888@yahoo.co.jp

野口正則
南海本線泉佐野駅

徒歩10分
　高齢者が明るく元気に楽しく過ごせるレクリエーション等。
　カラオケ、体操、手品、手芸、花、お茶、その他

一回でなく年間を通じて、お互いに楽しめる様に目的を持って、進めて行きたいと思いますので、
宜しくお願いします。

340 NO．20

21 通所介護
デイサービス
つばき

〒598-0021
泉佐野市日根野
2496-1　1F別棟

電話：072-467-4126
Fax：072-467-4127
Eﾒｰﾙ：ds.tsubaki
              @kapl. co.jp

南　智子 JR阪和線日根野駅

・手芸、折り紙の指導(火曜日の午前)
・散歩などの運営補助(第３・第４土曜日の午後)
・レクリエーション等の指導及び参加支援　(水・金曜日の午後)
・お茶だし、配膳などの補助(随時　午前中心)
・会話の相手(随時　午前中心)
・踊り、演奏、ﾏｼﾞｯｸｼｮｰ等(月曜日の午後)

　一日利用定員37名。イオンモール日根野別棟のデイサービスです。懐かしさ漂う建物に利用者
の皆様もゆったりと過ごして頂いています。
　地域の皆様と共に、楽しい開かれた施設として成長してまいりたいと思いますので、ボランティ
アを受け入れていきます。お気軽にご相談下さい。

400 NO．21　

22
認知症対応型
共同生活介護

もみの木のいえ
〒598-0046

泉佐野市羽倉崎
3-8-5

電話：072-466-3358
Fax：072-466-3358
Eﾒｰﾙ：mominoki-no-
 ie@hotmail.co.jp

家治庸一 南海本線羽倉崎駅
・会話、散歩の相手(随時)
・催しの補助(開催時)

　もみの木のいえは、1ユニット9名の利用者様が日常生活を楽しく暮らして頂ける場所として、運
営させていただいております。
　住宅街の中にあり、比較的静かな環境の下で、日々のんびり過ごされる利用者様が多く、ス
タッフも安心した環境を提供できるように努めています。
　気軽にお茶を飲みに行こうかなという感じでお越し下さい。

103 ＮＯ．22

23
認知症対応型
共同生活介護

泉佐野介護
福祉センター

〒598-0002
泉佐野市中庄

1284-3

電話：072-458-7123
Fax：072-458-7678
Eﾒｰﾙ：sanokaigo@cup.
               ocn.ne.jp

太田多津子

・JR熊取駅
・南海本線泉佐野駅
南海バス
「泉佐野市役所前」

・趣味の指導
・話し相手
・レクリエーション等の指導及び参加支援
・散歩などの運営補助
・施設主催の行事手伝い

　当グループホームでは、認知症の方々が、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る施設です。
場所は、泉佐野市役所に近く自然の環境に恵まれ、常に四季を感じて過ごしていただける様、
サービスの提供に努めています。
　職員一同、基本理念に基づいて、入居者様の意思、人格を尊重し、常に利用者様が安心して
生活できるように支援致します。
　ボランティアさんを受け入れ、地域交流を図り、入居者様の生活の活性化を図れるように努め
ていきたいと思います。一人でも多くのボランティアさんの参加をお待ちしています。

340 NO．23

11



施設種別 名称 所在地 連絡先 担当者 最寄駅／バス停 活動内容 施設の特徴／施設からサポーターへの一言など 町別ｺｰﾄﾞ ｽﾀﾝﾌﾟ番号

通所リハビリ
優人会病院デイケア
センター

〒598-0063
泉佐野市湊

4丁目5番17号

電話：072-464-0521
Fax：072-462-1899
Eﾒｰﾙ：izumisano@
 yujinkai.or.jp

岡田浩 南海本線井原の里駅

・利用者様との会話の相手(随時)
・歌、踊り、楽器演奏、ﾏｼﾞｯｸ、芝居等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(お誕生美会の催し)
・将棋、囲碁、マージャン等の相手(随時)
・手芸や工作の指導(随時)

　利用者様は、自立されている方が多く、職員も作業レクリエーション等、様々な提案、提供をさ
せて頂いています。リハビリテーションがメインですが、その中で利用者様に興味をもって取り組
んでいただけることをお手伝いして頂ければと思います。

25 通所介護 さんぽみち
〒598-0014

泉佐野市葵町
4丁目1-20

電話：072-469-0777
Fax：072-469-3800 佐水裕子 JR日根野駅

・会話の相手
・レクリエーション補助(参加支援)
・趣味の指導
・行事のお手伝い

　当施設は、民家を使用しております。定員１０名の家庭的なデイサービスです。利用者様に楽し
んで頂ける様な催しを取り入れていきたいと考えています。
　お手伝い頂ける方、歓迎致します。お気軽にご連絡下さい。

194 NO．25

軽費老人
ホーム

軽費老人ホーム
来友館

〒598-0058
泉佐野市春日町

2-7

電話：072-462-1848
Fax：072-464-0646
Eﾒｰﾙ：raiyukai1848@
rinku.zaq.ne.jp

小規模
多機能型
居宅介護

小規模多機能ホーム
くすのき

〒598-0058
泉佐野市春日町

2-28

電話：072-461-3366
Fax：072-462-1519
Eﾒｰﾙ：raiyukai1848@
rinku.zaq.ne.jp

27
・通所介護
・介護予防
通所介護

デイサービス
おにおん

〒598-0071
泉佐野市鶴原

1804-4

電話：072-415-4152
Fax：072-415-4152
Eﾒｰﾙ：d-onion@rinku.
zaq.ne.jp

奥野彰子 南海本線鶴原駅

・会話の相手
・手芸工作の指導(随時)
・レクリエーション等の指導
・カラオケ(随時)

　定員１０名のアットホームな小規模デイサービスです。現在来て下さっている利用者様は、比較
的お元気な方が多いです。
　お話が好きな方、習字や手芸等趣味をお持ちで利用者様に指導していただける方、カラオケが
お好きな方、ボランティアに興味のある方、ぜひお越し下さい。

310 NO． 27

28
特定施設
入居者
生活介護

介護付有料老人ホーム
敬愛桜苑

〒598-0037
泉佐野市羽倉崎

上町3丁目
3番41号

電話：072-466-7002
Fax：072-466-7003
Eﾒｰﾙ：sakuraen2005@
   ceres.ocn.ne.jp

久保正子 南海本線羽倉崎駅

・カラオケ、踊り、オカリナ、マジックショー、南京玉すだれ等(随時)
・会話の相手(随時)
・手芸工作の指導(月に1回)
・習字の指導(月に1回の程度)
・見守り(随時)
・配膳、下膳
・散歩の付添

　南海本線羽倉崎駅から徒歩3分程の、とても便利な立地にあります。自立の方から介護度5
迄、幅広い年齢層、介護度の方がいらっしゃいます。定員48名のこじんまりした施設ですが、名
前が示すようにピンク色の明るく清潔で綺麗な施設です。
 入居者様にとっては苑は終の棲家ですので、ゆったりと寛げるお一人お一人に合わせたケア・
サービスをしております。地域の方々との交流を今後もっともっと盛んにしてゆきたいので、お気
軽にいらして下さい。

683 NO．28

29
認知症対応型
通所介護

デイサービスセンター
おたふく

〒598-0035
泉佐野市

南中樫井698

電話：072-490-2933
Fax：072-490-2934
Eﾒｰﾙ：ota29huku@
  swan.ocn.ne.jp

小林真由美
・JR阪和線新家駅
・南海本線吉見の里駅

・手芸、工作の指導
・将棋の相手(火・金)
・イベント時の催し(踊り、マジックショー等)

　１日の利用定員１２名の小規模なデイサービスです。ゆっくりゆったりと時間が流れる中で、会
話やレクリエーションを通して、ご利用者様の自立を支援いたします。
　これからボランティアを始めたいという方も歓迎しますので、お気軽にご相談ください。

630 NO．29

介護老人
保健施設

介護老人保健施設
ホライズン

〒598-0062
泉佐野市下瓦屋

221-1

電話：072-460-2020
Fax：072-460-2670

片岡千由紀

・南海本線鶴原駅
・JR阪和線東佐野駅
・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ「北部市民
交流センター本館」

・会話の相手
・園芸福祉活動の補助
・レクリエーション等の参加支援
・館内移動等の補助

　当法人は「利用者本意のサービスを提供するホライズン」を基本理念として、地域との相互関
係を大切にしております。
　当施設は、「ひとにやさしく」をモットーに、ぬくもりのあるサービスを提供するため、日々取り組
んでいます。入所定員90名で、ほかに通所リハビリテーション(定員37名)が併設されている4階建
ての施設です。
　場所は、泉佐野市立北部市民交流センター(本館)の隣です。

320 30

老人福祉施設 特別養護老人ホーム
ホライズン

〒598-0071
泉佐野市鶴原

1071-1

電話：072-460-0880
Fax：072-460-2670

呉本美奈子

・南海本線鶴原駅
・JR阪和線東佐野駅
・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ「北部市民
交流センター本館」

・会話の相手
・園芸福祉活動の補助
・レクリエーション等の参加支援
・館内移動等の補助

　当施設は、「笑顔」「優しさ」「温もり」を忘れず、明るく家庭的な雰囲気作りを目指し、地域や家
庭との結び付きを重視した施設運営を行っております。
　鉄筋2階建て造りで敷地には充分な余裕があり、建物の中庭には目に優しい緑の芝・樹木を植
え、心を和ませて頂いております。
　入所定員は入所が30名、短期入所が5名の計35名です。

310 30

認知症対応型
共同生活介護

認知症高齢者
グループホームホライズン

〒598-0001
泉佐野市上瓦屋

982-2

電話：072-460-0090
Fax：072-460-2670

松本淑子

・南海本線鶴原駅
・JR阪和線東佐野駅
・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ「北部市民
交流センター本館」

・会話の相手
・園芸福祉活動の補助
・レクリエーション等の参加支援
・館内移動等の補助

　当施設は、２階建ての天窓から降り注ぐ陽光と行きかう声が広がる開放的な空間が特徴です。
隣接する介護老人保健施設をはじめ、複数の併設施設とともに、季節のならわしを行い、また地
域の行事に参加するなど、「明るく家庭的」「人や自然や地域とのふれあいを大切に」「人が人と
して当たり前の生活ができる支援」を目指し、認知症状の緩和や残存能力を発揮して頂ける暮ら
しを心がけています。
　入所定員は、9名です。

330 30

31 通所リハビリ 梶野デイケアセンター
〒598-0015
泉佐野市

高松南1-6320

電話：072-462-1202
Fax：072-462-1210
Eﾒｰﾙ：info@daikoukai.net

山本洋史 南海本線泉佐野駅

・会話の相手(随時)
・将棋の相手(随時)
・配膳の補助(随時)
・マジックショー、三味線など(イベント時)

　梶野医院高松診療所に併設している通所リハビリです。
　定員は20名で、リハビリ運動を中心としています。

171 NO．31

32
・通所介護
・予防通所介
護

ふれあいデイサービス
すみれ

〒598-0036
泉佐野市

南中岡本109-1

電話：072-490-3111
Fax：072-490-3112
Eﾒｰﾙ：fureai-sumire@
camel.plala.or.jp

野間　勝 南海本線羽倉崎駅

・演歌、南京玉すだれ、歌体操、よさこい、手品、
フラダンス、マンドリン等
                       (敬老会・クリスマス会での催し)
・会話の相手(随時)
・将棋の相手(火・木・土)
・手芸工作の指導(午前または午後)
・散歩の同行

　通所介護・予防通所介護(定員17名)の小規模デイサービスです。
　場所は、南海「羽倉崎駅」を山手へ300メートル程行った所にあり、近隣にスーパー、神社等あ
り、気軽に散歩できます。
　利用者様皆さん元気で、利用者様自身から、「こういうことをしたい」「こういう物を作りたい」と意
見を出され、職員と一緒に色んなことへの取り組みをしています。
　また,利用者様が自宅での生活を続けられるよう、生活機能向上訓練にも力を注いでいます。
　よりいっそう利用者様への楽しみ、生きがいを提供していくにあたり、ボランティアさんたちとの
地域交流を図りたいと思っていますので、お気軽にご相談ください。

620 NO．32

33
認知症対応型
共同生活介護

グループホーム
栄公

〒598-0013
泉佐野市中町
3丁目3番46号

電話：072-458-6780
Fax：072-458-6781

芝野　佳保里
・南海本線泉佐野駅
・JR阪和線日根野駅

　入居者さんとのお話相手、一緒におやつ作りやレクリエーションをして頂ければと
思います。

　当ホームは、地域密着型サービスで、２ユニット(18名)の小規模な施設です。入居者さんが楽し
く生活が送れるよう、ボランティアの受け入れを積極的にしておりますので、よろしくお願いしま
す。

183 NO.33

354 NO．24

30

　小規模多機能ホームくすのきは、登録定員２５名で、「通い」を中心にご本人の様態や希望に
応じて「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて「ご自宅で継続して生活するために」必要
な支援をしている施設です。
　ボランティアさんを受け入れることにより、地域との交流を図り、施設利用者の方が楽しい余暇
時間を過ごせるよう努めています。初めてボランティアをされる方も歓迎しますので、お気軽にご
相談ください。

NO．2620

　小規模多機能は、家庭的な雰囲気で利用者様がゆったりと過ごせる環境を提供しています。そ
の中で、楽しみや生きがいをもって生活していただけるように、サポーターの方と一緒に支援して
いければと思います。

小規模
多機能型
居宅介護

26 梅田彩 南海本線泉佐野駅
・喫茶活動の補助
・利用者の会話相手
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優人会
小規模多機能センター

〒598-0063
泉佐野市湊
4丁目5番17号

電話：072-462-2851
Fax：072-462-1399
Eﾒｰﾙ：izumisano@
 yujinkai.or.jp

坂東勝也 南海本線井原の里駅
・利用者様との会話、手作業、レクリエーションの参加、散歩など。
・趣味、園芸


