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まんてんNPO法人
特定非営利活動法人  まんてん

まんてんNPO法人
特定非営利活動法人  まんてん

大切な思い出が続いていく毎日のために…

ＮＰＯ法人まんてんの願い

平成15年　8月
平成16年　2月
                 4月

平成17年　1月
平成22年　4月

平成23年　4月
                 6月
平成24年　4月

特定非営利活動法人 まんてん　設立
グループホーム まんてん　開所
宅幼老所 まんてん　開所
通所介護・タイムケア・宿泊事業・学童保育・幼児一時預かり
グループホーム かぞく　開所
介護ステーション まんてん　開所
通所介護・基準該当短期入所・配食事業
訪問介護
宅幼老所 まんてん　居宅介護支援事業所　運営開始
ケアホーム まんてん
小規模多機能型居宅介護・住居型有料老人ホーム　開所

沿　革

安心できるサービスを
提供する

利用される方とご家族の方が望ま
れるライフスタイルをしっかり受
け止め、安心して暮らせるサービ
スを提供させていただきます。

その人らしく
生きてほしい

利用される方一人ひとりの人権と
尊厳を守り、個性を尊重します。そ
の人らしく豊かな生活が送れるよ
う心をこめてサポートいたします。

地域の方々と共に
歩みたい

地域に開かれた団体として、地域
の方々と共に手を携え、助け合っ
て、地域社会に貢献することが私
たちの願いです。

責任と誇りを持って
仕事をしたい

利用される方の多様な生活の場面
を支えるプロ集団として、責任と
誇りを持って信頼していただける
仕事をしていきたいと思います。

至松川

至飯島

〒399-3801 長野県上伊那郡中川村大草4631-9

認知症対応型共同生活介護施設

TEL.0265-88-3077
グループホーム かぞく

与田切公園与田切公園

与田切公園
キャンプ場
与田切公園
キャンプ場

至飯田 至駒ヶ根

大草城址公園大草城址公園

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島2880-1130

認知症対応型共同生活介護施設

TEL.0265-86-8680
グループホーム まんてん
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〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島755-1

FAX.0265-86-8665
E-mail：stmanten@sky.plala.or.jp

通所介護・基準該当短期入所生活介護施設

TEL.0265-86-8660

介護ステーション まんてん

FAX.0265-86-2226

〒399-3702 長野県上伊那郡飯島町飯島671-1

小規模多機能型居宅介護施設・住居型有料老人ホーム

TEL.0265-98-8603

ケアホーム まんてん

至松川I.C. 至駒ヶ根I.C.

至R153

中央自動車道

広域農道

文化館入口
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■ 通所介護（デイサービス）
高齢者デイサービスセンター（定員12名）
いきいきサロン（定員３名）

■ 短期入所（ショートステイ）
基準該当短期入所生活介護（ショートステイ定員６名）
居室は２人部屋で、プライバシーに配慮した環境を整えています。
看護師が8時15分～17時15分まで常駐、夜間は連絡体制を
確保しています。

■ 配食サービス
365日、朝･昼･夕のお弁当を配達します。
栄養士が献立を作成、刻み食、ミキサー食、減塩食にも対応しています。
冷凍品は使わず、すべて手作りで作っています。
● 対象…要介護者、要支援者、独居高齢者、高齢者世帯、障がい者、
　 飯島町内の小学生以下の子ども（保護者が急用や仕事で準備ができない時）
※ 配食時に安否確認も行います（食事なしの安否確認は1回250円）。　

■ 訪問介護サービス
ホームヘルパーがお宅にお伺いして、介護を必要とされる方の日常
生活のお手伝いをします。必要に応じてケアマネージャー、主治医、
看護師さんとも連携。チームで介護にあたります。

■ 付き添いヘルパー
介護保険事業以外で、買い物や通院に付き添ってほしい、
旅行に行くときに不安という場合などに
当施設の職員が付き添います。
一泊以上の旅行にも付き添いが
可能なので、ご相談ください。

■ 入居対象者
中川村在住の方が利用できる地域密着の施設です。
・認知症状（軽度～中程度）があり「要介護」と認定された方
・おおむね身辺状態が自立しており、共同生活を送ることに支障がない方
・家庭環境により在宅での介護が困難である方

その日の体調や健康状態に合わせて、趣味や家事を行います。入所さ
れる時に、ご家庭でどんなふうに過ごされていたかを聞き、なるべく
同じような暮らしができるように心がけています。
徒歩3分以内に役場･病院･保育園･小学校･郵便局
などがある環境での暮らしです。
年に1、2回はふれあい保育として
園児たちとの交流があります。

■ 入居者の過ごし方

家族会（年2回）あり、面会自由。
月々の様子は面会時か手紙にて
お知らせしています。

■ 家族との連絡

■ 高齢者住居型有料老人ホーム（８部屋）
要介護・要支援の高齢者が住み慣れた地域を離れる
ことなく、飯島町で暮らせることができる施設です。
少子化にともない、利用される方の国民年金＋子ども
1人が数万円の負担で暮らせる住居の確立を目指しています。
社会貢献してきた高齢者の人間としての尊厳を尊重します。

■ 居宅介護支援事業所

365日：24時間（正月･お盆も営業）

通常営業 …… 8時15分～17時15分（通所介護）
延長営業 …… 利用者に応じ延長営業を行います。

介護や高齢者･障がい者のお世話での
不安や悩みのご相談に応じます。
一人で悩まずに何でもご相談ください。

いつまでも自分らしくいられる
高齢者のための新しいかたちの賃貸住宅です。
「通い」で顔なじみになったスタッフが「宿泊」や「訪問」にも対応。
環境の変化に敏感なお年寄り(主に認知症の方など)の
不安を和らげることができます。

いつまでも自分らしくいられる
高齢者のための新しいかたちの賃貸住宅です。
「通い」で顔なじみになったスタッフが「宿泊」や「訪問」にも対応。
環境の変化に敏感なお年寄り(主に認知症の方など)の
不安を和らげることができます。

利用される方一人ひとりの個性とライフスタイルを尊重し
その日の体調にあった時間の過ごし方をご提案。
家族が接するような丁寧さと安心感
そして真心を持って対応させていただきます。

利用される方一人ひとりの個性とライフスタイルを尊重し
その日の体調にあった時間の過ごし方をご提案。
家族が接するような丁寧さと安心感
そして真心を持って対応させていただきます。

通所介護･基準該当短期入所生活介護施設通所介護･基準該当短期入所生活介護施設

人生の最終章ともいえるひとときを
安らぎの空間で過ごしていただくための
生活支援、安心できるサービスを
提供させていただきます。

人生の最終章ともいえるひとときを
安らぎの空間で過ごしていただくための
生活支援、安心できるサービスを
提供させていただきます。

認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護

いつもそばにいる家族のように
楽しく安心して生活できる
家庭のような場でありたい。
そんな願いが「かぞく」の運営方針です。

いつもそばにいる家族のように
楽しく安心して生活できる
家庭のような場でありたい。
そんな願いが「かぞく」の運営方針です。

認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護

高齢者住居型有料老人ホーム
小規模多機能型居宅介護サービス
高齢者住居型有料老人ホーム
小規模多機能型居宅介護サービス

■ 入居対象者
飯島町在住の方が利用できる地域密着の施設です。
・認知症状（軽度～中程度）があり「要介護」と認定された方
・おおむね身辺状態が自立しており、共同生活を送ることに
　支障がない方
・家庭環境により在宅での介護が困難である方

その日の体調や健康状態に合わせて、
趣味や家事を行います。
ケアマネージャーが立てた
プランをもとに生活します。
自宅で暮らしているような
安心感のある暮らしをご提案します。

■ 入居者の過ごし方

ボランティアの方々との交流、
納涼会、敬老会、年末のもちつきなど

■ 年間行事

住み慣れた地域で、毎日を大きな安心とともに

介護ステーション
まんてん

ケアホーム
まんてん

NPO法人 まんてん

グループホーム
まんてん

■ 小規模多機能型居宅介護サービス（登録定員25名）
「通い（デイサービス）」、「宿泊（ショートステイ）」、「訪問（訪問介護）」を
組み合わせたサービスを提供しています。
今までは、「通い」と「宿泊」、「訪問」のサービスをそれぞれ別の施設で受けて
いましたが、同じ施設で３種類のサービスが受けられるので、
すべて顔なじみのスタッフが対応できます。
特に認知症高齢者の場合はスタッフが顔なじみであること、また連続性のある
ケアを受けられるということで、不安や混乱を和らげることができます。

グループホーム
かぞく

美しい中央アルプスと南アルプスを見ることが
できる飯島町･中川村にある施設で、
みなさまの安らぎの場になる
「まんてん」でありたいと思います。

各施設を利用される方が「その人らしく、より
豊かで、心穏やかに安心して暮らせるように」
というのが、私たちスタッフの願いです。
最も大切に心がけているのが、一人ひとりの
人権と尊厳を守るということ。そして、利用され
る方とそのご家族が「第二の家」「第二の家族」
と思っていただけるようなサービスを
提供させていただきます。

営業内容

営業内容

営 業 日

営業時間

365日：24時間（正月･お盆も営業）
営 業 日

通常営業 …… 8時30分～17時30分（通所介護）
延長営業 …… 利用者に応じ延長営業を行います。

営業時間介護相談


