愛和福祉会がめざすもの

愛和福祉会の歩み

《ひと》は、
一人では生きていけないから、
支えあって、《人》になる。

1972年

いろいろな人の間で、支え合って生きていくから
《ひと》は《人間》になる。
痛みを知っているから、やさしくなれる。
つらさを知っているから、なごやかになれる。
だれもが愛と調和の心をもって共に支え合って
生きていきたい。

■人と人をつなぐもの、それが福祉です。
小さな子どもも、障がいをもつ方も、高齢の方も、一個の
人間として、その尊厳が認められ､地域の中であたりまえに
生きていける社会こそ、豊かな社会といえるでしょう。
かけがえのない人生を、だれもが生き生きとおくることが
できるように、私たちは、真の福祉を求め、共に生きる
豊かな社会の創造をめざします。
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■新しい福祉システムの構築を

高齢者や障がいを持つ方への配慮や
2006年
共生の意識を高める福祉教育。
だれもが安心して、いつまでも暮らせるような
２４時間のケア体制。

2006年
2007年

2008年
2009年
また、施設には専門的なスタッフはもちろん、さまざまな
設備と情報があります。そのケアのノウハウを地域に還元し、 2016年

施設を在宅福祉のキーステーションとして活用する。
それらの新しいシステムづくりが私たちの課題です。

2016年

9月

20日

厚生省に社会福祉法人『札幌大蔵福祉会』
設置認可を申請
12月 1日 札幌創成保育園､事業開始
11月 1日 もみじ台北保育園､事業開始
6月 1日 元町保育園､事業開始
4月 1日 札幌創成保育園夜間部､事業開始
10月 1日 南郷保育園､事業開始
3月 31日 厚生省より､社会福祉法人設立認可
10月 1日 西野中央保育園､事業開始
1月 1日 精神薄弱者更正施設 喜茂別双葉学園､事業開始
4月 1日 経費老人ホーム(A型）慈照ハイツ､事業開始
5月 23日 特別養護老人ホーム 慈徳ハイツ､事業開始
5月 1日 精神薄弱者通勤寮ドミトリー元町､事業開始
4月 1日 精神薄弱者授産施設 芦別双葉学園､事業開始
6月 30日 『札幌大蔵福祉会』から『愛和福祉会』へ
法人の名称を変更
10月 1日 喜茂別双葉学園移転､改築､名称変更、
愛和の里きもべつ､事業開始
2月 5日 西野中央保育園移転､改築､事業開始
7月 1日 もみじ台北保育園改築､事業開始
愛和新穂保育園､事業開始
4月 1日 札幌市東区介護予防センター元町､事業開始
9月 1日 通所授産施設 星の広場､事業開始
4月 1日 札幌創成保育園移転､改築､名称変更、
愛和えるむ保育園､事業開始
3月 10日 南郷保育園移転､改築､事業開始
4月 1日 元町保育園移転､改築､事業開始
6月 19日 特別養護老人ホーム慈徳ハイツ移転､改築､名称変更
特別養護老人ホームセボラ・コリーナ､事業開始
7月 1日 ドミトリー元町移転､改築､名称変更､
ドミトリー栄町､事業開始
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愛和福祉会の保育方針
☆日々の生活の中でいろいろな体験を通して
「生きる力」を育てる。
☆戸外に出て元気に遊び、健康なからだをつくる。
☆一人一人の子どもの人権を尊重し「ともに生き、
ともに認め合い、ともに育ち合う」環境づくりに
努める。
☆人と人との関わりの中で愛情と信頼感、人を
思いやるやさしい心を育てる。

愛和えるむ保育園

定員90名

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32番地
8・3プラザ 3Ｆ
℡ 011(736)5243
Fax 011(736)5709
http://blog.livedoor.jp/aiwa_elm/
乳児から就学前まで、2時間延長保育、あそびの広場
異年齢児保育、コーナー保育、完全給食

もみじ台北保育園

定員130名
〒004-0014 札幌市厚別区もみじ台北4丁目3番1号
℡ 011(897)0461
Fax 011(897)0485
http://blog.livedoor.jp/momijidaikita/
産休明けから就学前まで、延長保育、障がい児保育、
一時保育、完全給食、あそびの広場、英語教室、
異年齢児保育、コーナー保育

施設でも、在宅でも、地域で暮らしていることに変わりはありません。
孤立することなく、地域の中で共に生活することを大切にしながら、一人ひとりの
パーソナリティを尊重することに重点を置いています。
また、施設が地域のコミュニティ・ケアの核として活用されるよう取り組んでいます。
〈くらし〉〈しごと〉をテーマに自立をめざす

ゆとりのある生活空間で暮らしをサポート(完全個室)

障がい者支援グループ喜茂別

障がい者支援グループ芦別

障がい者支援施設 愛和の里きもべつ
施設入所
生活介護
就労継続支援B型
短期入所

生活介護・就労継続支援B型（多機能型) 星の広場
定員(生活介護7名、就労継続33名）40名

定員 60名
定員 50名
定員 10名
定員
3名

〒075-0005 芦別市北5条西2丁目2番地1
℡ 0124(22)8991
Fax 0124(22)0296
http://www.aiwa-f.jp/知的障がい者事業/星の広場/

〒044-0221 虻田郡喜茂別町字伏見3番地13
℡ 0136(31)2222
Fax 0136(31)2223

就労継続支援B型事業

定員60名

共同生活住居
〒044-0052 虻田郡倶知安町北2条西1丁目11-1
℡ 0136(55)5258 Fax 0136(55)5770

〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目6番10号
℡ 011(781)6332
Fax 011(781)6333
http://blog.livedoor.jp/aiwa_motomachi/
産休明けから就学前まで、延長保育、障がい児保育、
あそびの広場、完全給食、英語教室、異年齢児保育、
コーナー保育

のぞみ

大町

みどり

〒065-0024 札幌市東区北24条東18丁目4番30号
℡ 011(782)0115
Fax 011(781)4826

セボラ・コリーナ 定員80名 (特別養護老人ﾎｰﾑ)

〒075-0006 芦別市北6条西3丁目8番地
℡ 0124(24)6080
Fax 0124(22)1866

共同生活援助事業
くらーす
定員30名

あゆ～む

定員50名 軽費老人ホーム(A型)

〒065-0024 札幌市東区北42条東19丁目1番10号
℡ 011(784)0433
Fax 011(784)5128

共同生活援助事業
きらり
定員６０名

〒044-0052 虻田郡倶知安町北2条西1丁目11-1
℡ 0136(21)2477 Fax 0136(55)5770

慈照ハイツ

定員20名

定員15名

共同生活住居

元町保育園

大地

〒075-0251 芦別市新城町889番地8
℡ 0124(28)2111
Fax 0124(28)2112

倶知安事業所 メープル
（就労継続支援B型）

高齢者福祉の基本理念をふまえ、利用者の
主体性とプライバシーを尊重し、「施設福祉
サービス」の充実に努めています。
また、地域の実情に応じた「在宅福祉サー
ビス」の拠点となるよう取り組みをすすめて
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札幌市東区介護予防センター 元町
〒065-0024 札幌市東区北24条東18丁目4番30号
℡ 011(784)0808
Fax 011(784)5128

相談支援センターきもべつ
〒044-0221 虻田郡喜茂別町字伏見3番地13
℡ 0136(31)2255
Fax 0136(31)2223
地域で『普通に生活する』ことをめざして

南郷保育園

〒003-0021 札幌市白石区栄通６丁目１９番７号
℡ 011(851)5878
Fax 011(851)5885
http://blog.livedoor.jp/aiwa_nangou/
産休明けから就学前まで、延長保育、障がい児保育、
あそびの広場、完全給食、異年齢児保育、コーナー保育
英語、体育

西野中央保育園

障がい者支援グループ札幌

定員120名

札幌障がい者就業・生活支援センター たすく

定員120名

〒063-0034 札幌市西区西野4条3丁目8番12号
℡ 011(661)5397
Fax 011(661)4316
http://blog.livedoor.jp/nishino_cyuo/
産休明けから就学前まで、延長保育、障がい児保育、
完全給食、ちびっこ広場、異年齢児保育、コーナー保育

愛和新穂保育園

就労移行支援・就労継続支援B型（多機能型）

〒060―0807
札幌市北区北７条西１丁目１－１８
丸増ビル ３０１号室
℡ 011(728)2000
Fax 011(802)6152
URL http://www.task-center.jp/

定員（移行20名・継続20名）４0名
〒007-0842 札幌市東区北42条東18丁目3-1
℡ 011(776)7158
Fax 011(776)7257
URL http://www.aiwafukusikai.or.jp/kakeru/index.html
mail works-kakeru@bz01.plala.or.jp

共同生活援助事業
定員109名

サポートinサッポロ

〒065-0024 札幌市東区北42条東19丁目1番11号
℡ 011(776)7849
Fax 011(792)0508
URL http://www.aiwafukusikai.or.jp/domi/index.html
共同生活住居

定員110名

〒065-0009 札幌市東区北9条東11丁目3番7号
℡ 011(722)8996
Fax 011(722)8997
http://blog.livedoor.jp/aiwa_niiho/
産休明けから就学前まで、延長保育、完全給食、
障がい児保育、一時保育、異年齢児保育、コーナー保育
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