
【報道関係各位】 2017年11月7日

社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市／理事長：山本敏博／以下、聖隷）は、全国1都8県153拠点

において、医療・保健・介護・保育・障がい者施設など福祉事業を展開しています。

その中の有料老人ホーム「エデンの園」では、11月11日の「介護の日」に合わせて、専門家による講演や、介護予防講座

相談会、関連製品の展示・体験会など、入居者だけでなく、家族も含めた様々な生活者にとって介護への意識を高め、

理解を促す各種イベントを開催します。

開催施設は、「ウェル・エイジング・コミュニティ宝塚エデンの園」（兵庫県宝塚市）、「松山エデンの園」（愛媛県松山市）、

「油壺エデンの園」（神奈川県三浦市）、「浦安エデンの園」（千葉県浦安市）、「ウェル・エイジング・プラザ奈良ニッセイエ

デンの園」（奈良県北葛城郡）、「ウェル・エイジング・プラザ松戸ニッセイエデンの園」（千葉県松戸市）、「明日見らいふ南

大沢」（東京都八王子市）の有料老人ホーム7施設。施設ごとの特色を活かした各種イベント内容をご紹介します。

社会福祉法人 聖隷福祉事業団
高齢者公益事業部

専門家による介護を取り巻く様々なテーマの講演や、介護予防講座、相談会、

関連製品の展示・体験会など、入居者とその家族だけではなく、

地域社会での支え合いや交流を促進し、介護についての理解を深める内容です。

厚生労働省は、平成20年より“介護について理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者及び介護家族を

支援するとともに、これらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障がい者等に対

する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施するための日”として、「11月11日」を「介護の日」と決めました。

① ウェル・エイジング・コミュニティ宝塚エデンの園 （所在地：兵庫県宝塚市ゆずり葉台3-1-1／TEL：0797-76-3800）

１１月１0日（金） ■カルチャーウィーク2017 健康づくりフェスタ

【Ｃ棟4階 グリーンホール】

■認知症サポーター養成講座 …10:00～11：30（受付9：30～）

講演者…逆瀬川地域包括支援センター職員

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して、

できる範囲で手助けする「認知症サポーター」養成講座を開催。

※認知症サポーターとは、厚生労働省が認知症施策推進総合戦略に基づき、

認知症に関する一層の啓発を図ることを目的として実施。

【Ｃ棟1階ビデオシアター】

■介護サービス・介護居室紹介と介護居室見学会 ①13：45～ ②15：00～

※当日、13：00よりＣ棟1階⑧番ブースにて予約受付

※画像は昨年の様子です

1/4

【Ｃ棟１階ロビー・集会室】

■コーナー紹介…13：30～15：30

「足型測定・靴の販売・相談」「機能性・便利グッズのご紹介」「聴こえ相談」「頭皮・髪の相談」

「お肌に関する相談」「お食事なんでも相談」「よろず承り所（入居者介護互助会）」

「お薬の相談・血液サラサラ度測定」「かな拾いテスト（注意機能評価）」

11月11日は、「介護の日」！
いいひ いいひ

聖隷福祉事業団が運営する有料老人ホーム

「エデンの園」にて開催する「介護の日」関連イベントのご紹介



② 松山エデンの園 （所在地：愛媛県松山市祝谷6-1248／TEL：089-922-6656）

１１月１１日（土） ■第４回 介護フェスタ ＋ 見学会

【２階 集会室】
■「医療法人聖愛会の地域との関わりについて」 13：30～14：30
講師…医療法人聖愛会 道後ベテルホーム事務長

和田 玲子氏
■「健康長寿と運動」 14：30～15：15
講師…聖隷福祉事業団 高齢者公益事業部

清水 貴史
■園内活動・展示コーナー 13：00～16：00
・介護予防活動紹介 ・介護用具販売

【１階 ロビー】
■施設見学会（各部：定員15名先着順）
第1部…13：30～14：10
第2部…14：25～15：05

■終活サポート協会相談コーナー 13：00～16：00
エンディングノート、遺言書、物の整理など終活に関するご相談

※画像は昨年の様子です
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③ 油壺エデンの園 （所在地：神奈川県三浦市三崎町諸磯1500／TEL：046-881-2150）

１１月１1日（土） ■第7回 介護フェスタ ～地域と共に暮らす～

【ゆうなぎホール／クラブ室1・2／こだち食堂】

■「地域と共に暮らす」

午前の部…10：00～12：00 午後の部…13：00～15：00

1）体年齢測定 2)販売コーナー 3）福祉用具展示

4）脳トレカフェ（認知症カフェ） 5)フットマッサージ

6）ゲームコーナー 7）喫茶コーナー 8）足型測定会

※ブースをめぐるスタンプラリーでは、スタンプを集めた方に

粗品プレゼント。

※脳トレカフェは 予約・有料制…料金200円
※画像は昨年の様子です

④ 浦安エデンの園 (所在地：千葉県浦安市日の出1-2-1／TEL：047-381-4890）

１１月 １９日（日） ■ 介護フェスタ 2017

【イベントスケジュール】
■講演会「高齢者へのエンド・オブ・ライフ・ケアを取り巻く背景と看護職の役割」 13：00～13：40

講師…東京医科歯科大学大学院 看護先進科学専攻 准教授 深堀 浩樹 氏

■講演会「もしも、のために考えましょう」 13：40～14：00

講師…東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 助教 御子柴 直子氏

※高齢者の終末期に起こり得ること、看護職が行うケアについて分かりやすく話します。

その後ワークアウトあり。

■ドッグセラピー…14：30～

■園内見学会 ①13:00～ ②14:00～

参加費：無料 所要時間：40分程度 事前申込不要

■セレモニーフォト無料撮影コーナー／「メイクアップ」ブース

■浦安エデンの園 食事サービス課による「栄養相談」「介護食の調理過程の展示」

■福祉用具の展示・販売会／株式会社タカサ提供

■足型測定会＆足と靴の相談会／アサヒシューズ株式会社

※画像は昨年の様子です



⑤ ウェル・エイジング・プラザ奈良ニッセイエデンの園 （所在地：奈良県北葛城郡河合町高塚台1-8-1／TEL：0745-33-2100）

１１月１１日（土） ■介護の日 ふれあいフェスタ

【共用棟2階】 13：00～16：00

■最新の運動機器体験

デジタルミラー …姿勢や動作を確認しながら、より効果的なリハビリや予防運動

ザ・ボディコンディショナ…立体センサーで身体の動作を分析。姿勢分析、身体の歪みや

バランスを測定

■エデンコレクション2017（職員・入居者によるファッションショー）

ファッションショーでご覧いただいた衣類をはじめシニアにおススメの衣料品を販売

■ご休憩カフェコーナー（認知症情報・相談コーナー）

認知症に関する本や資料あり。簡易的な認知症自己診断の体験用シートも用意。

■福祉用具・生活便利グッズ展示、販売

歩行器・杖・介護用シューズや日常生活に便利な用具展示販売。（お試し可能）

■介護居室ご入居作品展示

介護居室でお暮しの入居者作品展示

■リバティほっかつ福祉作業所物品販売

北葛城地域の福祉作業所で作られた商品の販売（さおり織り・革製小物・お菓子）など

■三角つまようじ販売

三角形のつまようじで、二辺で歯垢除去、底辺で歯ぐきのマッサージ効果！

■女性用ウィッグ（かつら）体験試着

帽子感覚でのおしゃれやボリュームアップなど最新のウィッグ体験

■ほほえみ撮影会

プロによるポートレート撮影会（有料事前予約制）

■体組成計体験測定

基礎代謝や脂肪量を測定し必要な運動量を提案。

※画像は昨年の様子です

※画像は昨年の様子です
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前回まま

⑥ ウェル・エイジング・プラザ松戸ニッセイエデンの園 （所在地：千葉県松戸市高塚新田123-1／TEL：047-330-8270）

１１月１0日（金） ■いきいき介護フェスタ ～ためよう健康貯金～ 10：00～16：00

2017年テーマ：『ためよう健康貯金 ～20年後もいきいきと～』

【 別館・１号館ロビー 他 】

■講演①「元気に楽しくロコモ対策」 10：00～11：00

講師：聖隷佐倉市民病院 整形外科部長 関節センター センター長 岸田 俊二先生

■講演②『いつか使うは使わない!!』片付けスイッチをONにする

～今こそ始める自分の部屋の片付け～ 13：00～14：00

講師：スッキリ生活アドバイザー、収納コーディネーター 宮城 美智子氏

■有料マッサージ体験…セントラルスポーツ整骨院 ワンコイン体験マッサージです。

■タッチタイピング体験会…園内で行っている介護予防プログラムの一つです。

■頭から始める介護予防…職員による体験型講演会です。

■ポールウォーキング体験…園内でも人気のプログラムです。

■無料歯科検診…園にて治療が受けられる訪問歯科診療“ラビット歯科”の健診です。

■エデン式ロコモ測定…日常生活上の身体能力を把握し健康寿命を延ばしましょう!!

（6項目を測定します）

■パネル展示

一般居室サービス課、介護居室サービス課、医療技術事務課、看護介護課

生活サービス課が行う入居者支援の紹介です。

■コーナー紹介（★印は、ミニ講演会があるコーナーです）

・東武百貨店：物品販売

・パムコス：福祉用具販売 ★

・コレット（福祉ショップ）：蒸しパン販売

・ブルーム：補聴器点検 ★

・株式会社ハート引越しセンター：片付け相談

・読売新聞東京本社：「昔を思い出してリフレッシュ！自分史の世界を体験しよう！」★

・ラビット歯科：誤嚥性肺炎予防の為の口腔体操“いつまでもおいしく食べていく為に”★

※画像は昨年の様子です



⑦ 明日見らいふ南大沢 （所在地：東京都八王子市南大沢3-16-1／TEL： 042-679-3030）

１１月１8日（土） ■あすみ暮らしの用品フェア

【第１ホール・エントランス・第2応接室】

■主な展示品

1) フランスベッド株式会社 電動ベッド 手すりなど
2) めがねの愛眼：補聴器、メガネ
3) 株式会社フジ医療器：マッサージチェア、補聴器
4) ゆいまーる：シルバーカー、杖、口腔ケア物品など

■体験コーナー
1) 骨密度測定：足の裏で簡単に骨密度が測定できます。
骨密度測定の結果にあわせて牛乳やヨーグルトなどのご提案・試飲ができます。

2) 足型測定
自分の正しい足のサイズを測定

3) 握力測定
4) アロマハンドマッサージ
5） 血流測定

■介護予防講座
1) 『ヨーグルトについて』 講師：株式会社明治 …10:30～
2) 『食べる力に応じた食事～明日見らいふの食事形態基準』
講師：管理栄養士 岩松 そのみ …13：30～

3) 『楽な姿勢は良い姿勢？』 講師：理学療法士 田畑 剛 …14：00～

■介護サービス説明＆介護棟・ケアセンター浴室見学会
①14：15～ ②14：30～ ※申込方法：当日第１ホール受付にてお申し込みください※画像は昨年の様子です

4/4

＜本資料に関する報道関係者様からのお問合せ先＞

聖隷福祉事業団 広報事務局 （広報代理：フロンティアインターナショナル内） 担当：前川・森・千葉

TEL：03-5778-4844 ／ FAX：03-3406-5599 ／ E‐mail：frontier-pr@frontier-i.co.jp

※イベントに関する一般からのお問合せは各会場までお願い致します。

法人名 社会福祉法人 聖隷福祉事業団（せいれいふくしじぎょうだん）

創立 1930年（昭和5年）5月

基本理念 キリスト教精神に基づく「隣人愛」

代表者 理事長 山本 敏博（やまもと としひろ）

所在地 静岡県浜松市中区住吉2丁目12番12号（法人登記）

事業内容

1. 医療事業（病院・診療所・ホスピスなど）

2. 保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境測定など）

3. 福祉事業
（特別養護老人ホーム・身体障がい者支援施設・救護施設・無料または低額診療・保育事業・有料老人ホーム事業）

4. 介護サービス事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステーション・在宅訪問事業など）

聖隷福祉事業団 http://www.seirei.or.jp/hq/

高齢者公益事業部 http://www.seirei.or.jp/eden/

事業規模

施設・事業数 153施設・324事業（2017年11月現在）

職員数 14,528名（2017年9月現在）

事業収益 約1,098億円（2016年度）

社会福祉法人 聖隷福祉事業団の概要
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