20年のあゆみ
［九ヶ村堀の桜］
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職場と地域から 制度の充実・発展を！
社会福祉法人 仙台ビーナス会
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設立 20 周年に寄せて
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治
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仙台ビーナス会は今年の７月に設立 20 周年を迎えることができました。この間ご指導、ご
協力賜りました全ての関係者の皆さんに衷心より敬意を表し感謝を申し上げます。
更にこれからも変わらぬ御支援を賜りますよう御願い申し上げます。
さて、高齢者問題は今や大きな社会問題になっておりますが、国が具体的に政策としはじめ
て取り上げたのは平成元年（1989 年）のゴールドプランではなかったかと思います。
引き続き宮城県や仙台市などが「高齢者保健福祉計画（平成５年度から平成 12 年度）を作
成して取り組むことになったのであります。

このたび、
「社会福祉法人

仙台ビーナス会」が法人設立 20 周年を迎えられましたことを、

心からお慶び申し上げます。
顧みますと、貴会は平成７年７月に法人を設立、平成８年に特別養護老人ホーム「白東苑」
を開設され、当時国が推進するゴールドプランのもと高齢者福祉の拠点として、確かな礎を築
かれてこられました。
その後も、平成 12 年に「四郎丸高齢者グループホームおちあい」
、平成 15 年に軽費老人ホー
ム「ケアハウス大宮」と「中田高齢者グループホームゆきあい」
、平成 19 年に小規模多機能型

仙台市はそれまでの施設が比較的西部山間部に片寄っていたので、これからは東部地区の太

居宅介護事業所「結いの館」
、
平成 23 年に特別養護老人ホーム「第二白東苑」
、
平成 26 年に「特

白区や若林区に建設する方針を取り、四郎丸地区では旧市営住宅の全面改築の際に空地が出た

定施設

第三白東苑」を次々に開設されました。その傍ら、デイサービスセンターやシルバー

ので特養ホームを建設することになったといわれております。

ハウジング、地域包括支援センター等の運営を通じて積極的に在宅高齢者の支援にも取り組む

すでにその頃から特養ホームの不足については重要課題になっておりましたが、デイサービ

など、この 20 年の歩みは、社会福祉に対する高い理念と確かな支援体制を構築する中で、地

ス、ショートステイ、ホームヘルパーの在宅三本柱の必要性やノーマライゼーションの重要性

域社会の核として大きな足跡を残されているところであります。これもひとえに、理事長をは

も言われ始めていたのであります。

じめ役員の方々並びに日々高齢者の立場に立って献身的に介護に携わっておられる職員の皆様

更にその数年後に発足した介護保険制度の議論の中では、現在重要な政策として実施されよ
うとしている「地域包括ケアシステム」も話題になっていたのであります。しかし、新しく介
護事業を始めようとしている私達には、その頃これらの課題がそれほど重要だとは特に意識し
ていなかったことを思うとはじ入るばかりであります。

のご努力の賜物であると、深く敬意を表するものです。
ご承知のとおり、我が国では世界に例を見ないスピードで少子高齢化が進み、本市において
もこれまで以上に支援を必要とする高齢者が確実に増えてまいります。
そうした中、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年に向けて、高齢者が住み慣れた地域で

ただ、比較的高齢化率の高いこの地域で、事業を実施する以上は、援助を求める高齢者には

安心して暮らし続けることが出来るよう、地域包括ケアシステムの構築が求められております

どんな形であろうが応えて行きたい。困った人には、できるだけ手助けしていきたいという素

が、貴会におかれましては、これまで培われた実績を十分に生かされ、今後も地域福祉の担い

朴な方針を貫くことに心掛けてきただけでした。

手として大きな役割を担っていただくことを、ご期待申し上げます。

結果として、「沿革表」にあるように、当時の社会福祉法人としてはめずらしく在宅サービ
スや小規模サービス、更には医療と介護の連携そして 24 時間サービス体制などができあがっ

最後に、
「社会福祉法人

仙台ビーナス会」の一層のご発展と、
利用者やご家族、
役職員の方々

など、関係する全ての皆様方の益々のご健勝を心からお祈り申し上げます。

てきたということであります。
今 20 周年記念を迎えるに当たり、これからも地域包括ケアの充実に努めたいと思いますが
国の骨太方針のもとで社会保障が一方的に抑制されることを認めるわけにはいきません。この
地域のすべての人々が安心し、健やかな人生を全うできるよう皆さんの御指導を得ながら、こ
れからも社会福祉法人の役割を果たしていきたいと思います。
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仙台ビーナス会 創立 20 周年に寄せて
仙台市社会福祉協議会

山浦

辞

地域と共に

会長

東中田町内会連合会

正井

このたび「社会福祉法人仙台ビーナス会」が創立 20 周年を迎えられましたことを、心より
お喜び申し上げます。

榊原

会長

健二

社会福祉法人仙台ビーナス会の設立 20 周年、まことにおめでとうございます。心からお祝
い申し上げます。

貴法人は、高齢化の進展に対応し、地域の多様なニーズに応えるため、平成７年７月に設立

高齢化が急速に進展する中、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、高齢者が住み

されて以来、様々な制度改正や社会情勢の変化等に機敏に対応され、特別養護老人ホームをは

慣れた地域で安心して暮らし続けるため、医療・介護・介護予防・住まい及び日常生活の支援

じめ、グループホーム、ケアハウスの運営、地域包括支援センター事業の実施、介護付き高齢

が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築が求められております。貴会はこの「高齢

者向け住宅の開設などを通じて、地域の実状や時代の要請に応え、地域の福祉向上に積極的に

者保健福祉施策」に素早く対応され、四郎丸地域包括支援センターを窓口に高齢者への様々な

貢献されてこられました。

支援を行ってまいりました。介護予防教室の開催、介護予防運動サポーターの支援そして地域

この間の、法人運営を先導してこられました髙橋理事長様をはじめ役員の皆様、そして利用
者一人一人のニーズに応えるため熱意を持って介護に取り組んでこられた職員の皆様のたゆま
ぬ努力に、改めて敬意を表する次第であります。

ネットワークの構築など、多くの活動を通して高齢者が住み慣れた地域で自立し安心した生活
ができるように尽力されていることに深く感謝申し上げます。
20 年前、仙台ビーナス会が何もない住宅地の中に四郎丸デイサービスセンターを開所して

国におきましては、超高齢化社会が進展するなかで高齢者が尊厳を保ちながら、心身の状態

以来、制度改革や社会情勢の変化にそって数多くの介護施設や事業所を立ち上げてこられまし

が変化しても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けることができるよう、「地域

た。20 年の間に他の社会福祉法人や NPO 法人など多くの障がい者の入所支援施設や、就労支

包括ケアシステム」の構築が喫緊の課題となっております。こうした中、貴法人では、小規模

援施設などができ、東中田地区は「福祉のまち」と言われるほどになりました。そしてその中

多機能型居宅介護事業所の運営や、昨年には新たに第三白東苑を開所されるなど、安心して年

核をなすのは、もちろん仙台ビーナス会です。貴会の基本方針は“地域に開かれ、地域に愛さ

を重ねていくことができる地域作りに取り組んでこられました。今後の「地域包括ケアシステ

れ、地域に信頼されることをモットーに地域と共に生きる施設づくり”と聞いております。そ

ム」の実践にあたっては、貴法人が創立以来取り組んでこられた、地域と共に生きる施設づく

の方針の通り、しっかり地域に根ざした活動をなされ、地域福祉の向上に努めておられますこ

りという基本方針に基づく様々な施設運営の実績を最大限に生かされ、地域における福祉推進

とに東中田町内会連合会として厚く御礼申し上げます。

の中核として大きな役割を果たしていかれることとご期待申し上げます。
どうぞ 20 周年の歩みをステップに、社会福祉法人仙台ビーナス会様が今後とも地域ととも

最後に、地域と共に歩む仙台ビーナス会のますますのご発展と職員の皆様と利用者及びご家
族の皆様のご多幸を祈念し、お祝いの言葉と致します。

に歩み、開かれた福祉の拠点としてますます発展されますことをご祈念申し上げ、お祝いの言
葉といたします。
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仙台ビーナス会の沿革

ビーナスの由来について
仙台ビーナス会のビーナスは、美の女神ではありません。ビーナスは、金星も意味します。中国では太白
おどがもり

星と呼ばれ、金星が頭上に輝く山が太白山と呼ばれ現存しています。仙台の太白山はもともと「生出森」と
呼ばれていましたが、伊達正宗の時代に中国にならい、今の呼び名になったと言い伝えられています。太白

年

度

白東苑が開所して以来、法人の機関紙として年４回「かにっこ」を発刊
してきました。この 20 年で第 57 号（2015 年 7 月号）まで発刊し、利用者、

特別養護老人ホーム白東苑（ショートステイ）開設

４月

四郎丸在宅介護支援センター 開所

平成９年度

11 月

四郎丸シルバーハウジング 受託

平成 11 年度

９月

高齢者食の自立支援サービス（配食サービス）開始

４月

四郎丸在宅介護支援センター（居宅介護支援事業所）開所

８月

四郎丸高齢者グループホーム

５月

四郎丸ヘルパーステーション 開所

11 月

中田高齢者グループホーム

11 月

中田デイサービスセンター 開所

12 月

軽費老人ホーム

３月

袋原シルバーハウジング 受託

平成 12 年度
平成 13 年度

平成 17 年度

広瀬川と名取川が落ち合う（合流する）こ
とから落合と呼ばれるこの地域は、たびた
かにっこ創刊号

平成 18 年度

び川が氾濫しました。観音像が流されそう

容

４月

白東苑のすぐそばに、落合観音堂という県指定の有形文化財があります。
この観音堂の紋所はカニなのです。その昔、

内

四郎丸デイサービスセンター 開所

平成 15 年度

■「かにっこ」の由来は？

業

３月

ご家族、地域の皆様、関係者の皆様に仙台ビーナス会の様子を広くご理解
いただいております。

事
社会福祉法人

平成８年度

機関紙「かにっこ」について

月

７月

平成７年度

区の由来は、太白山です。いわば、ビーナスは太白のことであり、仙台ビーナス会は、仙台太白福祉会とい
う意味合いです。

年

３月
４月

仙台ビーナス会 設立

おちあい 開設
ゆきあい 開設

ケアハウス大宮 開設

袋原デイサービスセンター 開所
（平成 19 年４月１日から廃止⇒小規模多機能型居宅介護へ移行）
東中田地域包括支援センター 開所
（※現在、四郎丸地域包括支援センター）

になると、その度に何万匹というカニたちが、観音様を守ったと言う言い

４月

西中田地域包括支援センター 開所

伝えが残っています。このカニ観音にちなんで、仙台ビーナス会の機関紙

４月

小規模多機能型居宅介護 結いの館 開所

４月

ケアハウス大宮 特定入所生活介護認定（H23.9.1 廃止）

12 月

レストホーム ゆうゆう・交流サロン わいわい開所

４月

袋原訪問看護ステーション 開所

８月

特別養護老人ホーム第二白東苑（ショートステイ）開設

平成 24 年度

４月

袋原地域包括支援センター 開所

平成 26 年度

７月

特定施設

４月

往診クリニック

４月

中田地域 24 時間訪問介護看護センター 開所

は「かにっこ」と名づけられ、皆さんに親しまれています。

かにっこ最新号

平成 19 年度

平成 23 年度

思い出の碑について
仙台ビーナス会の本部がある白東苑の玄関を入ると、右側にやや大
きな中庭があります。この庭の北側に、南に向かって「思い出の石碑」

平成 27 年度

が立っております。これは白東苑に入所されたあと、ここで亡くなら
れた方々の霊を慰めるための慰霊碑であります。

第三白東苑 開設
ビーナス 開所

もともと特別養護老人ホームに入所された方々でも、最後は病院な
どで一生を終える人が多かったのですが、近年は医療・介護の進歩や、

法 人ロゴ マ ー ク

社会的状況の変化もあり、施設をターミナルとして、看取られ生涯を

ビーナスの V と、そのビーナスと関係のある金星をバランスよく表した。逆さに

終える人も多くなりました。

見ると太白山に金星が降りたように感じられるデザインで、緑豊かな太白山の流線

私たちはその都度見送りをすることは当然ですが、年に一度（敬老

型を想像させる。法人創立 10 周年を記念し、制定しました。

会のとき）過去１年間になくなられた方々の想いを献花して慰霊する

（2005 年 11 月制定）

ために、法人設立５周年のときに建設したのであります。
思い出の石碑
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20 年 の あ ゆ み

20 年 の あ ゆ み

四郎丸在宅介護支援センター
日常風景

白東苑

落成式

白東苑 「居酒屋」風景

四郎丸デイサービスセンター
お花見外出

レストホーム ゆうゆう＆交流サロン わいわい

地域包括支援センター
日常風景

袋原訪問看護ステーション

敬老会

劇「水戸黄門」悪代官メイク中

グループホーム おちあい 遠足

第三白東苑

四郎丸ヘルパーステーション

日常風景

法人事務所 日常風景
第二白東苑

中田デイサービスセンター

クリスマス会

白東苑

大運動会

10 周年記念

結いの館

リハビリ風景

グループホーム ゆきあい
お散歩
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新年会

ケアハウス大宮

勤続 10 年職員

中田地域 24 時間訪問介護看護センター
日常風景

七夕会

8

往診クリニックビーナス

事 業 所 紹 介

事 業 所 紹 介

四郎丸

袋原

西中田

❾

⓬

❿

❽

❼

❺
小規模多機能型居宅介護結いの館
袋原地域包括支援センター

西中田地域包括支援センター
中田デイサービスセンター
中田高齢者グループホームゆきあい

❸

特別養護老人ホーム第二白東苑
四郎丸地域包括支援センター
レストホームゆうゆう＆交流サロンわいわい

❼

❷

⓬
❿

❺

❽

⓫

往診クリニックビーナス
袋原訪問看護ステーション

❹

❸
❹

❾

❻

⓫
❶

❶

特定施設第三白東苑

❻
❷

ケアハウス大宮
四郎丸在宅介護支援センター

特別養護老人ホーム白東苑
四郎丸デイサービスセンター
中田地域 24 時間訪問介護看護センター

四郎丸高齢者グループホームおちあい
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四郎丸ヘルパーステーション
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ボランティアグループの紹介

ボランティアグループの紹介

【草刈り】希望グループ様

【シーツ交換】郷家

勇子様

【法人 もちつき大会】袋原おやじの会様

【ひまわり喫茶】ペンギン会様・太白輪の会様・東中田地区ボランティア福寿会様

【クリスマス会】地域福祉ネットひまわり会様

【法人 敬老会 演奏】清水嶋会様

【そば打ち】青葉手打ちそば教室様

【大正琴】やよい会様

【法人 夏まつり】鉄道産業労働組合様
太白輪の会様・優美会様・千葉紅漣教室様
東北ろうきん長町支店太白友の会様
【歌や司会】大浦

武夫様

【手芸】大宮そ〜いんぐクラブ様

11

ふれあい学級様・ペンギン会様
東中田地区ボランティア福寿会様・舞踊 白菊会様
12

【傾聴】NPO 法人 仙台傾聴の会様

ボランティアグループの紹介

ボランティアグループの紹介

【シーツ交換】猪股
【歌や行事】すみれ会様

【生花】NTT いきいきボランティアサークル様

春子様・橘

秋子様

【フルートコンサート】小畑

章様・横山

尚平様

【大正琴】琴仙会様

【傾聴】えみの会様

【散髪・美容】美容ボランティア様

【茶道】伊藤宗靜様

【習字】須藤

清子様 【美容と美顔】宮城県麗人会 赤十字奉仕団様

【袋原幼稚園慰問】

【若竹幼稚園慰問】

永年20年勤続職員の紹介
【新年会踊り】優美会様

【敬老会 演奏】千葉紅漣教室様
K＆T 様
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グループホームゆきあい

【犬のお散歩】森田

正雄様

介護職員

志子田

14

聡

常務理事

齋藤

信子

四郎丸デイサービスセンター
介護職員

岡本

美紀

セラピー犬の紹介
平成 16 年から、セラピー犬として三頭のラブラドールレトリバーが白東苑の中庭で生活しています。
いつも利用者の皆様に、元気と癒しを与えてくれています

チャオ♀
（９歳）〜娘〜

モナカ♀（12 歳）〜母〜

社会福祉法人

仙台ビーナス会

〒981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮 26-3

白東苑
四郎丸デイサービスセンター
中田地域 24 時間訪問介護看護センター
特別養護老人ホーム

第二白東苑
特定施設 第三白東苑
往診クリニック ビーナス
袋原訪問看護ステーション
四郎丸高齢者グループホーム おちあい
四郎丸ヘルパーステーション
中田デイサービスセンター
中田高齢者グループホーム ゆきあい
小規模多機能型居宅介護 結いの館
西中田地域包括支援センター
特別養護老人ホーム

四郎丸地域包括支援センター
レストホーム ゆうゆう＆交流サロン わいわい
袋原地域包括支援センター

TEL 022-241-5990
TEL 022-241-5927

TEL 022-241-5990

FAX 022-241-5929

ケアハウス大宮
四郎丸在宅介護支援センター

TEL 022-306-2710
TEL 022-241-5684

TEL 022-241-1233
TEL 022-748-5581

〒981-1102 仙台市太白区袋原４丁目 36-18

TEL 022-302-5514

〒981-1102 仙台市太白区袋原４丁目 35-35

TEL 022-302-6772

〒981-1107 仙台市太白区東中田４丁目 11-45

TEL 022-242-8635

〃

TEL 022-741-1655

〒981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮 45-28

TEL 022-306-2722

〒981-1102 仙台市太白区袋原３丁目１-31

TEL 022-741-3881

〒981-1104 仙台市太白区中田４丁目 12-7

TEL 022-741-3882

〃

TEL 022-741-0671

〒981-1107 仙台市太白区東中田４丁目 21-27

TEL 022-741-5290

〒981-1105 仙台市太白区西中田３丁目 23-3
ハイツ安久Ｂ棟 103

TEL 022-242-6351

〒981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮 46

TEL 022-741-7044
TEL 022-393-6533

〃
〒981-1107 仙台市太白区東中田３丁目 26-54
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