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社会福祉法人 秋篠茜会
〒631-0818　奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目7番1- 2号
TEL 0742-52-6775　FAX 0742-52-6773　E-mail honbu@akanekai.or.jp

A こがねの里

B
 あこだ

　 あやめの里

C あかね保育園

D あかりの家

全ての児童、全ての高齢 者、全ての障害 者・児の
基 本的人権を何よりも大切にします。

法人 及びその事業は民主的に運営します。

人間尊重の立場に立った保育および介護を実 践します。

福祉 水 準の向上に努め、医療との連 携をつよめます。

児童福祉および高齢 者福祉の
地 域センター的な役割をはたします。

1994年
老人医療制度の改悪で長期入院が困難になり、介護サービ
スの量も不足している中で、不安と要求が多く、10数名の
呼びかけで実態調査と学習、建設運動の準備を開始。

1995年
「奈良市西部地域に特別養護老人ホームをつくる会」発足。
街頭宣伝や学習会、映画会、講演会などを開催。建設用地の
確保に向けて始動した。

1996年 建設予定地を決定し土地代金の確保に向けて運動を発展。

1997年 奈良県・市へ建設許可要請。

1998年
建設予定地の文化財試掘調査完了。草の根運動が強力に前
進し、行政対応も進んだ。

1999年
厚生省の補助内示・社会福祉法人の設立認可。年末に寄付金
目標の2億2700万円を達成、建設寄付協力者は約4500名。

2000年
土地造成・基礎工事開始。
9月　ホームヘルプ事業開始。

2001年
3月：全日本民主医療機関連合会に加盟。
4月1日：こがねの里オープン。

2002年
10月1日：利用者の増加に伴い、こがねの里デイサービスセ
ンター定員を25名から30名に変更。

2004年
「秋篠新町にみんなの認可保育所をつくる会」と共同で保
育所建設運動開始。この時、西大寺地域の保育所待機者は 
250名に達していた。          

特別養護老人ホーム こがねの里
特養・ショートステイ・デイサービス・ホームヘルプ

TEL 0742-52-4315
 住所 〒631-0818 奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目7番1-2号
 FAX 0742-52-4319　 E-mail kogane@akanekai.or.jp

介護予防サイクルハウス  あこだ
デイサービス・こがねの里居宅介護支援事業所

TEL 0742-95-4315
 住所 〒631-0818 奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目4番8号
 FAX 0742-53-0088　 E-mail akoda@akanekai.or.jp

高齢者生き活きグループリビング

あやめの里
TEL 0742-95-4315
 住所 〒631-0818 奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目4番10号
 FAX 0742-53-0088　 E-mail akoda@akanekai.or.jp

小規模多機能ホーム  

あかりの家
TEL 0742-93-7030
 住所 〒631-0818 奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目2番15号
 FAX 0742-93-7031　 E-mail akari@akanekai.or.jp

あかね保育園
保育所・企業委託保育

TEL 0742-52-4321
 住所 〒631-0813 奈良県奈良市秋篠新町270番地
 FAX 0742-41-5048　 E-mail hoikuen@akanekai.or.jp

奈良市地域子育て支援センター

Peace
TEL 0742-81-3262
 住所 〒631-0813 奈良県奈良市秋篠新町270番地
 FAX 0742-81-3262　 E-mail peace@akanekai.or.jp

病後児保育あかねほっとルーム

こばと
TEL 0742-41-9244
 住所 〒631-0813 奈良県奈良市秋篠新町270番地
 FAX 0742-41-5048　 E-mail hoikuen@akanekai.or.jp

2005年
5月1日：あかね保育園オープン。6月1日：病後児保育ほっと
ルーム「こばと」。10月：介護保険制度改悪の中、人所者・利
用者を守る取り組みを進めた。

2006年
5月1日：こがねの里ホームヘルプセンター。新たに「障害福
祉サービス事業」の行動援護サービス指定を受ける。

2007年
3月28日：内定通知を受け、「高齢者のための住宅」と「健康づ
くり・介護予防を支援する運動施設」建設準備が本格化する。

2009年
4月1日：入居戸数10名の高齢者住宅、高齢者生き活きグルー
プリビング「あやめの里」、介護予防サイクルハウス・あこだ
オープン。

2011年
3月30日：奈良市より小規模多機能型居宅介護サービスの事
業所選定を受け、8月8日より同施設建設が着工。

2012年
3月1日： 小規模多機能ホームあかりの家を開設。
10月1日：奈良市地域子育て支援センター「Peace」をあか
ね保育園内にオープン。

2013年 4月1日：あかね保育園定員90名から30名増の120名へ。

2014年
こがねの里居宅介護支援事業所を、介護予防サイクルハウ
ス・あこだへ住所移転。

2015年
4月1日：奈良市施設整備補助金をうけ、増床。特養ホーム定
員は85室、ショートステイ定員25室の計110室となる。

2016年
4月1日：こがねの里デイサービスセンター　地域密着型通
所介護事業所へ移行。
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奈良市西部地域は、1960年代に大阪のベッドタウンとして栄え人口が急速に増加。

1990年代に住民の高齢化が進み、安心できる老後の対策が緊急課題となった。
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秋篠茜会
A k i s h i n o a k a n e k a i

ご利用にあたってのご相談、ご見学等のご希望は、随時受け付けております。

ご希望の事業所へご連絡ください。

お問合せ

社会福祉法人



住み慣れた街で、　安心して暮らし続けたい

特別養護老人ホーム

8つの「町」に分けられたユニットの各個室には

「表札」がつけられ、愛用の家具や電化製品等を

持ち込むこともできます。

医療機関が隣接しており、終末期の過ごし方ま

で、ご本人を中心にご家族と一緒に考えられる

環境を目指しています。

デイサービス

「介護予防」「健康づくり」を支援します。トレー

ニングマシンや室内温水プールでの機能訓練を

行います。プールは歩行専用で、水深は約1m、

手すり付きですので、歩行に少し不安のある方

も安心です。

保育所

乳幼児の最善の利益を尊重し、子ども自ら成長

する力と可能性を最大限発揮できるよう、一人

ひとりの子どもを大切にする保育を目指すと

ともに、子どもの年齢・発達を考慮した給食に

取り組んでいます。また、子育てについての悩

みを共有し、保護者と保育園の共同の子育てを

目指します。

奈良市地域子育て支援センター  
Peace

地域の乳幼児とその保護者等が気軽に集い、交流を深

める場です。保育士や保健師のスタッフが対応し、情

報の提供・育児相談などを行い、地域のボランティア

さんの支援ももらっています。

病後児保育 あかねほっとルーム  こばと
保育園等の施設から小学校に通う、1歳から小学6年生までの児童を対象に、

病気などの「回復期」で集団生活が適当でない時期に、保護者の就労等で家庭

での保育が困難な場合、一時的に保育・看護を行います。

企業委託保育  あゆみ
医療法人平和会に開設された院内保育所「あゆみ保育園」を企業委託事業とし

て引き継ぎました。日曜・祭日の保育や泊まり保育も行っています。

「通い」「訪問」「泊まり」を、なじみの職員が対応し、

お一人おひとりに合わせて柔軟に対応していま

す。必要に応じて、24時間切れ間なくサービス

を提供しています。

デイサービス

日帰りで、食事や入浴、生活機能訓練サービスを

提供します。ご自宅までお迎えにうかがう送迎

サービスがあります。経験豊富で元気いっぱい

のスタッフが在宅生活を支えます。ゆとりある

スペースと多様なプログラムを用意し、きめ細や

かなサービスを提供します。

ホームヘルプサービス

ご自宅を訪問し、食事や入浴を行うための動作

能力や「できるようになりたい」「維持したい」

という意欲向上のため、利用者の方と一緒に行

う自立支援サービスです。掃除や洗濯、調理な

どを住まいや生活環境の違いに合わせサービス

を提供します。

こがねの里居宅介護支援事業所

担当のケアマネジャーが、ケアプランを作成し、

介護保険事業者の方などと連絡・調整を行います。

ショートステイ

自宅で介護をすることができなくなった時やご家族の負担軽減など

を図るために、短期間、施設（個室）に入所し、日常生活全般の介護を

受けていただくサービスです。お

一人おひとりのご自宅の状況に

近づけるよう努め、「環境の変化」

によるご不安をできるかぎり和

らげています。

こがねの里特別養護
老人ホーム

あやめの里高齢者生き活き
グループリビング あかりの家小規模多機能ホーム

介護予防サイクルハウスあこだ あかね保育園

誰もが長寿を喜び合えるように、

一人の人間としての尊厳を大切にしていくために、

寄せられた皆さんの力で「秋篠茜会」は誕生しました。

定員18名定員18名

定員120名

入居戸数10室

一人暮らしで生活に不安や不便を抱える高齢者

の方々が、お互いの自主性を尊重しながら、健

やかに安心して共同生活を送っていただくため

の住宅です。日々の困りごとや相談などは、職

員も参加する「入

居者自治会」で話

し合います。

定員30名×2単位定員30名×2単位

登録数25名登録数25名

定員25名

定員85名


