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はじめに

社会福祉法人悠悠会は地域密着型特別養護老人
ホームとグループホーム、保育園を運営していま
す。
冬の女王と呼ばれる「クリスマスローズ」は寒

さに耐えながら力強く控えめに咲き、そしてひた
むきな美しさで初春を彩ります。その装いは介護
の姿勢に似ており、クリスマスローズのようにあ
りたいと願っています
あなたも一緒に参加してみませんか。

社会福祉法人 悠悠会
理事長 中條勝子



法人名 社会福祉法人悠悠会

理事長 中條 勝子

所在地 宮城県大崎市田尻字町52

TEL 0229-87-5120

FAX 0229-87-5126

URL https://yuyu-kai.com

設立 2017年1月5日

従業員数 50名

事業内容 地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護

認知症対応型共同生活介護

企業主導型保育事業

法人概要

2017年1月5日 社会福祉法人悠悠会設立

2017年12月1日 グループホーム楽笑（らふ） 開設

2018年3月5日 リベラ保育園 開園

2018年3月26日 特別養護老人ホーム悠縁 開設

沿革
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職員構成

男性 女性 正規職員 パート

9名 41名 40名 10名

資格保有者

介護
福祉士

実務者
研修

初任者
研修

看護師 准看護師

14名 ３名 7名 2名 4名

介護支援
専門員

管理
栄養士

柔道
整復師

保育士 調理師

3名 1名 1名 5名 1名

認定特定業務
従事者

ユニット
リーダー

認知症介護
実践者

社会福祉
主事任用

3名 2名 3名 4名

２０２２年７月現在

50代以上 40代 30代 20代以下

19名 11名 7名 13名



学校の先生の
ような雰囲気

田尻の
ビルゲイツ

エネルギッシュ

職員に厳しくも
愛情がある

介護の講師を
しているので
分からない場
合は質問出来
頼りになる

個性的

情に厚い

多趣味

職員から見た理事長の人物像

正しい事、ダメ
な事を指摘し、
指導してくれる

にこやか

※職員アンケートより



働いてみて感じたこと

◇施設がきれい

◇保育園併設で子供の声が聞こえ癒される

◇休みがきちんと取得でき、サービス残業もない

◇残業代がきちんと出る

◇資格取得のサポートをしてくれる

◇1ユニット入居者様が9～10名で目が届きやすい

◇夜勤者1名に対し入居様が9～10名

◇自分の考えをきちんと発言でき、実際に実践する
ことができる

◇自分のやりたい保育活動が実現できる

◇向上心を持った仲間と共に働けるので刺激が
もらえる

◇働きやすい職場で挨拶も丁寧で好感が持てる

◇夜勤ができるようになるまで生活が苦しい

◇給料がもう少し高いといいな

◇施設ごと（特養・GH・保育園）の交流が少ない

※職員アンケートより



先輩から一言①

自分の働く保育園に子供を預けることができるの
で、仕事と子育てを両立しやすいです。楽しこと
や嬉しいことを一緒に味わったり、成長場面を間
近に感じることができる職場です。
2018年入職 保育士

わからないことがあれば何でも丁寧に指
導してもらえるので、介護が初めてでも
安心して働ける職場です。色々な手当て
があることで、仕事のモチベーションが
上がり、日々の努力が給料に反映されま
す。施設内は清潔感があり、常に生花を
生けてあるなど、利用者様だけでなく職
員にとっても、「おもてなしの心」・
「思いやりの心」があふれる環境で、
ゆったりとした気持ちで働くことができ
ます。
2022年入職 グループホーム介護職員



先輩から一言②

特別養護老人ホーム悠縁は、私に
とって初めての職場で、ドキドキしな
がら入職初日を迎えたことを今でも覚
えています。すぐ現場に配属されるの
ではなく数日間の研修を受け、ここの
職場(法人)についてや、介護に関する基
本的知識を学び、再確認をしてから現
場の業務になる為、安心して仕事を始
めることができました。ユニット(現場)
勤務になってからも、早番・遅番・夜
勤を先輩職員が同行勤務として細かく
教えていただきました。最初は2人で行
動することが多いので質問もしやすい
環境だと思います。
悠縁の定員は3ユニットで２９名なの

で、各ユニットで最大１０名です。入
居者様一人ひとりと密接に関わること
ができ、ご本人の希望も十分に対応で
きる為、とてもやりがいがある職場だ
と思います。
2019年入職 悠縁ユニットリーダー



介護職員の一日

7：00 申し送り、洗濯物確認、新聞配布、朝食準備、服薬介助（食前）

7：30 食事介助

8：00 服薬介助、バイタル測定（食後）

8：30 コーヒータイム、口腔ケア

9：00 ラジオ体操、入浴介助

9：30 排泄介助

11：30 昼食準備、口腔体操、服薬介助（食前）

12：00 食事介助、服薬介助

排泄介助、口腔ケア

13：00 休憩

14：00 排泄介助、尿測

15：00 おやつ介助

15：30 リハビリ体操など
業務日誌の記入、室内清掃、おむつ補充、物品確認

16：00 退勤



保育職員の一日

8：00 今日の活動の準備・清掃
園児登園受け入れ・健康観察
所持品の片づけ、排泄援助・手洗い
遊びの援助・見守り

9：30 おやつ

9：45 朝のお集まり
朝の歌を歌う・絵本の読み聞かせ、出席確認

10：00 今日の活動
散歩、戸外遊び、制作等

10：50 お片付け
排泄援助、給食準備

11：15 給食食事援助、午睡準備（歯磨き・排泄介助・手遊び等）

12：30 午睡（睡眠チェック、連絡帳・保育日誌等の記入
明日の活動準備）

15：00 起床（排泄援助等）

15：30 おやつ
帰りの準備（清掃・洗濯）

16：00 帰りのお集まり
帰りの歌を歌う、今日の振り返り
随時降園（保護者への受け渡し、申し送り）
明日の活動準備

17：00 退勤



12

グループホーム楽笑
特別養護老人ホーム悠縁

～日常の様子～



13

リベラ保育園
～日常の様子～



募集・採用について

利用者様が、自分らしく悠悠と過ごすためのお手
伝いに、やりがいを感じる方

共に働く仲間が、互いに自分らしく過ごせる環境
を、一緒に守ってくれる方

年齢、資格、経験は問いません。上記2点を重視
しています。

入職後には安心して働けるような研修プログラム
や、資格取得支援プログラムもあります。

記録業務の負担軽減のためのICT化により残業は
ほとんどありません。

保育園併設。子育て支援も充実しています。



詳しくはこちらまで

オンライン見学も可

施設見学動画準備中

✿社会福祉法人悠悠会✿ ✿リベラ保育園✿

大崎市 悠悠会


