
ケアタウン南草津
グループホーム

施設案内

医療法人 社団 よつば会

当グループホームでは小規模な生活の場で、一つのユニッ

トに９名という少人数で共同生活を送っていただきます。

洗濯や食事の支度、掃除などスタッフと利用者様が共同で

行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることに

より、認知症症状の進行を緩やかにし、また心身ともに穏

やかに過ごしていただけます。我々は、利用者様が出来る

だけ混乱しないで生活していけるように、利用者様お一人

お一人が生活の主体者であることを忘れず、個々の生活を

重視したケアを心がけています。そして残された能力を最

大限に活用できるような環境を作り、自然な形でもてる力

を発揮できる暮らしをしていただけるようお手伝いをさ

せていただきます。利用者様やご家族様に笑顔で過ごして

いただく為に、このグループホームがあると考えています。
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ケアタウン南草津 グループホーム

〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町627番地1
TEL.077-562-1124 FAX.077-562-1069
E-mail: gh-caretown@yotsuba-lcn.or.jp

［車］

［電車］

［バス］

名神高速道路 大津IC・瀬田IC・草津・田上ICより約20分

JR西日本琵琶湖線 南草津駅下車

JR南草津駅下車　西口より
1.イオンモール行き
　よし池経由 よし池停下車　徒歩2分
2.イオンモール行き
　草津総合病院経由 矢橋郵便局停下車　徒歩3分

医療法人 社団 よつば会 

交通の
ご案内

認知症対応型共同生活介護

  よつばライフケアネットワーク
いっしょに歩こう。

各専門スタッフによる、ご利用者それぞれの状況
や目的に合わせたきめの細かいプロのサービス
をお約束します。同じ場所で生活を共にする者と
して、親身になって対応させていただきます。
どんなことでもご相談ください。

よつば会の理念である「感謝すること」「貢献する
こと」「想像すること」。3つの姿勢を常に忘れず、
創造的であたたかみのあるケアを目指します。
「人・暮らしを支えるケア」から多くの笑顔と
たくさんの幸せが生まれるよう、スタッフ一同
努力いたします。

充実のスタッフ 3つの理念

何よりもお一人おひとりが大切です。ご利用者
の方、お一人おひとりのそれまでの環境や立場、
性格等が様々であるように、ケアの内容や方法も
当然、千差万別です。できる限りそれぞれの方に
適したケアを行い、ご満足いただけるよう、
あらゆる面でサポートさせていただきます。

個人の尊重
ゆとりのある生活、活動空間、全室個室対応など、
ご利用者の皆様がご自分の「住まい」として愛着
をもっていただけるよう、あらゆる充実した設備
を整えています。ご自身の生活を楽しみながら、
温かい交流が生まれる施設です。

充実の設備

　

　
人・
暮らし

を支えるケア

グループホーム
すまいるⅠ号館

イオンモール
草津

KINSHIN ケアタウン南草津

■特別養護老人ホーム  ■ショートステイ 

特別養護老人ホーム 夕凪の里
〒626-0061 京都府宮津市字波路小字新町2433
TEL: 0772-22-0428 / FAX: 0772-22-0432

■通所リハビリテーション

くろづ外科医院 デイケア
〒520-2279 滋賀県大津市黒津2-15-25
TEL: 077-546-7557 / FAX: 077-546-7559

■認知症対応型共同生活介護

グループホーム クローバー
〒525-0028 滋賀県草津市上笠4-24-19
TEL: 077-562-1254 / FAX: 077-562-1251

〒525-0050 滋賀県草津市南草津2-3-7 メディカルツインビル4F　TEL: 077-598-5225 / FAX: 077-598-6336

統括本部

■住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム すまいるⅠ号館
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町628-1
TEL: 077-562-8005 / FAX: 077-562-8003

■介護老人保健施設    ■ショートステイ ■通所リハビリテーション
■居宅介護支援事業所  ■訪問看護ステーション
■ヘルパーステーションよつば

ケアタウン南草津
〒525-0066滋賀県草津市矢橋町621
TEL: 077-562-1001（代） / FAX: 077-562-1162（代）

■外科・内科・整形外科・リハビリテーション科
■訪問診療

〒520-2279 滋賀県大津市黒津2-15-22
TEL: 077-546-6658 / FAX: 077-546-2716

■特別養護老人ホーム  ■デイサービス  ■ショートステイ 

〒525-0044 滋賀県草津市岡本町217
TEL: 077-561-7500 / FAX: 077-561-7501

社会福祉法人 よつば会

医療法人社団 よつば会
くろづ外科医院

特別養護老人ホーム 風和里

■特別養護老人ホーム  ■ショートステイ 

特別養護老人ホーム 帆の里
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町500-1
TEL: 077-566-8620/ FAX: 077-566-8621

（開設予定）



〝本当によかった〟と喜んで
いただくことが私たちの想いです。

万が一の時に、音と光と共に電光
掲示で呼び出しできるワイヤレス
コールを居室や浴室など様々な
場所に設置しています。

ご利用者・市町村職員・地域
の代表者の方々を交え、定期
的にサービス内容等を検討し
ながら、今後の更なるサービ
スの向上を目的とした会議を
行います。  

オール電化により安全で快適な
キッチンとなっており、使い勝
手の良い広々とした空間です。

玄関ホールは出入り
がスムーズに行える
よう機能性を重視し
ました。

車いすの方でも安全にお使いいただ
けるスペースを確保し、長時間座って
いても疲れにくい高齢者にとって安
心・快適なトイレシステムです。 

すみずみまで安全性を追
求したバスルームです。浴
室、脱衣所には冷暖房を
備え、季節を問わず快適
に入浴していただけます。

冷暖房完備はもちろん、窓から見える田畑や草
花の眺めが心を癒してくれる、いつも快適に暮
らせる居室です。

広々したウッドデッキ
では中庭の風景を楽し
みながらゆっくりおく
つろぎいただけます。

土に触れる楽しみを感じて
いただけるようにと、敷地
内に花壇や菜園がつくれ
る広い庭を設けています。

居間食堂は居室との動線を考慮
し各ユニットの中心に配置し、気
持ちが落着くとされるオーク系の
カラーでコーディネートしていま
す。また、より多くの光を採り入れ
るために天窓を設置し、冬でも快
適に過ごしていただけるよう足元
には床暖房も完備しています。

車いすの方でも使いやすいよう
にと高さの低いものを併設し、充
分に接近できるようシンクの下
に広い足元空間を確保しました。
また、洗面ボールは耐荷重
100kgと、寄り掛かっても安全な
耐久性を備えています。

❖ こんなところにも〝こだわって〟います ❖

❖ こだわり ❖

居室の開き扉
は、安全・快適を
考慮し、衝撃を
吸収するダン
パー機構付きで
静かに閉まる構
造です。 

【ドア】
入居者が落ち着
いて暮らせるよ
うに、光の強度
やまぶしさなど
に配慮した照明
です。

【照明】 【建物】
建物は耐震性の
強い鉄筋コンク
リートです。夏
は涼しく、冬は
結露がなく暖か
い外断熱工法に
よる建物です。 

便座後部に体や頭部を
しっかり守る「背もたれ」
を設け、細部に渡り安全
に配慮しています。

車椅子の方のための専用テーブ
ルもご用意しております。

❖ こだわり ❖
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❖ こだわり ❖
安全のため、ベッドには一部介助バー
を設置しています。また万一の転倒
を考慮して全室床をクッションフ
ロアにしている他、スプリンクラー
や熱感知装置も設置しています。

やはり静かな環境は、
すずめにとっても居心
地がいいのでしょう
か・・・


