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サービスのご案内

社会福祉法人 徳充会石川県精育園
い し か わ け ん せ い い く え ん

Keiju Healthcare System

〈その他〉

  5月 

  6月 

  9月

12月

  1月

自立ホームけいじゅ内併設

： 石川県障害者スポーツ大会

： レクリエーション、 能登地域施設交流会

： 石川県障害者ふれあいフェスティバル

： 還暦祝い、年忘れ会､障害者週間

： 成人式

年間を通じての行事

グループホームの支援

連携事業

 誕生会

 お楽しみ食事会、 喫茶

 買い物

 日帰り旅行

グループホームふきのとう（女性棟）

グループホーム銀河 （男性棟）

〒927-0021 石川県鳳珠郡穴水町七海6字50番地

石川県精育園 seiiku-en@tokujyu.jp
　  0768-52-0284　   0768-52-3349

障害者支援施設

お問い合わせ

お車で

【能登空港】から  約8分（5㎞）
【此木交差点】から  約6分（4㎞）

【金沢駅】から  約80分（94㎞）
【穴水駅】から  約10分（6㎞）

【金沢駅西口⑦】から  約120分（94㎞）
「輪島特急線」「珠洲特急線」「珠洲宇出津特急線」 を利用の場合バスで

案内図

徳充会ホームページ徳充会ホームページ http://www.tokujyu.jphttp://www.tokujyu.jp

徳充会

- いしかわ魅力ある福祉職場」初年度認定法人 -社会福祉法人 徳充会 グループ

徳充会 本部事務局 
青山彩光苑 リハビリテーションセンター
青山彩光苑 ライフサポートセンター
バリアフリーホーム セェレーナ青山
〒926-0831 石川県七尾市青山町ろ部22番
　  0767-57-3309 　   0767-57-1531
 　 saiko-en@tokujyu.jp 

青山彩光苑 穴水 ライフサポートセンター
〒927-0023 石川県鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39番地12
　  0768-52-2550　    0768-52-2622
　  anamizu-life@tokujyu.jp

kirara@tokujyu.jp

相談支援 キララ
〒927-0053 石川県鳳珠郡穴水町此木11の24番地
　   0768-52-2552 　   0768-52-2737

seiiku-en@tokujyu.jp

石川県精育園
〒927-0021 石川県鳳珠郡穴水町七海6-50
　   0768-52-0284 　   0768-52-3349

　   0768-52-2733 　   0768-52-2737
fukinotou@tokujyu.jp

グループホームふきのとう（住所同上）

グループホーム銀河（住所同上）
　   0768-52-2766　   0768-52-2769
ginga@tokujyu.jp

ローレルハイツ恵寿
ヘルパーステーションローレル
〒926-0866 石川県七尾市富岡町95番地
　  0767-52-6014 　   0767-54-0411
　  laurelheights@tokujyu.jp

デイサービスセンター ふれあいの里
〒926-0842 石川県七尾市松百町2-57-1
　  0767-54-8500 　   0767-54-0868
　  fureai-sato@tokujyu.jp

デイサービスセンター もみの木苑
〒929-2121 石川県七尾市田鶴浜町り部27番
　  0767-68-6363 　   0767-68-6369
　  mominoki@tokujyu.jp

エレガンテたつるはま
〒929-2121 石川県七尾市田鶴浜町り部11番１
　  0767-68-6391 　   0767-68-6392
　  ele-hama@tokujyu.jp

エレガンテなぎの浦
アンジェリィなぎの浦
エレガンテなぎの浦 デイサービス
〒926-0853 石川県七尾市津向町ト部107番地4
　  0767-52-0223　    0767-52-0076
　  ele-nagi@tokujyu.jp

ginga@tokujyu.jp

ヘルパーステーション銀河
〒927-0053 石川県鳳珠郡穴水町此木11の24番地
　   0768-52-2764 　   0768-52-2769

ワークセンター田鶴浜 配送センター
〒929-2121 石川県七尾市田鶴浜町り部57
　  0767-68-3255

障害者施設

高齢者施設
さいこうえんの障害者生活支援センター
さいこうえん障害者就業・生活支援センター
〒926-0831 石川県七尾市青山町ろ部22番
　  0767-57-5161 　   0767-57-5178
　  sien-center@tokujyu.jp
青山彩光苑 ワークセンター田鶴浜
〒929-2116 石川県七尾市吉田町昭部6-1
　  0767-68-3112　    0767-68-3215
　  work-center@tokujyu.jp

石川県精育園

その人が望む暮らしができるよう支え､お手伝
いしていきます。

家庭的な環境のもとで、世話人等の支援を受け
ながら地域の中で生活する住居の事を言います。

・入居定員  各棟　10 名

・短期入所  各棟    2 名

・入居定員  各棟　10 名

・短期入所  各棟    2 名

門前・輪島方面

【此木交差点】

能登空港

穴水消防署

穴水町役場
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高齢や疾病等で健康に配慮しながら、
心身ともに健康の増進、
維持できるよう活動します。

高齢や疾病等で健康に配慮しながら、
心身ともに健康の増進、
維持できるよう活動します。

なごみ（男性）
くるみ（女性）高齢者班

各自の趣味や能力に応じた課題や
活動を通して生きがいを持てるよう
日課を行います。

各自の趣味や能力に応じた課題や
活動を通して生きがいを持てるよう
日課を行います。

いこい（男性）
くるみ（女性）活動班

花や野菜のポット苗、
エコパック等を中心に生産、販売を行い
工賃を得る中で社会性を育てています。

花や野菜のポット苗、
エコパック等を中心に生産、販売を行い
工賃を得る中で社会性を育てています。

園 芸 （男性）
つくし（女性）生産班

主に通所の方が所属しています。
それぞれの個々の特性に合った
支援を行っています。

主に通所の方が所属しています。
それぞれの個々の特性に合った
支援を行っています。

かがやき班

あてのき棟 自立支援
課

生産活動や自主課題を行いながら自立を大切にし活動しています。
また、地域移行を目標とする方もいる男女棟です。
利用者定員は50名です。

もみじ班 高齢の方が中心にゆったりした
雰囲気の中で作業・楽しみを支援します。
高齢の方が中心にゆったりした
雰囲気の中で作業・楽しみを支援します。

あおば班 構造化した空間で作業・楽しみを支援します。構造化した空間で作業・楽しみを支援します。

ひだまり班 各々の個性や特性に応じて安定した
生活を送れるように支援します。
各々の個性や特性に応じて安定した
生活を送れるように支援します。

くろゆり棟 生活支援
第2課

女性利用者が中心で、身の回りの支援、健康維持、趣味的活動
軽作業を行っています。 利用者定員は38名です。
日中活動においては、4つのグループに分かれて活動しています。

生活面での介護を中心に、
個々における楽しみを支援します。
生活面での介護を中心に、
個々における楽しみを支援します。

よつば班

施設サービス内容施設サービス内容

特性を踏まえ個々にあった作業を中心に支援をし、
調理、園芸等を楽しんでいます。
特性を踏まえ個々にあった作業を中心に支援をし、
調理、園芸等を楽しんでいます。

男性利用者が中心で、身の回りの支援、健康維持、趣味的活動
軽作業を行っています。 利用者定員は42名です。
日中活動においては、5つのグループに分かれて活動しています。

男性利用者が中心で、身の回りの支援、健康維持、趣味的活動
軽作業を行っています。 利用者定員は42名です。
日中活動においては、5つのグループに分かれて活動しています。

重度の方で生活面での
介護を中心に、
個々の特性を踏まえた
楽しみを支援します。

重度の方で生活面での
介護を中心に、
個々の特性を踏まえた
楽しみを支援します。

いぬわし棟

高齢の方が中心のため主に室内で余暇活動を行い、
ゆったりした雰囲気の中で楽しみを支援します。
高齢の方が中心のため主に室内で余暇活動を行い、
ゆったりした雰囲気の中で楽しみを支援します。

ゆったり班

生活支援
第1課

常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において

入浴・排泄・食事等の介護を提供します。

常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において

入浴・排泄・食事等の介護を提供します。

また一人ひとりが必要な

介護や支援を受けながら、

グループ活動や個別での

活動を楽しむことが

出来るよう支援します。

また一人ひとりが必要な

介護や支援を受けながら、

グループ活動や個別での

活動を楽しむことが

出来るよう支援します。

排泄・食事等の介護や、

生活に関する相談・助言、その他の必要な

日常生活上の支援を受けられます。

生活介護サービスと合わせて

ご利用になれます。

排泄・食事等の介護や、

生活に関する相談・助言、その他の必要な

日常生活上の支援を受けられます。

生活介護サービスと合わせて

ご利用になれます。

日中自宅に、ご家族等が居ない時などに

一時的に利用でき、活動の場を提供し

見守りなどの支援を行います。

日中自宅に、ご家族等が居ない時などに

一時的に利用でき、活動の場を提供し

見守りなどの支援を行います。

ご家族の病気、その他の理由で
必要な場合に短期間宿泊を受入れ、
必要な介護や支援等を行います。

ご家族の病気、その他の理由で
必要な場合に短期間宿泊を受入れ、
必要な介護や支援等を行います。

定員1
30名 施設入所支援

定員4
名 短期入所

定員1
30名

生活介護

日中一時支援


