日本人とコリアンの共生
こきょう

いえ

こうべ

・神戸
｢故郷の家・神戸｣は、介護が必要になった在日コリアンや日本人の高齢者の方々が、
国境や世代を超えて、地域の中で共に仲良く暮らす老人ホームです。
それぞれのふるさとの香りにつつまれながら、共に心地よく安心して暮らせます。
｢故郷の家・神戸｣は、有料老人ホームとは違い、年金生活者、低所得者も安心して
利用できる特別養護老人ホームです。

故郷の家・神戸の介護事業
①介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム

③通所介護 デイサービス

入所されたお年寄りお一人おひとりの健康
状態に応じて、食事、入浴、身の回りの介護
サービスやリハビリテーションなど、快適な
日常生活を支援します。

生活及び運動意欲の低下、家庭での閉じこ
もり防止などのために、受けるサービス。
自宅まで迎えに行き、日帰りで、入浴、食
事などのサービスを提供します。

④ケアプランセンター
②短期入所生活介護
ショートステイ

ご本人、ご家族と相談のうえ、介護サービ
ス計画の作成やサービス提供事業者との
連絡･調整も行います。

介護者の急な用事や介護疲れなどが生じた
場合、特養と同じサービスで一時的
に入所できます。期間は、ご本人、 ⑤老人居宅介護等事業
ヘルパー派遣事業
ご家族のご希望に合わせて
ご相談に応じます。
ホームヘルパー（訪問介護員）が自宅を訪
問し、入浴、排泄、食事、清掃など、身の
回りのお世話を行います。

←神戸震災復興のモニュメント「鉄人２８号」
（神戸市 JR 新長田駅前）

平面図

故郷の家・神戸には、
ほっとするぬくもりと
ともに生きる喜びがあります。
特別養護老人ホーム 故郷の家・神戸
ショートステイ 故郷の家・神戸
介護方針：たくさんの楽しみを提供します

・・・日本と韓国、2 倍楽しい「故郷の家・神戸」
・・・

①友 情：日本語でも韓国語でも自分の言葉で
語り合えます。
②プログラム：韓国・日本両国の季節の行事な
ど多彩なプログラムがあります。
③魂の安息：日曜礼拝で牧師が悩みの相談をお
受けします。安息と喜びがあります。
④キムチと梅干：韓国食や日本食、食べたいも
のを食べる喜びが味わえます。

介護サービス： 在日コリアン・日本人利用者のそれぞ
れの人権と生活を尊重し、個別のニー
ズに応える介護を目指しています。

一日のスケジュール
6:30
7:00
8:00
9:00
10:00

★楽しい食事★
離床・モーニングケア
常備のキムチとウ
食堂付添・朝食準備
メボシをはじめ、韓
朝食・口腔ケア
国食や日本食、西洋
排泄介助・オムツ交換
料理や中華料理な
居室掃除･レクリエーション ど、毎食毎、変化に
富んでいます。
リハビリ体操
体調により、食事
トイレ介助・食堂付添
時間や居室など場所
昼食・口腔ケア・着床
も変更できます。
オムツ交換・排泄介助
メニューもリクエ
入浴
スト食などを選ぶこ
おやつ・(各種プログラム) とができ、ホールな
トイレ介助
どで食事できます。
オムツ交換
食堂付添
夕食・口腔ケア・着床(ナイトケア)
トイレ介助・洗濯物配布
眠前薬配布・水分補給・オムツ交換
消灯

④排泄：排泄の自立を促すため、身体機能を最
大限活用した援助を行います。

11:00
12:00
13:15
13:45
14:00
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
21:00

⑤機能訓練：日常生活に必要な機能の回復や、
減退予防のための訓練を行います。

介護サービスを利用できる方

①相談：介護サービス利用のための相談を受け
ております。お気軽にどうぞ。
②食事：利用者の体調や嗜好を考慮して、栄養
士が献立をたてます。
③入浴：入浴または清拭を行っています。寝た
きりの方も機械浴槽で入浴できます。
+

⑤おんどると畳：韓国式のオンドル部屋(床暖房)
や畳部屋。
。
⑥アリランと演歌：アリランもあれば演歌も。
懐かしく、楽しい時間を過ごします。
⑦ハングルと日本語：韓国人や日本人スタッフ
が、日々のお世話にあたります。

⑥健康管理：医師や看護職員が、健康管理を行
います。
⑦その他自立への支援：寝たきり防止のため、
離床を促し、朝夕の着替えや整容を助
け生活のリズムや清潔に配慮します。

第 1 号被保険者(65 歳以上)
要介護：ねたきり、認知症などで入浴・排泄・食事などの日常の生
活に介護が必要な方
要支援：いつもでもなくても、家事や身支度などの日常生活に手助
けが必要な場合

第 2 号被保険者(40～64 歳)
特定疾病が原因で要介護や要支援状態になった方 。

ご利用について：神戸市の入所指針に基づき、申込順ではなく、要介護度３以上の方で介護者の有無、認知の程度や在宅サービスの利用率
などを入所判定委員会で判断して、緊急性の高い方から入所します。

特養・ショート・デイサービスの主な年間行事
１月

２月

３月

４月

（事情により変更される場合もあります）

５月

６月

毎月実施：誕生会(個別の誕生日もお祝いします)・誕生者外出・移動パン屋・散歩・水曜礼拝・日曜礼拝・リハビリ体操・モーニング喫茶
正月 初詣 茶会
節分 旧正月
ひな祭り
花見
端午の節句
父の日
書初め 餅つき
鍋パーティ
すしフェア
母の日
保育所交流
バレンタインデー
梅見
菖蒲湯

デイサービス 故郷の家・神戸
真野デイサービスセンター
デイサービスは、日帰りの楽しみサービス
デイサービスは、
日常生活で介護や支援が必要
になったお年よりが、自宅から通いながら、健康
チェックや食事、入浴、機能訓練、レクレーショ
ンなどを楽しむ日帰り介護サービスです。
笑い声が溢れる明るいデイサービスで心身を
活性化し、残存機能の維持改善をはかりながら、
生活や運動意欲の低下を防ぎます。
またご家族の身体的・精神的負担も軽減しま
す。利用者と家族の皆様が、日々生活の喜びを感
じられるようお手伝いします。

くつろぎ空間 デイサービス故郷の家･神戸
真野デイサービスセンター
デイサービス故郷の家･神戸、真野デイサービ
スセンターは、ご利用者それぞれの文化を尊重
し、日本と韓国の二つの文化を大切にします。ま
た食事やレクレーションなど、
各個人の状態やご
要望に沿ったプログラムを提供しております。
故郷の家は、皆様が気楽に立ち寄って、楽しい
時間を過ごせる温かいくつろげる空間です。
利用時間 9:40～16:40
営業日：月～土(祝日含む)。日曜日は休業。
デイサービスの一日
9:00 送迎出発
到着後、健康チェック
10:00 入浴、水分補給、手洗い
11:00 口腔機能向上訓練
12:00 昼食、休憩 口腔ケア
13:30 脳機能活性型レクリエーション
音楽・脳トレ・個別機能訓練
15:00 おやつ、談話
運動レクリエーション
16:40 送迎 帰宅

７月

８月

故郷の家･神戸
介護サービスを
受けるには、まず介護
認定を受けましょう。
ケアプランセンター故
郷の家・神戸では、介護
に関する専門的知識と
経験豊富なケアマネー
ジャー(介護支援専門
員)が、介護サービス利
用のお手伝いや利用者
が安心して生活できる
よう支援します。

サービス内容
①介護保険についての相談
②介護認定申請代行
③介護認定調査
④居宅介護サービス計画
(ケアプラン)の作成
⑤サービス提供事業者など
との連絡調整。
サービスの適切利用を
支援します。

ケアプランの作成
利用者本人やご家族、主
治医との密な連携で健
康状態をこまやかに把
握して、利用者が満足で
きるケアプランを作成
します。
※ケアプラン作成の
自己負担金は不要。
（全額保険給付）

９月

ヘルパー
故郷の家・神戸

ケアプランセンター

10 月

ヘルパー故郷の家･神戸
は、ご自宅にホームヘル
パー（訪問介護員）を派
遣し、身体介護や生活援
助、生活等に関する相
談・助言など、生活全般
を支援します。

サービス内容
１)身体介護
①入浴介助・清拭・洗髪
②排泄介助・おむつ交換
③食事介助
④衣服の着脱の介助
⑤通院介助
⑥その他、必要な身体介
護。※医療行為は不可。
２)生活援助
①調理 食事用意。
②洗濯 衣服洗濯。
③掃除 居室掃除。
④買物 日常生活の物品
買い物。
⑤その他、関係機関への連
携等、必要な家事
援助。
※預貯金の引出しや預入れは
不可。(預貯金通帳・カード
はお預かりできません。)
※利用者以外の方の調理や洗
濯、居室や庭等の掃除、大
掃除等は不可。

３)その他
必要に応じて健康や日常
生活上での状況をお訊ね
し、生活上のご相談や助言
を行います。

11 月

12 月

毎月実施：誕生会(個別の誕生日もお祝いします)・誕生者外出・移動パン屋・散歩・水曜礼拝・日曜礼拝・リハビリ体操・モーニング喫茶
七夕
光復節
敬老の日
運動会
紅葉狩り
クリスマス会
スナックコヒャン
納涼祭
カラオケ大会
お月見
保育所交流
キャンドルサービス
家族会
秋夕
コリアジャパンデイ
ダンスパーティ

介護サービスを利用するには、
まず要介護(要支援)認定から…

社会福祉法人こころの家族が運営する

安心の故郷の家ネットワーク
＜堺＞Sakai

介護保険ご利用の流れ

①故郷の家（堺市）1989 年 増築 1996 年
１．要介護(要支援)認定申請
〒590-0142 大阪府堺市南区桧尾 3360-12
TEL 072-271-0881 FAX 072-271-5474
○｢えがおの窓口｣(指定居宅介護支援事業者：ケアプラン
事業開始：1989 年 11 月 6 日
センター故郷の家･神戸)への依頼が便利。
特別養護老人ホーム故郷の家 [定員] 80 人
b 手数料は無料。
ショートステイ故郷の家
[定員] 10 人
デイサービス故郷の家
[定員] 20 人
○ケアマネジャーが認定事務センターへ申請代行。
＜大阪＞Osaka
２．認定調査(訪問調査)と主治医意見書
②故郷の家 介護サポートセンター 大阪 1994 年
○ケアマネジャーが訪問、身体状況など聞き取り調査。
〒544-0005 大阪市生野区中川 2-4-26
TEL 06-6753-6580 FAX 06-6753-6552
○主治医(かかりつけ医)が医学的見地の意見書作成。
事業開始：1994 年 6 月 1 日
３．１次判定
デイサービス故郷の家・大阪［定員］30 人
○認定調査結果をもとに要介護度を一次判定。
＜神戸＞Kobe
４．２次判定(介護認定審査会)
③故郷の家・神戸 2001 年
〒653-0022 神戸市長田区東尻池町 7-4-21
○１次判定の結果をもとに保健･医療・福祉専門家の審査
TEL 078-651-1555 FAX 078-651-1115
会で最終的な判定。
事業開始：2001 年 2 月 1 日
特別養護老人ホーム故郷の家・神戸[定員] 58 人
５．要介護(要支援)認定と結果の通知
ショートステイ故郷の家・神戸 ［定員］12 人
○原則、申請から 30 日位で認定、申請者本人へ通知。
デイサービス故郷の家・神戸
［定員］30 人
(要支援から利用可能)

(要介護から利用)

在宅サービスの利用

④真野デイサービスセンター 2001 年

施設サービスの利用

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町 6-3-19
TEL 078-685-3341 FAX 078-685-3343
事業開始：2001 年 3 月 1 日 （神戸市指定管理者）

１．ケアプランセンターに １．｢故郷の家･神戸｣の利用
真野デイサービスセンター ［定員］15 人
申し込み。
ケアプランの作成を
シルバーハウジング生活援助員派遣事業
いらい、契約。
２．
サービスについての重要 ＜京都＞Kyoto
２．ケアマネジャーがケア
⑤故郷の家・京都 2009 年
事項説明を受ける。
〒601-8023 京都市南区東九条南松ノ木町 47
プラン作成依頼届書
TEL 075-691-4448 FAX 075-691-4424
を認定事務所へ提出。 ３．｢故郷の家･神戸｣と入所
事業開始：2009 年 1 月 1 日
新型特別養護老人ホーム故郷の家・京都 [定員] 100 人
契約。
３．本人や家族の希望を聞
ケアハウス故郷の家・京都(介護付 20 名)[定員] 40 人
きながらケアプラン
ショートステイ故郷の家・京都
[定員] 20 人
４．｢故郷の家･神戸｣のケア
＜東京＞Tokyo
を作成。サービス提供
マネジャーがケアプラ
事業者との利用調整
⑤故郷の家・東京 2016 年
ンを作成。
〒135-0043 東京都江東区塩浜 1-4-48
や予約。
TEL 03-3644-0555 FAX 03-3644-0556

４．故郷の家･神戸から利 ５．
ケアプランに基づいたサ
事業開始：2016 年 11 月 1 日
新型特別養護老人ホーム故郷の家・東京 [定員]
用サービスについて
ービスの提供。
ケアハウス故郷の家・東京
[定員]
重要事項説明。
ショートステイ故郷の家・東京
[定員]
本事業所は、利用者の個人情報につい
５．故郷の家･神戸と契約。 て｢個人情報の保護に関する法律｣及び
６．ケアプランに基づいて
在宅サービスを利用。

厚生労働省が策定した｢医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取り
扱いのためのガイドライン｣を遵守し
適切な取り扱いに努めるものとする。

介護相談、ご利用のお問合せはお気軽に…
社会福祉法人

都市型軽費老人ホーム故郷の家・東京

98 人
30 人
12 人
[定員] 8 人

※施設により､ケアプランセンター､在宅介護支援センター､
ヘルパー派遣、診療所､エルシオンチャペル､文化ホール
なども併設しております。

施設の見学にも応じておりますので、事前にご連絡ください。

こころの家族
Family of heart.Inc

・神戸
Kokyo no ie KOBE

特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス
ケアプランセンター・ヘルパーステーション

〒653-0022 神戸市長田区東尻池町 7-4-21

TEL:078-651-1555 FAX:078-651-1115
真野デイサービス：TEL:078-685-3341 FAX:078-685-3343

＜お車＞①阪神高速３号神戸線 湊川出口を右折、一筋目の角を左折。
②柳原出口、君影、一筋目右折。
＜電車＞地下鉄海岸線 苅藻駅より北に徒歩２分
ＪＲ新長田駅より徒歩１５分、タクシー５分
★★★三ツ星ベルト（株）の鉄塔看板を目印にしてください。

