
平成27年度地域のひろば推進事業

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

48-6603 迫　節子

〒899-4346 国分府中町13番地15

46-6500 二宮俊樹
〒899-4305 国分郡田711番地

73-6378 安荘隆一
〒899-4362 国分敷根1028番地2

55-0700 小山正志
〒899-4321 国分広瀬二丁目29番37号

48-8877 原野貴司
〒899-4346 国分府中町17番地8

48-5866 石神圭太郎
〒899-4301 国分重久411番地3

46-1778 前田由紀子
〒899-4463 国分下井2988番地

48-7320 仮屋薗あつ子
〒899-4332 国分中央一丁目24番24号

70-0315 松下和代
〒899-4305 国分清水五丁目1番49号

45-5483 川田すみ子
〒899-4331 国分城山町6番地16

10
(国分)

株式会社　向日葵

小規模多機能ホームはな

①奇数月第2土曜日
②偶数月第2土曜日
③奇数月第4土曜日
④未定

①私のアルバム
②介護予防教室
③脳トレーニング教室
④住民交流サロン

毎月第4土曜日　14:00～

・パン、そば、草餅つくり
・絵手紙
・カラオケ
・映画鑑賞
・ガーデニング

○

○ ○

○ ○

・バイタルチェック、ストレッチ体操、トミック体操、足指体操、上下肢運動、水分補給

毎月第3日曜日　10:00～14:00
・ホームサロン（雑談・昔の菓子つくり、餅つき、そばつくり、カラオケ、映画鑑賞等）
・私のアルバムつくり
・介護相談　等

毎月第2・4金曜日　10:00～12:00
　但し、4月は第4金曜日

7
(国分)

○ ○

グループホームこくぶ太陽の家

グループホーム嘉祥園ひなた

○ ○ ○

○

グループホームうらら

有限会社　稲満会

***

8
(国分)

9
(国分)

株式会社　ケイシン

社会福祉協議会　政典会

・介護保険学習、介護予防教室、食中毒学習会、救命救急講習
・陶芸教室、手芸教室、ガーデニング、門松つくり
・認知症サポーター養成講座、福祉レクリェーション、事業所見学
・昔の映画上映会、バスツアー、お菓子作り　など

6
(国分)

*** ○

①DVD鑑賞
②季節の食事会
③体操教室
④アロマ講座と体験
⑤伝統行事の講話と視察旅行

○ ○

（小規模多機能ホームおあしす重久）
そのくいふれあいサロン

株式会社　浪漫

地域交流スペース
（地域サポートセンターよいどこい）

5
(国分)

①1～2ヶ月に1回
②2ヶ月に1回
③1ヶ月に1回
④1ヶ月に1回
⑤不定期

Ｈ26
12～

○

○

株式会社　メディコープ

毎月第4木曜日

①脳の健康教室
②映画鑑賞
③カラオケ

3
(国分)

毎月2回程度
（開催日は未定で事業所による回覧で周知する）

・体験型（味噌つくり、陶芸、書道、日曜大工、園芸、門松つくり等）
・健康講座・夏祭り・敬老会
・私のアルバムつくり・認知症サポーター養成講座

○ ○

*** ○
4

(国分)

介護予防拠点敷根
（小規模多機能ホーム敷根）

社会福祉協議会　政典会

（グループホーム陽だまり日輪荘 他）
介護予防拠点日輪荘

医療法人　誠井会

○

○

①毎週木曜日　 　10:00～12:00
②毎月第2土曜日　10:00～12:00
③毎月第3土曜日　13:30～15:30

・「くもん脳の健康教室」による学習療法
・地域のボランティアによる学習療法サポート
・交流活動
・ボランティア活動の啓発

毎週火曜日　10:00～12:00○ ○

・運動改善、栄養改善、口腔機能改善などの体操
・認知症予防、老いと向き合う支援
・交流レクリェーション、仲間づくり
・介護技術に関する情報提供、介護相談等

毎月第2土曜日　9:45～11:45

開催日時 プログラム内容

○ ○

実施年度

○

○

1
(国分)

2
(国分)

番号
(地区)

国分府中デイサービス

名称（事業所名）/連絡先・担当者名/
郵便番号・住所[霧島市]/法人名

医療法人　サンライフ

瑞祥園介護予防拠点
（瑞祥園通所介護事業所）

社会福祉協議会　政典会



平成27年度地域のひろば推進事業

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
開催日時 プログラム内容

実施年度番号
(地区)

名称（事業所名）/連絡先・担当者名/
郵便番号・住所[霧島市]/法人名

48-5262 鮫島美智子
〒899-4332 国分福島三丁目61番3号

46-6511 渡辺智之
〒899-4305 国分清水五丁目1番49号

55-9000
〒899-4332 国分中央三丁目16番6号

フラワーホーム隠居長屋ろんち
フラワーホーム
58-2152 瀬戸口　司
〒899-6404 溝辺町麓947番地3
社会福祉法人　山陵会

小規模多機能ホームふもとの家

58-9337 上原悠矢
〒899-6404 溝辺町麓2622番地
社会福祉法人　山陵会

64-1188 小川卓也
〒899-6405 溝辺町崎森2759番地1
有限会社　ネバーランド

グループホーム・小規模多機能ホームみどりの風

72-9054 竹下智行
〒899-6303 横川町中ノ5645番地1
社会福祉法人　希望ヶ丘福祉会

介護予防拠点絆　
（霧島リハウォーク絆小規模多機能ホーム）
54-5512 丸野芳夫
〒899-6507 牧園町宿窪田649番地1
株式会社　霧島リハウォーク絆

介護予防センターこころ　
（杉安病院内）
57-2077 岩下・中島
〒899-4201 霧島田口2143番地
医療財団法人　浩誠会

グループホームうさぎ

57-3031 信國由美子
〒899-4201 霧島田口193番地1
社会福祉法人　霧島会

毎月第3土曜日　10:00～11:30

・レクリェーション（脳トレ・ゲーム・カラオケ）
・介護に関するお悩み相談会
・理学療法士による介護予防体操
・管理栄養士による食中毒、熱中症対策や看護師による感染症対策　等

毎月第3木曜日　11:00～13:30
　（4月のみ第4木曜日）

・昔ながらの家庭料理つくり
・懐かしの歌

19
(霧島)

20
(霧島)

○

○

○ ○

*** ***

私のアルバム、脳活性化リハビリ、リハビリ体操、料理教室、昔遊び、映画鑑賞、マッ
サージ、講話、音楽療法

*** *** ○
18

(牧園)
毎月第3水曜日　13:00～14:30

・健康体操、リハビリ
・カラオケ
・料理教室
・私のアルバム作成
・映画上映

17
(横川)

○ ○ ○
毎月5地区の公民館で開催（不定期）
（高木・木浦・野坂・上小脇・下深川）

毎月1～2回（不定期）

・健康体操、口腔内の機能維持、介護予防、感染症予防、介護相談等
・高齢者が被害にあう犯罪について
・季節に応じた伝統料理づくり（あくまき、おはぎ、こんにゃくつくり等）
・季節の行事等

①毎月1回（不定期）　14:00～15:00
②年2回　　　　　　　　時間未定
③第1・3水曜日　　　　10:00～11:00
④毎月第2土曜日　　 10:00～15:00

①みんなで歌おう懐かしのあの歌、この歌
②森の中でのコンサート
③菊づくり教室
④むかし遊び（竹細工・ポン菓子・公園づくり・キャンプ等）

グループホーム・
小規模多機能ホームよいやんせ

15
(溝辺)

16
(溝辺)

・いきいき脳の健康教室（嘉祥園元気塾）
・くもん脳の健康教室
・学習後の交流活動（おやつづくり・健康体操等）

毎月第3日曜日（時間未定）

・認知症に関する啓蒙活動（認知症サポーター養成講座、私のアルバムつくり）
・なつかしの料理つくり（げたんは、ゆず子、ちまき、そば、散らし寿司、昆布巻き、蒟
蒻、さつま揚げなど）
・健康、趣味教室（転倒予防教室、生活習慣病、認知症予防講座、書道教室、凧、門松、
竹馬つくりなど）

○ ○ ○

○ ○ ○

○
毎月第2、4土曜日　10:00～12:00
　また、必要に応じて開催

①地域とのふれあい（映画鑑賞、生け花、郷土料理等）
②子供とのふれあい（地区の昔話、史跡巡り、野菜つくり、昔の遊び等）
③健康体操、食生活改善Gによる体にやさしい料理教室
④マップ作成、認知症講座、福祉制度講習等

11
(国分)

12
(国分)

14
(溝辺)

毎週土曜日　9:30～14:00 郷土料理等の食文化の継承活動

*** *** ○

○○ ○

嘉祥園認知症対応型通所介護事業所

デイサービスセンター今日館

○ ○ ○

13
(国分)

株式会社　南日本ケアマネージメント

社会福祉協議会　政典会

毎週水曜日　10:00～12:00

株式会社　メディコープ

小規模多機能ホームおあしす国分

*** ○



平成27年度地域のひろば推進事業

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27
開催日時 プログラム内容

実施年度番号
(地区)

名称（事業所名）/連絡先・担当者名/
郵便番号・住所[霧島市]/法人名

小規模多機能ホーム一休庵きりしま

64-8282 竹之下幸子
〒899-4201 霧島田口578番地1
社会福祉法人　恵愛会

グループホームきりっま

64-8095 大嵩良子
〒899-4203 霧島大窪63番地2
株式会社　ケアサポート霧島

そよかぜ
（認知症対応型通所介護ひだまり）
43-5005 上村竜太

隼人町小田252番地4
医療法人　尚愛会

グループホームどんぐりの里

44-6934 池田洋子
〒899-5102 隼人町真孝113番地1
医療法人　健秀会

グループホームとうりんじハウス

73-6311 萩原幸子
〒899-5115 隼人町東郷102番地
医療法人　生成会

グループホームあもり

43-8700 市來暢之
隼人町内2075番地2

社会福祉法人　真奉会
小規模多機能ホームおあしす福山

64-7110 久保田　光
〒899-4501 福山町福山5410番地26

16 22 27

※平成25年度の実施事業所は17事業所で、「うのきデイサービス」分が含まれていません。（平成26・27年度未実施のため）
※平成26年度の「そのくいふれあいサロン（小規模多機能ホームおあしす重久）」は平成26年12月から開始
※平成27年度の「グループホームどんぐりの里」は平成27年6月から開始

毎月第3木曜日　14:00～

減塩料理・夏をのりきる美味しい料理の講話
・防災講座
・貼り絵づくり、アレンジフラワー、ふくれ菓子づくり
・ミニ運動会、介護予防体操、口腔ケア　等

毎月第3土曜日　14:00～16:00

・季節や行事に関する飾りや小物等の作成
・体力づくり、レクリェーション
・家庭でできるおやつつくり
・救急対応、認知症その他の講座
（折り紙教室、スポーツ吹き矢、救急蘇生、認知症サポーター養成講座等）

毎月1回（時間未定）

・花見
・ちまきつくり
・お食事会
・季節の行事（七夕、敬老会、クリスマス会、ひな祭りなど）

毎月第4木曜日（時間未定）

・パン、お菓つくり、そば打ち
・陶芸教室、ウォールアート教室
・認知症サポーター養成講座
・バーベキュー、忘年会

実施事業所数

26
(隼人)

27
(福山)

***

***

***

株式会社　メディコープ

○

○

○

○

○

Ｈ27
6～

○

***

○

***

○

23
(隼人)

24
(隼人)

25
(隼人)

○

○

①奇数月第3金曜日　10:00～15:00
②毎月第2木曜日
③毎月第4木曜日　13:30～
④年2回

①料理教室
②映画鑑賞、マッサージ
③お楽しみ会（大正琴・ハーモニカ・踊り・マジック）
④認知症サポーター養成講座等

21
(霧島)

22
(霧島)

○

○

毎月第1・第3木曜日　14:00～16:00
　　（料理の場合は、10:00～12:00）

シルバー川柳、膨れ菓子つくり、交通安全教室、編み物、そばうち、アレンジフラワー
医師による講話、料理つくり、体操

○ ○

○*** 毎月1回（日時未定）
書道教室、園児との交流、夕涼み会、ハーモニカ演奏、秋まつり、機能訓練教室
大正琴演奏、そば打ちつくり、書初め　等


