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泉嶺ホーム

短期入所事業
地域生活支援（日中一時支援）
堺市中区平井４８２番地
TEL072-277-0374
FAX072-277-0325

２F

ボンの山作業所
生活介護事業
堺市中区平井４８２番地
TEL072-276-0160

2021年10月開設

マイスター

生活介護事業

わんぱくはうす平井園
放課後等デイサービス

（ボンの山作業所の従たる事業所）

堺市中区平井３７０番地１
TEL072-2５６-４７７０

堺市中区平井５２１番地
TEL072-270-8858

泉嶺ホーム高石園
放課後等デイサービス
高石市西取石1丁目16-11-103
TEL072-266-0056

ご利用についてのご相談や見学につきましては、
お気軽に各事業所までご連絡下さい。
社会福祉法人 南湖会
〒599-8251 大阪府堺市中区平井４８２番地
電話072-277-0374（代表：泉嶺（いずみ）ホーム）
上記の他、泉ヶ丘学院（児童養護施設）・まつのみこども園（幼保連携型認定こども園）を実施しています。

社会福祉法人南湖会
～～～法人概要～～～
■ 社会福祉法人南湖会（なんこかい）
設 立：昭和３３年5月26日
理事長：橋本尹希子
法人役員：理事・監事・評議員
苦情解決第３者委員
住所：〒５９９－８２５１
大阪府堺市中区平井４８２番地
電話：０７２－２７８－０３７４（泉ヶ丘学院）
FAX：０７２－２７９－２６５０

～～～法人の理念～～～
未来を託す大切な子ども達の健やかな育ちとその家族の支援に努めます。
ひとりひとりが自分らしく幸せに暮らせるよう支援に努めます。
地域のみなさんと協働して地域福祉の向上に貢献します。

～～～事業組織～～～
■社会福祉法人南湖会
■まつのみこども園

■泉ヶ丘学院
種別：児童養護施設
設立：昭和３３年５月１７日設立
定員：９０名
備考：平成２８年６月
分園型小規模グループケア事業開設
（定員８名 ２棟）

種別：幼保連携型認定こども園
設立：昭和４５年１２月１日設立
定員：１９５名
備考：平成２８年４月
松の実園（保育園）から変更

■障がい福祉事業
＜障がい福祉サービス事業＞
●泉嶺ホーム
種別：短期入所
地域生活支援事業（日中一時支援）
設立：平成３年３月１５日
定員：１５名（内、短期入所８名）

●ボンの山作業所
種別：生活介護
設立：平成１７年４月１日
定員：２０名（主たる事業所定員11名）

●マイスター
種別：生活介護
設立：令和３年１０月１日
（ボンの山作業所の従たる事業所）
定員：２０名（従たる事業所定員９名）

＜障がい児通所支援事業＞
●わんぱくはうす平井園
種別：放課後等デイサービス
設立：平成２４年４月１日
定員：１０名

●泉嶺ホーム高石園
種別：放課後等デイサービス
設立：平成１９年１０月１日
定員：１０名
備考：平成２７年１２月
障がい児タイムケア事業から変更

『おかえり！』でお出迎え。今日もみんなと一緒にすごすことが楽しみだね。
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お家ような安心できる環境で・・・

泉嶺（いずみ）ホーム
■〒599-8251 大阪府堺市中区平井482番地
■ ■ ■事業所情報■ ■ ■
■短期入所事業

ご家族の疾病その他理由により、
短期入所を必要とする方が利用する事業です。
（ショートステイ）

■地域生活支援事業（日中一時支援事業）
宿泊せずに日中を利用する事業です。
（日帰りショートステイ）

■定員：１５名（内、短期入所８名）
■職員体制：管理者
生活支援員（保育士・介護福祉士・看護師）
嘱託医
■対象：
①知的・身体・発達の障がいをお持ちの方で
障がい福祉サービス受給による支給決定を受
けている方。
②堺市内在住の方。市外近隣の方はご相談く
ださい。
■休園日：年末年始（12/30～1月３日）
その他（行事・合同研修など）

■ ■ ■ご利用にあたって■ ■ ■
■ご予約について
利用希望月の１か月前に電話にて予約。
※予約受付開始日を設定しています。
■お食事
すべて施設にて準備します。
朝食250円 昼食450円 夕食450円
※食事軽減負担適用に該当の場合
朝食200円 昼食400円 夕食400円
■送迎について
堺市内の支援学校、通所施設など
自宅送迎（他市は別途費用あり）
※送迎車輌に限りがあるためご相談下さい。

■電話：072-277-0374

■ ■ ■施設でのすごし方■ ■ ■
6:30～
7:00～
8:00～
9:00～
10:00～
11:30～
13:00～
15:00～
16:00～
17:00～
19:00～
21:00～

起床、着替え
朝食、朝の準備（歯磨き・洗顔）
自由活動・退所の準備
宿泊者退所・日中利用受入
余暇活動
昼食
利用受入・余暇活動
おやつ
入浴
自由活動・日中利用退所
夕食・自由活動
就寝

■みんな遊び

■制作

広いフロアを使って、ボー
リングやボールプール、ト
ランポリンなどで遊んでい
ます。

お菓子づくりや画用紙を
使った制作など楽しんでい
ます。

■壁面づくり

■自由活動

季節を感じられる作品をみ
んなで作っています。

個々の遊びたいことができ
るように支援しています。

■未就学児童支援

■課外活動

ご家族の同意を基に、個別
支援計画を作成し実施して
います。

みんなで遠足に行ったり、
法人盆踊り、クリスマス会
など季節に触れる行事への
参加もしています。

■ ■ ■主な年間行事予定■ ■ ■

４月：お花見
５月：合同遠足
７月：法人盆踊り
８月：プール遊び
１１月：こどもの広場
１２月：合同クリスマス会
１月：初詣
２月：節分・茶話会

楽しみや生きがいをもつ生活を実現するために・・・
いつもの安心できる仲間と一緒に活動するのが楽しみ。
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ボンの山作業所
■〒599-8251 大阪府堺市中区平井482番地

■電話：072-276-0160

自分たちの星を輝かせるために・・・
いろんな活動を広げながら楽しみを増やしましょ。

マイスター
■〒599-8251 大阪府堺市中区平井370番地1 ■電話：072-256-4770

■ ■ ■事業所情報■ ■ ■
■生活介護事業
日中の生活や創作的活動、生産活動を通し、
身体機能や生活能力の向上に向けた支援を実施
する事業です。
■定員：20名
内、ボンの山作業所１１名（主たる事業所）
マイスター９名（従たる事業所）
■職員体制：管理者・サービス管理責任者
生活支援員（保育士・介護福祉士・看護師）
機能訓練指導員・嘱託医
※ボンの山作業所では、看護師を常時配置。
■対象：
①知的、身体、発達、難病対象の障がいをお持
ちの方で障がい福祉サービス受給による支給
決定を受けている方。
（障がい支援区分３以上の方。）
②堺市内在住の方。
市外近隣の方はご相談ください。
■開所日：月曜から金曜日・第２・第４土曜日
■開所時間：原則9時～１６時。
※必要に応じて１８時まで利用可能。
■休所日：日曜・祝日
第１、３、５土曜日
夏季（8/13～8/15）
年末年始（12/30～1月３日）
その他（行事・合同研修など）

■ ■ ■施設でのすごし方■ ■ ■
9：00～
10：00～
10：30～
11：30～
13：30～
15：00～
16：00～

送迎・利用受入
水分補給・健康状態のチェック
午前のプログラム・軽作業
昼食
午後のプログラム・軽作業
帰宅準備
帰宅開始

■プログラム活動
利用される方々に合わせ身体を動かしたり、
創作活動など取り組んでいます。
ストレッチ体操（歩行・腹筋・バランスボー
ルなど）・軽運動・紙漉き・お菓子作り・絵本
の読み聞かせ・買い物・ティータイム・風船バ
レー・ボールプール・トランポリンなど
■軽作業（マイスター）
作業場では、自転車の車輪の部品を組
み立てています。また、納品では、作業
が困難な方にも付き添っていただいてま
す。
年間の収入を工賃として全額利用され
ている方にお支払いしています。
工賃としては、お一人当たり1,120円
をお支払いしました。
（2018年度実績）
■主な年間行事予定
４月：お花見
５月：ピクニック・合同遠足
７月：法人盆踊り・プール遊び
８月：プール遊び
１０月：遠足
１１月：こどもの広場
１２月：クリスマス会
１月：新年会
２月：バレンタインデイ
その他、季節行事・誕生会など

一人ひとりのペースに合わせ、楽しくのびのびと成長・・・
『できること』が増えるように、今日も一緒に楽しもうね。

わんぱくはうす平井園
■〒599-8251 大阪府堺市中区平井521番地

■ ■ ■事業所情報■ ■ ■

■放課後等デイサービス事業

授業の終了後又は学校が
お休みの日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進その他必要な支援を行う事業です。

■定員：１0名
■職員体制：管理者・児童発達支援管理責任者
児童指導員
■対象：
①小学校、中学校、高等支援学校等に就学してお
り、支援が必要と認められた障がい児の方。
②堺市内在住の方。
■開園日：月曜から金曜日・第２・第４土曜日
■開園時間：原則9時～１７時。
※必要に応じて１８時まで利用可能。
■休園日：日曜・祝日・第１、３、５土曜日
年末年始（12/30～1月３日）
その他（行事・合同研修など）
■送迎：学校・自宅
※ご利用の方はご相談下さい。

■電話：072-270-8858

■ ■ ■施設でのすごし方■ ■ ■
9：00～ 利用受入（学校休日）
10：00～ 自由時間・外遊び（学校休日）
11：30～ 昼食（お弁当持参）
プログラム活動
学校終了後、順次送迎
15：00～ おやつ・プログラム活動
自由時間・帰宅準備
17：00～ 帰宅開始

■主な年間行事予定
６月：茶話会（保護者の方参加）
５月：合同遠足
７月～８月：法人盆踊り
・プール・夏休み活動
９月：遠足
１１月：こどもの広場
１２月：合同クリスマス会
３月：卒業お祝い会
その他、季節行事など

■利用料負担：通所給付費の1割負担
■その他：おやつ無料
※課外活動などによる参加費負担あり。
■ ■ ■日々のプログラム■ ■ ■
買い物訓練・学習プログラム・工作・ミニゲームな
ど楽しみながら取り組んでいます。
■学習プログラム■
■買い物練習・体験■
手先の訓練や学習プリントで
わんぱく名物「にこにこ堂」に
計算や字の練習をしています。
て買い物練習をし、弁当購入体
験で日ごろの成果を発揮します。 まだ字が書けない方には点線な
ぞりや線結びから始めます。

■工作■
子どもたち一人ひとりのレベル
に合わせて、取り組んでいます。

■ミニゲーム■
ゲームを通してお友達と遊ぶ楽
しさを知り距離感を学びます。

■外遊び■
わんぱくはうすの外は、法人
の駐車場になっており安全にの
びのび遊ぶことができます。
天気がいい日は皆で近所の公
園まで散歩に行きます。

■自由時間■
それぞれにしたい遊びを選べる
時間です。室内の玩具や遊具を
使った外遊びをしています。

■お手伝い■
掃除機の使い方や食器洗いな
ど、お家でできるお手伝いに挑
戦しています。

楽しみながら自信につなげる・・・・
「よろこび」を今日も一緒に探しましょ。

泉嶺ホーム高石園
■〒592-0012大阪府高石市西取石1丁16-11-103 ■電話：072-266-0056

■ ■ ■事業所情報■ ■ ■

■放課後等デイサービス事業

授業の終了後又は学校が
お休みの日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
の促進その他必要な支援を行う事業です。

■定員：１0名
■職員体制：管理者・児童発達支援管理責任者
保育士・児童指導員
■対象：
①小学校、中学校、高等支援学校等に就学してお
り、支援が必要と認められた障がい児の方。
②高石市・堺市西区在住の方。

■ ■ ■施設でのすごし方■ ■ ■
9：00～
10：30～
12：00～
13：30～

利用受入（学校休日）
外遊び（学校休日）
昼食（お弁当持参）
プログラム活動（集団遊び）
学校終了後、順次送迎
15：00～ おやつ・プログラム活動
自由時間・帰宅準備
17：00～ 帰宅開始

■主な年間行事予定

■開園日：月曜から土曜日
■開園時間：原則9時～１７時。
※必要に応じて１８時まで利用
可能。
■休園日：日曜・祝日
年末年始（12/30～1月３日）
その他（行事・合同研修など）
■送迎：学校・事業所・自宅
■利用料負担：通所給付費の1割負担
■その他：おやつ無料
※課外活動などによる参加費負担あり。

４月：お花見会
６月：体験学習
７月：七夕
８月：法人盆踊り・プール
夏休み体験学習
９月：親子参加行事
１０月：茶話会（保護者の方参加）
１１月：こどもの広場
１２月：合同クリスマス会
１月：新年会
２月：節分
３月：卒業お祝い会
その他、季節行事など

■ ■ ■日々のプログラム■ ■ ■
買い物訓練・学習プログラム・工作・ミニゲームな
ど楽しみながら取り組んでいます。
■プログラム■
ダンスや音楽、制作などを曜日
ごとに楽しんでいます。

■外遊び■
天気がいい日は皆で近所の公
園まで散歩に行って楽しく遊ん
でいます。

■ 夏休み体験学習■
夏休みの期間を使って、普段ではできない
体験に取り組んでいます。
ぬり絵・カレンダー作り・紙芝居・お弁
当の買い物体験・茶道・おやつ作り・洗濯
体験・制作・図書館体験・川遊び・公共の
電車やバス乗車体験・防災体験など

■自由時間■
それぞれにしたい遊びを選べ
る時間です。室内の玩具や遊具
を使った遊びをしています。

■学習プログラム■
手先の訓練や学習プリントで計算や字の
練習をしています。まだ字が書けない方
には点線なぞりや線結びから始めます。

Izumihome
Izumihome-takaishien

Bonnoyama-sagyousyo
Wanpakuhouse-hiraien

～～～法人・事業所在地図～～～

南海バス 久世小学校前下車 徒歩５分程度

～～～地図：泉嶺ホーム高石園～～～

JR阪和線 富木駅より徒歩２分

Izumihome

Bonnoyama-sagyousyo
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mystar

Wanpakuhouse-hiraien

Izumihome-takaishien

