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特別養護老人ホーム 地域密着型介護老人福祉施設

まごころホーム 小規模多機能型居宅介護

「家」のようにあったかな空間。
地域との交流も深めながら、
くつろぎの環境で過ごしませんか？ 
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ほんわかサロン 認知症デイサービス

まごころケア 居宅介護支援事業所
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「　　　 」は施設ではありません。
人が集い、なごやかに暮らす「家」です。
　「のんびり、ゆったり、ほがらかに。いつまでも自分らしい生活の
お手伝い」まんてんの運営理念です。日常の生活に決まりはありま
せん。起床や就寝の時間もご自由です。ゆっくりとしたペースで楽
しく一日を過ごします。
　食事の支度や掃除、洗濯。日常生活の中で出来ることを見つけ、
続けて行けるように、お手伝いいたします。

　まんてんは、施設ではありません。ひとが集い、なごやかに暮らす「家」です。家庭的で落ち着いた雰囲気の中

で、食事の支度や掃除・洗濯などを、スタッフが利用者とともに共同で行います。なじみの関係を作って日常生活

を送ることにより、認知症の進行が穏やかになります。

　まんてんは庭も広く、春の桜は心をなごませ、四季折々を肌で感じられます。買い物や散歩に出かけ、地域との

交流も深めながら、くつろぎの環境で過ごしましょう。

継続的にサービスを受けられる体制を整えています。

　「まんてん」では、ご利用者の状態に合わせた様々なサービスを提供いたします。介護が重度化
しても、まんてんの他のサービスをご利用いただけば、なじみの職員が継続してお世話いたしま
す。さらに、周辺の施設や医療機関との連携により、適切なサービスを継続的に受けることがで
きるよう支援いたします。

環境豊かな小谷と塩津に立地しています。

　自然に溢れ、草木が美しい、生活に最適な環境に「まんてん」はあります。
福祉・医療サービスとも提携し、地域に密着した多種多様なサービスを提供し
ます。
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のんびり、ゆったり、ほがらかに。いつまでも

自分らしい生活のお手伝い。
あたたかい、安らぎの環境を

提供します。

喜びと生きがいを感じる生活

を創造します。

「愛されたい、尊敬されたい、

認められたい」という心を

大切にします。

まんてん施設長　山田一之
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塩津

　特別養護老人ホームまんてん塩津は、入居者の方々の生活を考えて
細部にこだわりを持って設計しました。
　専門のインテリアコーディネーターが生活導線に配慮し、心理学を
応用した癒しの住まいを作りました。あたたかく安心した気持ちで暮
らして頂けます。

充実の設備と心地よい環境。
心を癒し、毎日の生活に満足を。

　川のせせらぎを聞き、樹木の色の移り変わりを眺め、豊かな自然の
中で、いきいきと暮らしていただけます。庭も広く、四季折々を肌で感じ
られます。
　買い物や散歩に出かけ、地域との交流も深めながら、いつまでも自分ら
しく生活していく・・・そんな毎日を、一緒に生活しながら見守り支えます。

美しい自然とともに。
いきいきと生活していただけます。

注 

目

注 

目

注 

目

豊かな緑と清流に囲まれた

四季それぞれの景観の中で、

慣れ親しんだ家庭的な暮らしを提供します。

塩津
特別養護老人ホーム

なごやかに人が集う地域交流スペース

落ち着いた雰囲気のタタミ居室

落ち着けるスペースを随所に
つくっています。

　食事は生活において、大きな楽しみの一つです。食べたいものをみんなで
考えます。みんなとわきあいあいと作って食べる食卓は、格別です。グループ
ホームでは、食事の支度・調理・盛りつけ・片付けを共同で行います。

　特別養護老人ホームまんてん塩津は、耐震
性や防火性にも優れたツーバーフォー建築。
木の温かみを感じて生活していただけます。

　特別養護老人ホームまんてん塩津は、居室
以外全面床暖房を設置し、どこでも「はだし」
で生活していただける環境です。

「家」としてくつろいでいただけます。

グループホームの食事は、みんなの
食べたいものを話し合って決めます。

滋賀県で初めて、木造耐火構造の
ツーバイフォー（2X4）工法

はだしで生活できる環境

「家」のようにあったかな空間。
地域との交流も深めながら、

くつろぎの環境で暮らしませんか？ 

　お散歩にも一緒に出か
けます。自律した生 活を
送っていただけるよう、お
手伝いします。

スタッフ A

グループホーム （認知症対応型共同生活介護）

ほんわかサロン （共用型認知症デイサービス）

ほんわかサロン 共用型認知症デイサービス

　ご自宅から通いながら、入浴・食事・各
種介護・機能訓練(予防介護)・レクリエー
ションなどのサービスを提供します。

グループホーム 認知症対応型共同生活介護

女性にうれしい
美容室コーナー

おふろはゆとりと
機能性を兼ね
揃えています
※家庭的な一般浴そうも
　あります。

やっぱり落ち着く和室

明るく心和むリビングダイニング

家としてお使いいただける居室

自慢の座敷風呂

１階

２階

暖かくお迎えする玄関ホール

手作りの味を大切にする調理室

和の雰囲気に
調和した
ユニット玄関

離れ

母屋

落ちついた色合いの
リビングダイニング

和の趣のある玄関ホール
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まごころケア 居宅介護支援事業所

ほんわかサロン 認知症デイサービス

まごころホーム 小規模多機能型居宅介護

　家庭的な雰囲気で、どなたでもほっこり安心してご利用いただ
けます。安心安全に配慮したゆとりの空間と設備で利用者の皆さ
まをお迎えいたします。
　併設の「まごころケア」では各種介護相談を受け付けており、
状態に合わせた適切なサービスをご利用いただけます。

癒しと、喜びと、ふれあい。地域に密着した
さまざまなサービスをご提供させていただきます。

小谷

　わきあいあいとしてい
て、家庭的な雰囲気です。
是非、一度見学にお越し下
さい。

　私たちまんてんのスタッフは防災対策はもちろん、いざというときの救命救急講習も定期
的におこなっています。
　また、技能訓練を行い、専門職員がさまざまなトラブルを未然に防げるよう対処している
ほか、専門職員を複数配置し、入居者さまご家族さまにいつでも安心をお届けきるよう備え
ています。

安心安全への取り組みについて

注 

目

新しくて、どこか懐かしい。
ほっとくつろげる空間を
提供しています。

家庭的なサロン

「家」らしい設計の居室

畳敷きのお風呂は温泉気分

畳敷きのまごころのお風呂

充実の設備の特別浴室

みんなで集える憩いの場

１階

２階

ショートステイにも使える宿泊室

和室でゆったり

なごやかに人が集まるダイニング

　介護でお悩みのことはありませんか？
ケアプランのご相談窓口はこちら。

　ご自宅から通いながら、入浴・食事・各
種介護・機能訓練(予防介護)・レクリエー
ションなどのサービスを提供し認知症の
方の心身の状態を穏やかに保ちます。

通い
（デイサービス）

泊まり
（ショートステイ）

訪問
（ホームヘルプ）

まごころ ホームまんてん小谷

　認知症の進行を穏やかにし、
いつまでも自分らしい生活を
送れるように支援します。

懐かしい雰囲気の玄関

スタッフ B

グループホーム 認知症対応型共同生活介護

　まごころホームは、在宅サービス
の心強いの味方。通い・訪問・泊まり
のサービスを、包括的に提供いたし
ます。
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けます。安心安全に配慮したゆとりの空間と設備で利用者の皆さ
まをお迎えいたします。
　併設の「まごころケア」では各種介護相談を受け付けており、
状態に合わせた適切なサービスをご利用いただけます。

癒しと、喜びと、ふれあい。地域に密着した
さまざまなサービスをご提供させていただきます。

小谷

　わきあいあいとしてい
て、家庭的な雰囲気です。
是非、一度見学にお越し下
さい。

　私たちまんてんのスタッフは防災対策はもちろん、いざというときの救命救急講習も定期
的におこなっています。
　また、技能訓練を行い、専門職員がさまざまなトラブルを未然に防げるよう対処している
ほか、専門職員を複数配置し、入居者さまご家族さまにいつでも安心をお届けきるよう備え
ています。

安心安全への取り組みについて

注 

目

新しくて、どこか懐かしい。
ほっとくつろげる空間を
提供しています。

家庭的なサロン

「家」らしい設計の居室

畳敷きのお風呂は温泉気分

畳敷きのまごころのお風呂

充実の設備の特別浴室

みんなで集える憩いの場

１階

２階

ショートステイにも使える宿泊室

和室でゆったり

なごやかに人が集まるダイニング

　介護でお悩みのことはありませんか？
ケアプランのご相談窓口はこちら。

　ご自宅から通いながら、入浴・食事・各
種介護・機能訓練(予防介護)・レクリエー
ションなどのサービスを提供し認知症の
方の心身の状態を穏やかに保ちます。

通い
（デイサービス）

泊まり
（ショートステイ）

訪問
（ホームヘルプ）

まごころ ホームまんてん小谷

　認知症の進行を穏やかにし、
いつまでも自分らしい生活を
送れるように支援します。

懐かしい雰囲気の玄関

スタッフ B

グループホーム 認知症対応型共同生活介護

　まごころホームは、在宅サービス
の心強いの味方。通い・訪問・泊まり
のサービスを、包括的に提供いたし
ます。



☎0749-88-8031

〒529-0704
滋賀県長浜市西浅井町塩津中 1123 番地

（特別養護老人ホームまんてん塩津内）

URL: http://manten.swo-shinai.org

社会福祉法人　信愛

社会福祉法人　信愛
法人本部事務局

のんびり、ゆったり、ほがらかに。
いつまでも自分らしい生活のお手伝い。
のんびり、ゆったり、ほがらかに。
いつまでも自分らしい生活のお手伝い。

塩津

小谷

グループホーム 認知症対応型共同生活介護

特別養護老人ホーム 地域密着型介護老人福祉施設

まごころホーム 小規模多機能型居宅介護

「家」のようにあったかな空間。
地域との交流も深めながら、
くつろぎの環境で過ごしませんか？ 

「家」のようにあったかな空間。
地域との交流も深めながら、
くつろぎの環境で過ごしませんか？ 

ほんわかサロン 認知症デイサービス

まごころケア 居宅介護支援事業所
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特別養護老人ホーム

〒529-0704 
長浜市小谷郡上町562番地
メールアドレス：manten-odani@swo-shinai.org

〒529-0704 長浜市西浅井町塩津中270番地
メールアドレス：manten-shiotsu@swo-shinai.org

〒529-0704 長浜市西浅井町塩津中1123番地
メールアドレス：manten-tokuyou@swo-shinai.org




