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恵みの如く、尽きない愛をもって光となり、
輝き溢れる社会福祉の実現に挑戦いたします。
恵みの如く、尽きない愛をもって光となり、
輝き溢れる社会福祉の実現に挑戦いたします。

法人理念

沿　革

広島県尾道市に本社を置く恵泉福祉会は、大阪府吹田市、広島県福山市、三原市，福岡県福岡市に施設が
あり、乳幼児や障がいのある方、高齢者までの支援ができる社会福祉法人です。

公益性を持つ法人として輝きあふれる社会福祉の実現、地域福祉の発展に貢献すべく平成24年6月に設
立されました。高齢者支援（介護）から始まった事業も、現在では障がい者への支援、乳幼児への教育・保育
を対象に、幅広い福祉事業を展開するに至っております。

様々な価値観の変化を伴いつつ激動する現代において、超高齢社会の到来、認知症高齢者の増加への問
題、障がい者（児）支援、子育て支援の充実など我が国の福祉が抱える課題に対し、職員一同、課題克服の一
翼を担う者としての自覚を持ち、介護・障がい福祉サービス、子育て支援の理想像を求め、最大限に努力し
て参る所存です。

これからも時代とともに変化する地域社会のニーズを見つめ、社会福祉本来あるべき姿に向き合いなが
ら、我が国の未来のために、明るく、豊かな活力のある地域社会の創造のために、日々研鑽に努めて参りま
す。

今後とも、末永く御愛顧賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       社会福祉法人　恵泉福祉会　一同
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平成24年　6月    7日　社会福祉法人　恵泉福祉会　法人設立  （大阪府吹田市）
　　   　　 11月   1日　地域密着型特別養護老人ホーム　メヌホット千里丘　開設  （大阪府吹田市）
　　　　　　　　　   小規模多機能ホーム　メヌホット千里丘　開設  （大阪府吹田市）
平成25年　 8月   1日　  ショートステイ　メヌホット千里丘　開設  （大阪府吹田市)　  
平成28年 　 4月   1日　 愛育認定こども園　開園  （広島県三原市）　
平成29年　  8月   1日　 就労継続支援B型事業所　ステップアップ絆　開設  （広島県福山市）　　　
　　　　　   8月  21日　 法人本部を広島県尾道市へ移転
平成30年　 4月   1日　 だいもん愛育保育園　開園  （広島県福山市）
平成31年　 4月    1日　  はかた愛育保育園　開園  （福岡県福岡市）　
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1.私たちは専門職として、その職務に於ける必要性の理解と専門性を十分に発揮い
たします。

2.私たちは組織の一員として、仲間を愛することを忘れず感動が分かち合える組織を
構築いたします。

3.私たちは地域福祉の拠点として、地域の互助力を高め共存と共生の精神をもって
地域へ貢献いたします。
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ご利用者が社会（地域）の中で、その有する能力に応じ自立した生活が送れるよう、地

域住民と医療の協働を図りながら介護保険サービスの提供を行います。また、自己選

択の意思尊重と説明責任の義務を果たし、「普通の生活」と「あたりまえの感覚」を自

らに問いかけ、尊厳ある生活者としての理想を追求いたします。
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ケア方針

運営方針





〒729-0417
広島県三原市本郷南三丁目4番7号
TEL(0848)60-6939　FAX(0848)60-6941
mail:n.c.aiiku@keisenfukushikai.jp

外観写真

一時預かり事業 ( 一般型 )

地域子育て支援拠点事業 (子育て支援センター )

地域の子育て家庭を対象に、子育て(育児)不安に対応した相談活動や親子の集いの
場を提供し、相互交流を図ります。
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供
し、援助の実施及び交流の促進に努めます。
地域の子育て関連情報の提供、子育て支援に関する講習等の実施により地域交流の
促進に努め、当事者による支え合いにより、地域の子育て力の向上に努めます。

在園児以外の家庭に於いて教育・保育を受けることが一時的に困難と
なった乳幼児を対象に、教育・保育を提供致します。

広島県三原市　平成28年4月 開園

愛育認定こども園
「健やかでたくましい心と体を育てる。」「基本的な生活習慣を育て
る。」「創造的な思考力と豊かな表現力を育てる。」を念頭に、無限の
可能性を秘めた子ども達一人ひとりの自己教育力、自立に向かう
心を正しく導きながら、子ども達の世界を温かく見守り健全な子
どもの成長を応援致します。

施設定員：110名児 童 福 祉 施 設
●（幼保連携型）認定こども園

優しく愛のある雰囲気の中で、子どもの心や
身体の成長を育む教育・保育を行います。

広島県福山市　平成30年4月 開園

〒721-0926
広島県福山市大門町六丁目15番14号
TEL(084)-999-6277　FAX(084)999-6278
mail:s.h.aiiku@keisenfukushikai.jp

施設定員：18名

● 小規模保育園（A型）児 童 福 祉 施 設

だいもん愛育保育園

だいもん愛育保育園では
子どもたち一人ひとりが心身ともに健やかに育つことのできる環境の中で、人から充分に愛され、ありのままの自分でいることを認め
られ、幸せに暮らすことができることを大切にしていきます。
「自分大好き！」「友だち大好き！」「先生大好き！」「保育園大好き！」「今日も楽しかった。明日はどんなことをして遊ぶのかな？」と子ども
たちが感じられるよう一人ひとりを大切にし保護者の皆さまの子育てが幸せなものとなるようお手伝いをします。

一人ひとりの子どもの気持ちに寄り添い、子どもの思いを受け止
め、心を育てる保育を目指します。「一人ひとりの子どもを大切にす
る」「目に見えないものを大切にする」「生きる力の基礎を育む」保育
を念頭に、地域における子育て支援に取り組み、家庭と一体となり、
子どもの健全な心身の発達を図ります。

子どもたち一人ひとりに寄り添い、
　生きる力の基礎を育む保育を行います。

0歳児室 1歳児室 2歳児室

保育室の風景
左から0、１、２歳児室。床暖房
完備（各部屋）、0歳児は生後
6ヶ月目から利用可能です。

JR山陽本線 本郷駅から徒歩10分
JR山陽本線 大門駅から車で5分
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無限の可能性を秘めた子ども達の自立に向かう心を
導きながら、温かく見守り、健全な子どもの成長を育みます。

福岡県福岡市　平成31年4月 開園

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南三丁目7番13号
TEL (092)409-4771　FAX(092)409-4773
mail:n.h.aiiku@keisenfukushikai.jp

施設定員：60名

● 認可保育園児 童 福 祉 施 設

はかた愛育保育園

はかた愛育保育園では
基本的な生活習慣を身につけ、豊かな心と健康な体を育むために調和の取れた保育を行います。一人ひとりが輝き、喜びや楽しさを期待し
ながら登園し、子どもが主体的に生活し、遊べるよう発達を見通して見守り、子ども一人ひとりに合わせた援助を行います。様々な活動を通
して友達と関わる中で友達を認めたり、励ましたり、感謝したりと思いやりの心をもち、色々な行事を経験する中で、自分で考え行動するこ
とのできる力を育みます。

地域との交流
・子育て支援「はかたっ子」では、季節に応じた製作、ふれあい遊び、リズム遊び等親子で楽しく活動したり、友達づくりをする中で子育ての悩
みを共有し、子育てが幸せなものとなるよう、サポートしていきます。
・地域の皆様との交流を大切にし、積極的に行う中で一緒に童謡を歌ったり、伝承遊びをしたり、たくさん触れ合いながら、子ども達の豊か
な心を育んでいきます。

優しく愛のある雰囲気の中で、「一人ひとりの子どもを大切にする」
「目に見えないものを大切にする」「生きる力の基礎を育む」保育を
目標に、子どもの心や体の成長を育みます。園と家庭の生活の連続
性を大切にし、子どもも保護者も安心して楽しく充実した園生活
が送られるよう、安全で豊かな環境づくりを心がけます。

障がい児保育
集団保育が可能な障がいや発達の遅れ
があるこどもを対象とした保育を行います。

一時保育
生後6ヶ月を超える就学前児童を対象とし、一時的に家庭での保育が困難になる保護者の
ために一時保育を実施します。週3日以内、もしくは連続14日以内の範囲で利用できます。

関 連 企 業 ・ 法 人
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豊　栄

交　野大阪

・指定訪問看護事業 ・指定看護小規模多機能型居宅介護事業

令和元年

【甲山めぐみ認定こども園】 【世羅めぐみ認定こども園】

認定こども園の運営

【尾道めぐみ認定こども園】

〒722-1122
広島県世羅郡世羅町大字小世良 392番地 1
TEL(0847)25-5621
FAX(0847)25-5031

安芸高田

はかた愛育保育園

JR鹿児島本線 博多駅から徒歩15分


