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60歳以上 自立している方 保証人必要

安心・生きがい・満足ある活き活きとした生活の実現



法人理念

１．私たちは、ご利用者様および職員一人ひとりが「安全な生活」「快適な生活」を大切にし、満足ある生き生きとした生活の実
　 現を目指します。
２．私たちは、地域社会の一員として、ご利用者様が自己決定でき、個人の尊厳が守られる、福祉の心を持った事業を行います。
３．職員が楽しく安心して働けるよう、キャリアパス制度や研修制度、勤務制度や休暇の充実に積極的に取り組みます。

法人の運営方針

１．ご利用者様の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を務めるとともに、介護事業においては、個別の介護計画を作成し、ご利用者様が必要
　 とする適切なサービスを提供します。
２．ご利用者様とご家族に対し、サービスの内容と提供方法についてわかりやすく説明します。
３．私たちのサービスは、常に適切な技術を持ち、質の管理と評価を行います。

私たちが目指すもの

１．ご利用者様本位のサービスを常に追求し、自己決定を尊重し、ご利用者様に喜びと安らぎを提供します。
２．社会福祉法人として健全で自立した経営を進めます。
３．ご利用者様と職員の心が通い合い、安らぎや満足を提供できる仕事に携わることができることに感謝の気持ちを持ち、ご利用者様が心地よく、職員にも優しい
　サービスを目指します。

私たちの価値観

１．人と人との繋がりを重んじ、共育、共栄を図ります。
２．常に向上心、探求心、自己研鑽に努めます。

地域貢献

１．地域の医療機関や介護施設、自治会、ボランティア、行政等との連携を図ります。
２．地域社会と密にかかわることにより、私たちがその一員であるという認識を大切にします。
３．地域福祉に貢献します。

法人が求める職員のあり方

１．感謝の気持ちを大切にしましょう
２．感謝の気持ちを伝えらえる人になりましょう
３．人と人との繋がりを持ちながら、共に成長していきましょう
４．お互いに働きがいのある職場を作っていきましょう
５．自らの仕事の質を向上させていきましょう
６．地域から信頼される人になりましょう
７．私たちが必要とされることに喜びを感じ、誇りの持てる職場を目指しましょう
８．福祉における専門性のある職場であることを活用し、地域資源の活性化を図りましょう]
９．一緒に働く職員、他職種の職員、ご利用者、保証人の方とはお互いに協力し合い、良好な関係を作りましょう
１０．人の可能性を見出し、何事にも積極的に取り組み、決して諦めず、意欲を持ち、目標に向かってチャレンジしていきましょう

私たちが提供するサービス

１．ご利用者様に寄り添い、喜びや幸せにつながるように努めます。
２．ご利用者様の自己決定や自主性を尊重し、尊厳と権利擁護の保護に努めます。
３．ご利用者様の安心や安全を第一に考え、心安らぐ温かな生活ができる環境づくりに努めます。
４．ご利用者様の自立支援においては、利用者の意思を尊重し、現状で自分ができること、やりたいと思うことを一緒に行いながら支援します。
５．ご利用者様とのコミュニケーションを大切にし、穏やかな話し合いや傾聴に努めます。
６．地域や行政との連絡、調整、連携を図り、社会資源の情報提供を行い、透明性の確保に努めます。
７．ご利用者様のプライバシーや個人情報の保護を大切にし、信頼していただけるサービスに努めます。
６．職員の質の向上を図り、高度な技術の習得に努めます。

安心・生きがい・満足を信念に



居室は�畳�間。和室と一部洋室がございます。

お部屋は、ご利用者様がご自分の家のように、自由にご利用いた

だいております。また、各部屋にナースコール設備も完備してお

ります。ご家族が宿泊する事も可能です。

個室トイレ・流し・
冷暖房完備

快適な設備を完備しております。

・個室のトイレ（ナースコール完備）

・流し台

・冷暖房完備

・個人用のテレビ回線

・電話回線

年�回の健康診断や、毎月、協力医療機関の医師による月例検診、

常勤看護師による健康相談などを実施しております

まるで我が家のような入居
スペース。ご家族の宿泊も可。1
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健康管理・ケア・
医療機関の充実
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朋友会の特徴朋友会の特徴



買い物ツアー（月�回）をしたり、桜や紫陽花など、季節のお花を

見に外出をしたり、野球観戦に行くこともあります。また、ご利用

者様も自由に外出・外泊していただけます。

年�回の避難訓練の実施、地域自治会との防災協定、消防署から

指導を受けて消防訓練を実施しております。また、地域防災拠点

としての指定を受けているため、震災等があった場合には地域

の皆様の非難場所となります。災害時用の備蓄品も供えており、

瀬谷区消防署主催の防災競技会にも参加しております。

大きな厨房と食堂で、皆さんで楽しくお食事の時間をお過ごしい

ただいております。食中毒や感染症予防のために、お食事前に必

ず全員に手洗い・消毒の徹底をしております。

防災への取り組み

季節感のあるイベント開催から
外出・地域行事への参加も4
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栄養士による栄養計算さ
れた献立作りで
四季折々の食事をご提供



年間イベント
四季折々のバラエティーに富んだイベントを実施。新しい趣味の
発見やふれあいの場を多く設け、日々新鮮な感覚を味わって
いただけるような、心躍る企画をたくさんご用意しております。

花見散歩・花見会食 ドライブ・鯉のぼり会食 落語ボランティア・料理作り

BBQ・園芸・七夕祭り 各種レクレーション・消防避難訓練 睦荘祭り・関東幼稚園来荘・敬老昼食会

避難訓練・イベント 外食会 クリスマス会・花植え・落語会・忘年会

初詣・書き初め大会

軽費老人ホーム睦荘では希望者をつのり、クラブ活動も活発に行っております。

どなたでもご参加頂けます。

節分 雛祭り会食

園芸クラブ カラオケクラブ 絵手紙教室 介護体操クラブ

クラブ活動

年間イベント
4月 5月 6月

7月 8月 9月

1月 2月 3月

10月 11月 12月

上記以外にも様々な行事を企画運営します。



施設内はエレベーター完備、ご利用者様の居室は全室個室となっており、

日常生活をスムーズにストレスなくお過ごしいただけます。

施設のご案内施設のご案内
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居室のご案内

外観 受付

居室のご案内
まるで自室で過ごしているかのような安心感と温かみのあるアットホームな環境をご用意しております。ほとんどが
和室で、お好きな家具や生活雑貨をお持ち込みいただき、自由に配置いただけます。

その他のご案内

体験・見学のご案内
ホーム内の雰囲気はもちろん、ご利用者様と施設スタッフの距離感、毎日のレクリエーションなど、見
学ではわからないホームでの暮らしを体験できます。ご利用者様の生活がより一層豊かなものとなる
よう施設スタッフが精いっぱいサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

サービス内容

持ち物

お食事・入浴時の見守り・コール対応・レクリエーション

お着替え・生活用品



ご入居に関してご入居に関して

ご入居までの流れ

入居条件について 月額ご利用料金

60歳以上の自立生活が出来る方
（自傷他害がなく、伝染病のない方、かつ問題行動を伴わない方
で共同生活に適応できる方）
※所定の利用料金が負担でき、保証人を立てられる方

（保証人は、入居される方より若い方をお願いします） 横浜市の通達により
金額が変更する場合があります。

入居一時金（敷金）

一般生活費

事務費徴収額

電気料

水道料

月々合計

�,���円

�円

��,���円

��,���円

ご使用分
＋��月～�月まで冬季暖房利用料月々�,���円

ご利用者様ごとに前年度収入により異なります。

��,���円

STEP1 STEP２ STEP３

電話またはホームページよりメー
ルでお問合せください。ご案内書類
をご郵送いたします。

初めての介護施設への入居を検討するなかで「費用がいくらになるか心配」「施設の選び方がわからない。」「施設で
の生活には馴染めるのだろうか。」という不安をお持ちの方もご安心ください。ご相談・見学・体験入居・書類手続き・
ご入居までを、当施設のスタッフが分かりやすくご案内させていただきます。

事前にご予約いただき、ご見学いた
だくことができます。ご本人と保証
人�名以上でお越しください。居室
に空きがある場合、体験入居も可
能です。

お問合せ・資料請求 見学・体験入居 入居の面接相談

���-��２-����

STEP４ STEP５ STEP６

ご本人、保証人�名様のお申し込み
いただきます。

契約書、重要事項説明書、運営規
定の説明及び取り交わしを行いま
す。契約の際は保証人�名様もご同
席お願いします。

お引越しの日取りが決まりましたら
ご連絡ください。

お申し込み 契約書・運営規定の確認 ご入居（お引っ越し）

家庭環境や経済状況などの理由により、
家族との同居が困難な方

保証人を立てることのできる方

職員と入居に関する面接を行いま
す。



施設正面から施設横が専用駐車場になります。ご家族
の皆様もご利用いただけます。

１、相鉄線二俣川駅　より
相鉄バス希望ヶ丘ゆき「善部第�」バス停下車（徒歩��分）

�、相鉄線希望ヶ丘駅　より
相鉄バス二俣川ゆき「善部第�」バス停下車（徒歩��分）

�、相鉄線三ツ境駅　より
神奈中バス戸塚ゆき「阿久和」バス停下車（徒歩��分）

�、JR線戸塚駅　より
神奈中バス三ツ境ゆき「阿久和」バス停下車（徒歩��分）

公共交通機関でお越しの場合

特定医療法人社団鵬友会　湘南泉病院 神奈川県横浜市泉区新橋町����番地

eモール歯科（聖和会）往診部 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町���-�eモール�F

神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町���-�ひらの内科クリニック

神奈川県横浜市旭川区金が谷���番地�特定医療法人社団鵬友会　横浜ほうゆう病院

神奈川県横浜市泉区池の谷����番地医療法人社団鵬友会　新中川病院

〒���-����　神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東�-��-�

ご見学・ご相談に関して ホームページはこちらから

メールはこちらから

施設のご見学やご相談など、お気軽にお問合せください。

���-���-����

hoyuu@mutsumiso.or.jp

朋友会 検索

軽費老人
ホーム

法人概要

運営主体

理事長

電話番号

FAX番号

所在地 〒���-����
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東�-��-�

社会福祉法人　朋友会

相原 友宏
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個人情報保護・事故防止につきましては、当
法人規定「個人情報保護に対する基本方針
」「個人情報保護の利用目的」「事故発生防
止のための指針」を基に遵守します。

個人情報
保護事故防止

提携
医療機関

神奈川県大和市中央４丁目１−２大和中央眼科

お車でお越しの場合

プラチナライブ
横浜善部町

松久山妙蓮寺

二俣川モータース

睦荘睦荘

横浜隼人幼稚園

横浜隼人中学・高等学校

アクセス

睦 荘


