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●法人詳細 

法 人 名 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 もやい聖
も や い せ い

友会
ゆうかい

 

住   所 〒806-0057 福岡県北九州市八幡西区鉄王二丁目 2 番 36 号 

法人理念 おたがいさまで笑顔がいっぱい 

T E L 093-631-2100 F A X 093-631-7080 

HP http://www.moyai.or.jp/ Mail moyai@moyai.or.jp 

設立認可年月日 平成 23 年 7 月 21 日 代表者 理事長 権頭 喜美惠 

銀杏庵ブログ http://blog.livedoor.jp/ityouan/ 

雪月花ブログ http://moyai.or.jp/setsugetsuka/blog/ 

 

●事業詳細 

社会福祉事業 

ケアプラザ 倶楽部 雪月花 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

ケアプラザ 倶楽部 雪月花 29 床   

・グループホーム 蓬莱 18 床 

・小規模多機能型居宅介護 喫茶去庵 登録 25 名 

・短期入所生活介護 円 10 床 

 

銀杏庵 穴生倶楽部 

・広域型特別養護老人ホーム 

銀杏庵 穴生倶楽部（120 床） 

・短期入所生活介護 ゆい（10 床） 

 

公益事業 

認可外保育施設（事業所内保育所） 

・華里おひさま保育園 

[ケアプラザ 倶楽部 雪月花内 3F]  

 

 

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業の受託 

・ふれあいむら竹末 

 

 

 

 

収益事業 

収益事業なし 

八幡西区森下町 27 番 38 号  

八幡西区鉄王二丁目 2 番 36 号  

八幡西区若葉一丁目 15 番 1 号  



●稼働状況 

 28 年度 29 年度 

銀杏庵 穴生倶楽部 91.2％ 93.5％⤴（+2.3） 

ショートステイゆい 65.4％ 76.5％⤴（+11.1） 

ケアプラザ 倶楽部 雪月花 92.1％ 95.6％⤴（+3.5） 

ショートステイ円 63.4％ 78.9％⤴（+15.5） 

グループホーム蓬莱 94.2％ 94.1％⤵（-0.1） 

喫茶去庵 57.3％ 68.6％⤴（+11.3） 

 

●職員関連 

平成 30 年 3 月 31 日現在、在職職員 161 名（うち非常勤 60 名） 

女性 104 名、男性 57 名  職員の平均年齢 43 歳 

 

・有資格者数 

社会福祉士 3 名 看護師 7 名 

介護福祉士 47 名 准看護師 10 名 

介護福祉士（喀痰吸引修了） 5 名 保健師 1 名 

社会福祉主事任用 7 名 ホームヘルパー1 級 3 名 

管理栄養士 3 名 ホームヘルパー2 級 31 名 

介護支援専門員 8 名 介護職員初任者研修 8 名 

実務者研修修了 9 名 嘱託医 5 名 

第 2 種衛生管理者 2 名 作業療法士 2 名 

保育士 8 名 理学療法士 1 名 

調理師 2 名 幼稚園教諭 4 名 

 

・平均介護度 

銀杏庵 穴生倶楽部 平均介護度 3.43 

ケアプラザ 倶楽部 雪月花 平均介護度 3.64 

グループホーム蓬莱 平均介護度 2.44 

喫茶去庵 平均介護度 2.12 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ円 平均介護度 2.53 

ｼｮｰﾄｽﾃｲゆい 平均介護度 2.56 

 



 

・外部研修 

権利擁護セミナー基礎編 A コース/認知症介護実践者研修 2 期（11 号）/介護職のための

医学講座 1 高齢者の常用する薬について（37 号）/ケアマネジメントセミナー（57 号）

/H29 年度福岡県介護施設等看取り研修会について/H29 年度定時総会及び特別講演会の開

催について/介護福祉士実習指導者講習会/福岡県高齢者権利擁護等推進研修 権利擁護推

進員養成研修/メンタルヘルス研修（101 号）/介護職のための医学講座 4 病状変化の判断

（基礎編）（99 号）/安全安楽安心な移乗、移動動作の援助/Ｈ29 年度 第 1 回他職種連携

研修会の見学について（ご案内）/第 2 回多職種連携研修会の見学について/2017 年度社会

福祉士実習指導者講習会/Ｈ29年度 看護師研修/平成 29年度 第３回多職種連携研修会/

インフルエンザ・ノロウイルス対策/身体拘束廃止セミナーA コース(133 号)/ 介護職のた

めの医学講座 4 病状変化の判断（応用編）（138 号）/ノロウイルス食中毒予防講習会/

第 2 回地域型保育事業等給食担当者研修/口腔ケア定着促進事業講習会の開催について/認

知症介護指導者フォローアップ研修/平成 29 年度福岡県届出保育施設等従者研修会/介護

職のための医学講座 2・感染症の予防対策（162 号）/介護現場における業務効率化に関す

る説明会について/院内感染対策研修会のご案内/若手社員のビジネスマナーセミナー/介

護ｻｰﾋﾞｽリスクマネジメントセミナーＢコース（186 号）/施設調理員研修（188 号）/介護

職の為の医学講座 3 終末期医療・ターミナルケア（191 号）/管理責任者研修（193 号）/

平成 29 年度役員・施設長研修/平成 29 年度給食施設栄養士研修会/第２回在宅医療・介護

従事者研修会/H29 度認可外保育施設保育従事者研修/H29 度居宅系サービス従事者認知症

対応力向上研修/帳票作成に係る説明会/穴生保育所での実習/ユニットケア研修フォーラ

ム 2018/H２９度在宅での服薬支援と多職種連携/健康経営セミナー/第５７回せいてつ病

院健康講座嚥下・窒息予防 

 

 

・内部研修 

新人研修及び法人理念についての研修 

高齢者虐待防止関連法を含む虐待防止に関する研修     

認知症及び認知症ケアに関する研修       

利用者のプライバシー保護の取り組みに関する研修     

身体拘束などの排除のための取り組みに関する研修     

倫理及び法令に関する研修       

事故発生予防またはその再発防止に関する研修（発生時･緊急時の対応）   

非常災害時の対応に関する研修（避難･救出などに関する訓練）    

感染症及び食中毒の発生予防･蔓延防止に関する研修     

ターミナルケアの対応に関する研修       

精神ケアの対応に関する研修       

褥瘡･福祉用具に関する研修       

接遇･家族との接し方及びクレーム処理に関する研修     

記録の書き方に関する研修       

ユニットケアに関する研修       

 

 

 

 



●定期イベント 

【ケアプラザ 倶楽部 雪月花】 
 茶道教室（第 1・3 水曜日）/理美容の日（金曜日 AM）/映画会（土曜日）/ふれあい体操

（月・水・金）/園芸の日（火曜日）/茶話会（金曜日）/岡村先生の音楽療法（偶数月の第 

3 木曜日）/お楽しみ倶楽部（偶数月の第 2 木曜日）/ユニット in 北九州（月 1 回金曜日） 

/運営推進会議（毎月 1 回） 

 

【銀杏庵 穴生倶楽部】 

 岡村先生の音楽療法（奇数月の第 3 木曜日）/理美容の日（水曜日＆金曜日 PM）/わくわ 

 くお買い物（第 2・4 金曜日）/もえもえショッピング（毎週水曜日）/書道教室（木曜日） 

 /介護予防音楽トランポリン（土曜日）/音楽体操（月・水・金）/園芸の日（金曜日）/ 

 映画の日（日曜日）/菊ちゃん先生のここだけの話（第一水曜日）/ぬくもりほこほこ体 

験会（第 3 水曜日）/地域貢献☆まち美化活動（月 2 回）/合同レク（火曜日）/ダンス 

運動（第 2 木曜） 

 

【共 通】 

 ドンバル堂のパン販売（火曜日）/洞南地区地域包括ケア推進会議（毎月最終月曜日） 

管理者・リーダー会議（月 1 回）/もやい通りマルシェ（第 3 土曜日）/おやつの時間は 

もえもえ（毎週水曜日）/  

 

●特別イベント 

【29 年度 4～6 月】 

 4/17 もやいファッションショー＆もやい合唱団発表会 

 4/22 銀杏庵 穴生倶楽部 家族会＆ユニットケア運営計画発表会 

 5/10 消防訓練（銀杏庵） 

 5/12 消防訓練（雪月花） 

 5/13 大人旅モニターツアー視察＆ケニアの寺小屋トーク＆コンサート 

 5/14 引野地区ソフトボール大会 

 5/21 黒崎よさこい祭り出場 

 6/2 引野中学校 職場体験受け入れ 

 6/10 ユニット活動発表大会＆嘱託医との懇話会 

 

【29 年度 7～9 月】 

 7/19 朗読ボランティア 

 7/27～7/28 子どもサマースクール 

 8/19 洞南もやい夏祭り  

8/24 ハイビスカッションサマーコンサート 

 9/20 朗読ボランティア 

 9/30 北村眞知子先生のお料理教室 



【29 年度 10～12 月】 

 10/6 お月見茶会 

 10/7 アフリカの大地からマサイがやってくる 

 10/19 癒し人きよぴーの誰でも書ける筆文字講座 

 10/21 第 2 回洞南地区認知症行方不明者捜索模擬訓練 

 11/16～11/18 西日本国際福祉機器展への出展 

 11/16 繋活セミナーの開催 

12/8  緑ヶ丘第二幼稚園との交流会 

 12/21 癒し人きよぴーの誰でも書ける筆文字講座 

 12/22 クリスマス連弾コンサート 

 

【29 年度 1 月～3 月】 

 1/18 癒し人きよぴーの誰でも書ける筆文字講座 

 2/15 癒し人きよぴーの誰でも書ける筆文字講座 

 2/17 もやいのおうち保育園 入園説明会 

 3/8  第 4 回八幡西繋がるまちづくり大発会 

 3/10 ケアニン上映会 

3/17 第 3 回洞南地区認知症行方不明者捜索模擬訓練 

3/20 消防訓練 雪月花 

 

〇視察団体一覧 

4/21   社会福祉法人 千尋会（沖縄） 

5/13  北九州ツアー（東京） 

6/9  陣原地区民生委員 

6/19  いきがい活動ステーション（移住促進） 

7/5  岡垣民生委員 13 名 

7/19  中国からの視察団の方 

7/27  日本病院視察団 3 名 

8/2  別府市より視察 

10/20 全国政令指定都市より（北九州市地方創生推進室紹介） 

10/31 内閣府より視察 

11/10 長寿社会対策課 

11/11 佐世保より視察 

11/20 福井大学 菊池准教授（異世代ホームシェアプロジェクト） 

1/22  西村明様（東京大学大学院 人文社会系研究科 文学部准教授） 

2/6  北海道旭川市役所 

3/6  メリーハウス職員（広島の介護施設） ２名 

3/7  東筑紫短期大学 田中研究室 ２名 

3/28  松元照仁副市長 

 

 



〇メディア関係 

4/3  西日本新聞 取材（ひとつ屋根プロジェクトについて） 

4/5  日経アーキテクチュア 取材 

4/12  毎日新聞 取材 

5/24  TNC 取材 

6/21  時事通信社「厚生福祉」 掲載 

8/18   福祉新聞 掲載 

9/20  毎日新聞 掲載 

12/16 ニュース 12 月号キャンパス通信 掲載 

12/20 毎日新聞 掲載 

1/6  日経 BP HP 掲載 

1/6   田舎暮らしの本 2018 年 2 月号 掲載 

1/8  今日感テレビ 放送 

2/3  FBS NEWS めんたい Plus 放送 

2/4  アサデス。九州山口 放送 

2/10  朝日新聞夕刊 掲載 

3/14  テレビ東京「厳選いい宿」 放送 

 

 

 

【社会貢献活動】 

◆もやい通りマルシェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆洞南地区地域包括ケア推進会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆認知症行方不明者捜索模擬訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お月見茶会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆公園清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆まちづくりからはじめる地域包括ケア（セミナー） 

 

 

 

 



◆施設貸し出し 

 

 

 

 

 

 

〇イベント写真 

4/3 ラポール引野大学生歓迎会  4/9 龍王神社 お茶会  

  

4/22 銀杏庵家族会＆ﾕﾆｯﾄｹｱ運営計画発表会  5/13 アフリカンライブ（マゴソスクール） 

  

5/14 引野地区ソフトボール大会  5/21 黒崎よさこい祭り  

  



5/31 福岡ひびき経営者賞授賞式  6/2 引野中学職場体験学習  

  

7/27 子どもサマースクール  8/19 洞南もやい夏祭り  

  

10/6 お月見茶会  10/7 マサイ族がやってきた  

  

10/20 1 万人の防犯パトロール  10/21 第 2 回認知症行方不明者捜索模擬訓練 

  

 

 

 



10/28 黒崎子ども商店街  

in MOYAI STATION 96cafe 

11/16 西日本国際福祉機器展（繋活セミナー） 

  

12/8 緑ヶ丘第 2 幼稚園との交流  1/24 北九州魅力のある介護の職場表彰式  

  

2/28 もやいグループ新年懇親会  3/8 第 4 回繋がるまちづくり大発会  

  

3/10 ケアニン上映会  3/17 第 3 回認知症行方不明者捜索模擬訓練  

  

 

 


