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アクセス

グループ法人 協力医療機関

犬山中央病院
総合内科・

・

小児科・眼科・循環器内科・外科・リハビリテーション科・呼吸器内科・脳神経外科・
健康管理センター・消化器内科・整形外科・麻酔科・血液内科・泌尿器科・病理医・一般内科・
産婦人科・神経内科・皮膚科・糖尿病･内分泌内科

精神科 ・眼科・皮膚科

・耳鼻いんこう科
毎月1回、犬山白寿苑にリハビリの先生が来苑されます

正翔会クリニック江南
内科・ ・循環器内科呼吸器内科
犬山白寿苑の嘱託医（利用者さまの健康管理）をして頂いています。

北ノ門歯科
犬山白寿苑へ、往診に来て頂いています

犬山病院
精神科･神経科･内科･循環器科・消化器科･皮膚科･歯科
毎月2回、犬山白寿苑に認知症の治療に来て頂いています

学校法人 平山学園

清林館高等学校

〒496-0805
愛知県津島市本町5丁目2番地
TEL （0567）28-3010（代）

）代（0158-42）7650（ XAF
URL  http://www.seirinkan.ed.jp/

オーストラリア学校法人

ヒルズ学園

P. O. BOX 1, JIMBOOMBA, 
QLD AUSTRALIA 4280
TEL 07-5546-0667
FAX 07-5547-9661
URL ヒルズ学園日本事務局
　　  http://www.seirinkan.ed.jp/hills/
　　  ヒルズ学園オーストラリア本部
　　  http://www.hills.qld.edu.au/

社会福祉法人  白寿苑
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交通案内
●名鉄小牧線
　「楽田駅」下車
　タクシーで約5分



沿革
昭和56年  7月
昭和57年  4月
平成  2年  4月
平成  4年12月
平成  9年  4月
平成12年  4月

厚生大臣より社会福祉法人「白寿苑」の設立許可
特別養護老人ホーム犬山白寿苑50床開設（愛知県下で5番目の民間施設）
ショートステイ専用居室4床増設
天皇陛下による優良民間社会福祉事業施設に贈られる「御下賜金」を拝受
訪問入浴サービス事業（犬山市より受託）開始
介護保険制度施行開始
　特別養護老人ホーム犬山白寿苑（介護老人福祉施設）指定認可
　犬山白寿苑短期入所生活介護事業所（短期入所生活介護）指定認可
　犬山白寿苑訪問入浴介護事業所（訪問入浴介護）指定認可
　犬山白寿苑居宅介護支援事業所（居宅介護支援）新規開設

平成14年  4月

平成18年  4月
平成19年  3月
平成19年  4月

既存施設増床工事完了（既存部：濫觴館、増床部：尚歯館）
　特別養護老人ホーム犬山白寿苑30床増床、同指定認可
　犬山白寿苑短期入所生活介護事業所10床増床、同指定認可
　犬山白寿苑訪問入浴介護事業所
　デイサービスセンター犬山白寿苑（通所介護）新規開設（15名）
　在宅介護支援センター犬山白寿苑（犬山市より受託）新規開設
地域包括支援センター楽田地区サブセンター（犬山市より受託）新規開設
犬山白寿苑訪問入浴介護事業所閉鎖
特別養護老人ホーム犬山白寿苑50床増床、同指定認可
デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（18名）

緑あふれる環境の中で人のやさしさに和み、木の温もりに癒され、草花から四季を感じ、

心が癒される暮らしが白寿苑にはあります。

平成20年 4月
　　　　10月
平成21年 6月
平成22年 1月
平成23年 1月
平成23年 4月

デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（20名）
福利厚生施設の開設（長野県木曽町）
沖縄特別養護老人ホーム本部園との交流事業開始（交換研修）
デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（25名）
寿孝館ショートステイ床9床増床
デイサービスセンター犬山白寿苑定員変更（27名）



サービス内容

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
日常生活において、常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な方の
介護をさせて頂きます。大縣神社に隣接し緑豊かな環境と専門職員の
サポートにより、癒されながらゆったりと安心した暮らしをすることができます。
入苑をご希望される方は、犬山白寿苑までご相談ください。

居宅介護支援事業 

5名のケアマネージャーが、介護が必要となった方やその
ご家族さまと共に、在宅での生活サポートプランを
作成致します。
住み慣れた町で自分らしい生活を継続していくため、
公共の地域支援サービスや福祉サービス（デイサービス、
ショートステイ、訪問介護、福祉用具 etc）の紹介や
利用手続きをさせていただきます。
介護で悩んだら、いつでもお気軽にご相談ください。

短期入所生活介護事業（ショートステイ）
ご家族さまの休養、病気などで一時的に介護が困難になった時など
短期間、ご家族さまに代わって、日常生活上のお世話をさせて頂きます。
また環境が変化することでご利用者さまの気分もリフレッシュされます。
病状が安定され、かつ要支援、要介護認定を受けられている方は
是非ご利用ください。

高齢者あんしん相談センター
（楽田地区サブセンター）

通所介護サービス(デイサービスセンター)
デイサービスの１日の始まりは喫茶タイムから。
ここは「人とのふれあい」が楽しめる空間です。
「入浴」や「機能訓練」などの設備も充実しており、１日を快適に
お過ごしいただけます。

　白寿苑は昭和57年の開設以来、「敬愛」の精神をモットーに県内5番目の特別養護老人ホーム
（ナーシングホーム）として多くの高齢者の方々と共に歩んで参りました。
30年の歴史と社会福祉法人としての公的責任のもとこれからもご利用者さまの安全を
第一とし、笑顔で始まり、笑顔で過ごす１日を大切に考え、ご利用者さまの気持ちがわかる、
気持ちが伝わる介護をモットーとしてみなさまと歩んで行きます。

I  N  U  Y  A  M  A  　 H  A  K  U  J  Y  U  E  N

みなさまで美味しく楽しくお食事をして頂きます。
バイキング食・選択食・行事食・お誕生日にリクエスト
食など食事を楽しめる暮らしがあります。

栄養バランスを考えた、四季を感じる旬な食材を
活かしたお食事で利用者さまの元気を応援します。
飲み込みが困難な方には、凍結含浸食材を利用し、
ソフト食よりも形・色・風味・栄養に配慮しています。

7名の看護スタッフにより、常に利用者さまのお身体の
変化に対応いたします。

気の合う仲間と食べる食事は格別なものです。
味付けはもちろんの事、偏食やアレルギーなど
ご利用者さまの状態に合わせた食事もご用意致しま
すのでいつでもお申し付けください。

足を伸ばして「あ～!ごくらく、ごくらく」
“白寿の湯”はみなさんに快適な時間を提供致します。
車いすの方にも安心してご利用できる浴槽も
ご用意しています。

車いす対応ができる専用の車もご用意しています。
送迎もスタッフが行っているので、ご要望をお受けしたり、
その日のご様子をお知らせしますのでご家族さまも
安心です。「おはようございます」から「ありがとうご
ざいました」まで“笑顔”で対応いたします。

みなさま大好きなお風呂は安全を考え、しっかりと
サポートします。さまざまな特殊浴槽によりお体が
不自由な方も安心して入浴頂けます。

木を基調にした快適なお部屋をご用意しております。
冬は床暖房のクリーンな暖気で心地良くお過ごし
頂けます。

健康管理をしっかりと行い利用者さまの日々の
生活をサポート致します。



建物配置図及び各館の名称由来

周辺環境

犬山城 犬山成田山大縣神社 明治村

　3館共通のコンセプトは「人に優しい快適な環境」です。全ての館において壁に無垢の木材を使用し、

床暖房を完備いたしました。

「木」は消臭効果と共に、空気浄化作用、湿度調整作用、断熱効果により快適な環境を保ってくれます。

また、床暖房は環境的に最もクリーンであり、足下から伝わる暖気は何とも心地の良いものです。 

是非この快適さをご体感ください。

近隣には、多くの名所があり、すぐお隣の大縣神社様へは、初詣・梅祭り・普段のお散歩コースとして参拝させていただいて
おります。お正月や豊年祭の際には大縣神社様より鏡餅や御神酒・炊き込みご飯等を頂戴し、ご利用者さまとお祝いをさせて
いただいております。

犬山白寿苑での日々

N

じゅ こう かん

寿考館

しょう し かん

尚歯館

らんしょうかん

濫觴館

「尚」は尊ぶ。「歯」は年齢。
高齢者を尊び、長寿をお祝いする意味
として用いられます。

尚歯館 しょうしかん

平成14年4月開所

特養（多床室）・・・定員26名
ショートステイ（多床室）・・・定員14名
デイサービス・・・定員27名

「寿考」は長寿の意。
当館でお暮らしになる方々に
末永く大いなる幸福を得られる
よう命名しました。

寿考館 じゅこうかん

平成19年4月開所

特養 ユニット型（個室）・・・定員50名
ショートステイ ユニット型（個室）・・・定員9名

「濫」は浮かべる。「觴」は盃。
大河も最初は盃を浮かべられるくらい
細い流れであった。
そのことから「起源」の意味として
用いられます。

昭和57年4月開所

特養（多床室）・・・定員54名

濫觴館 らんしょうかん

尾張国開拓の祖神である大縣神社。
春には山の斜面を利用した梅が咲き
乱れ梅祭りも催されます。

室町時代の 1537年に建てられた
国宝犬山城。天守閣は現存する日本
最古の様式です。春と秋にある
祭りも必見です。

明治時代の建物等を移築・復元し、
当時の歴史や文化を今日に伝る
野外博物館。激動の明治時代を
見て体験出来るスポットです。

犬山成田山は千葉県成田市の大本山
成田山新勝寺の別院です。中部地区
最大の不動尊霊場。

受付

餅つき 節　分 書　道 花　見

菜　園 花　壇 芋掘り 健康チェック

流しそうめん 物故者法要 七　夕 盆踊り

敬老の日 運動会 旅　行 クリスマス
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