
吉備中央町内の社会福祉法人が
『吉備中央町社会福祉法人連絡協議会』（愛称：吉備中央町ほっと！コネクション！！）を設立しました。

これは、みなさんが住み慣れた地域でいきいきと暮らせるように、各法人が、
連携・協力して、地域の福祉課題に対応していこうというものです。

一つの事業所ではできないことも、町内の社会福祉法人が協力することで、様々な支援の輪を広げていきます。
このパンフレットは、各法人が所有している貸出し備品や相談窓口等を掲載しています。

地域でのイベントや、福祉に関する悩みごとなどが
ありましたら、気軽にご相談ください。

愛称は『吉備中央町ほっと!コネクション!!』です。

「みんな、ほっとかんけいよ～」を合言葉に、
町民の方と「温かい関係でいたい」という思いを込めています。

吉備中央町社会福祉法人連絡協議会
（事務局：吉備中央町社会福祉協議会内）

TEL 0866-54-1818　FAX 0866-54-1908

地域貢献パンフレット
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● 福祉に関する悩みごとや困りごとは私たちにご相談ください。専門職員がみなさんの相談をお受けいたします。
法人名及び連絡先 相談項目 対応職員 相談内容等

社会福祉法人 アミカル きびハイツ
TEL.0866-56-6677

相談支援 生活相談員 入所相談

介護サービス相談 居宅ケアマネジャー 在宅福祉サービス相談

社会福祉法人 吉備健生会
吉備高原賀陽荘

TEL.0866-54-1290

介護サービス相談 介護支援専門員 介護サービスの説明や紹介、利用
健康・医療 看護師 家庭でできる健康管理
リハビリ・レクリエーション 機能訓練指導員 認知症予防の頭や体の運動など
介護全般 介護福祉士 排泄・食事・入浴など介護方法について
介護食の工夫 管理栄養士 栄養やカロリー、調理方法など
社会福祉制度について 社会福祉士 社会福祉制度に関すること

社会福祉法人 まこと会
かもがわ荘

TEL.0867-34-0034

成年後見制度 社会福祉士 成年後見制度の説明、紹介、利用など
入浴サービスの利用相談 生活相談員 介護保険外サービスによる入浴サービス
サロン支援 各専門職員 サロンの運営サポートや講義・レクリエーションなど
介護サービス相談 介護支援専門員 当法人内外サービスの説明や紹介、利用
災害時中の相談 生活相談員 災害時中の緊急避難や物資の相談
手助けサポート相談 各専門職員 付き添いや買い物サポートなど

社会福祉法人 吉備の里
TEL.0866-56-8216 療育、地域生活等 相談支援専門員 障害児・者が利用できる制度、サービスなどの相談

社会福祉法人 千寿福祉会
吉備高原清和荘

TEL.0866-55-6000
障害者支援

サービス管理責任者 通所支援・生活介護

相談生活支援員 施設入所・日中一時支援

社会福祉法人 加茂双葉会
にこにこふたばこども園

TEL.0867-34-1145
子育て相談 保育教諭 子育てについての悩み相談

社会福祉法人 吉備中央町
社会福祉協議会

TEL.0866-54-1818

福祉制度の相談支援 社会福祉士 成年後見制度など福祉制度の説明や利用支援など
介護サービス相談 介護支援専門員 介護サービスの説明や紹介、利用
介護全般 介護福祉士 排泄・食事・入浴など介護方法について
健康・医療 看護師 家庭でできる健康管理
介護食の工夫 管理栄養士 栄養やカロリー、調理方法など

会員 社会福祉法人 （順不同）

吉備健生会 吉備高原賀陽荘吉備健生会 吉備高原賀陽荘
0866-54-12900866-54-1290（上竹 753）（上竹 753）高齢加茂双葉会 にこにこふたばこども園加茂双葉会 にこにこふたばこども園

0867-34-11450867-34-1145（下加茂 1892）（下加茂 1892）児童アミカル きびハイツアミカル きびハイツ
0866-56-66770866-56-6677（上野1883-5）（上野1883-5）高齢

豊野助正会 みのり園豊野助正会 みのり園
0866-54-10280866-54-1028（豊野399）（豊野399）児童千寿福祉会 吉備高原清和荘千寿福祉会 吉備高原清和荘

0866-55-60000866-55-6000（北 975-1）（北 975-1）
障害
高齢

吉備の里吉備の里
0866-56-82160866-56-8216（上野2320-10）（上野2320-10）障害

吉備中央町社会福祉協議会吉備中央町社会福祉協議会
0866-54-18180866-54-1818（竹荘 541）（竹荘 541）社協ももたろう会 吉備高原総合福祉センターももたろう会 吉備高原総合福祉センター

0866-56-97110866-56-9711（吉川7531）（吉川7531）
高齢
障害

まこと会 かもがわ荘まこと会 かもがわ荘
0867-34-00340867-34-0034（上加茂 517-3）（上加茂 517-3）高齢



法人名及び連絡先 物品名等 数量 規格内容等

社会福祉法人 吉備中央町
社会福祉協議会

TEL.0866-54-1818

スロットボール 1 ゲートボール用のスティックとボールでスロット台の１
～５点の穴をねらうゲーム

漢字パズル 4「へん」と「つくり」の組み合わせで漢字を完成させ
るパズル

オセロゲーム 1 お馴染み「オセロゲーム」の大型版

フォーティーワン 23 穴に刺した棒を動かして、挟んだ棒を抜いていくパ
ズルゲーム

神経衰弱 1 裏に向けたカードを２枚をめくって、同じ図柄を当て
るゲームのフェルト版

豆つかみゲーム 2 豆に見立てたプラスチックの人形を箸でつかんで運
ぶゲーム

唱歌カルタ 4 ＣＤの曲を聴きながら、歌詞を連想し、情景と歌い
出しの頭文字のカルタを見つけるゲーム

１．２．３ゲーム 6 ４×４の盤に２人交互に１．２．３のカードを順番に起
き、３つ並べたら勝つゲーム

ビンゴゲーム 1 ビンゴゲームの際使用する、数字を導き出す機械
歌本 25 ５５曲の童謡が掲載された歌本
だるま落とし 1 お馴染み「だるま落とし」の大型版
輪投げ 2 ３×３本（１点～９点）の盤と輪のセット
カプラ 15 フランス生まれの軽い板でできた積み木
サイコロボックス 1 サイコロ型のボックス
ダーツ 1 電子式ダーツの的と矢のセット

ジェンガ 2 長方形のパーツを崩さないように積み上げていく
ゲーム

スマイルシャッフルボード 1 円盤ディスクを滑らせてマット上の得点エリアに入れ
て得点を競うゲーム

ターゲットゲーム 1 的をめがけて投球して得点を競うゲーム
ストライクボーリング 1 ピン・ボール・ピンガードが木製のボーリングセット
ビッグかんたん将棋 1 持ちやすいスポンジ製の大きな駒の将棋セット

新日本トランプ 1 旬の果物や野菜などを絵柄にした季節感を楽しめる
トランプ

四字熟語合わせ 1 ２枚のカードを合わせて四字熟語を作るゲーム

ことわざ漢字カルタ 3 読まれた句をヒントにそれに合う漢字カルタを当てる
ゲーム

防災カードゲーム 6 カードゲームを通して防災についての知識や避難用
具の必要性を知り「防災意識」を高めるゲーム

カラオケセット 1 TVとカラオケ機器
車いす 18 自走用、介助用
点字盤 20
高齢者疑似体験セット 9
妊婦体験セット 1
白杖 10
福祉車両 3 車いす仕様車 ( リフトタイプ）
介護ベッド 1
テント 2

法人名及び連絡先 物品名等 数量 規格内容等

社会福祉法人アミカル
きびハイツ

TEL.0866-56-6677

わたがし機 1 100 Ｖ
もちつきセット うす２基、きね８本、取り板１枚
屋外イベントテント 5
トランシーバー インカム 6 ヘッドマイクセットあり
ポータブル放送ユニット 1 100 Ｖ
駐車場 42
地域交流ホール 1 集会など　16.5 ｍ× 8.5 ｍ／ 146㎡
介護施設の職場体験 機械浴、食事介助など
リハビリ機器体験 ６種類のパワーリハビリ機器の体験（日曜日）

社会福祉法人 吉備健生会
吉備高原賀陽荘

TEL.0866-54-1290

長机 8
パイプいす 60
テント 2 × 3 間
石臼杵 1
会議室 32.7㎡（モニター画面、プロジェクターあり）

社会福祉法人 まこと会
かもがわ荘

TEL.0867-34-0034

車いす 3 自走用２台、リクライニング１台
カラオケ機器 1
わたがし機 1
かき氷機 1 業務用（製氷機等で作る氷を使用）
冷茶器 2
プロジェクター一式 1 置き型スクリーン付
テント 2 うち一基は 360 度横幕付き
大型音響セット 1 スピーカー２個、アンプ１個
会議室 1
レクリエーション用品 多数

社会福祉法人
ももたろう会
吉備高原総合福祉センター

TEL.0866-56-9711

フライングディスク
ストラックアウト 1 レクリエーション物品

車いす 3 自走用
会議机 10
会議用いす 30
ステージ台 9

社会福祉法人 吉備の里
TEL.0866-56-8216

けん引式車いす補助装置 1 前輪を持ち上げて引く、けん引式車いす補助装置
折りたたみいす 50 スチール製
折りたたみテーブル 5 幅 1800㎜×高さ 700㎜
運動会用具 一式 綱引き綱、玉入れ、ハチマキ、ゼッケン
テント 2 ２間×３間（3.5 ｍ× 5.3 ｍ）

社会福祉法人 豊野助正会
みのり園

TEL.0866-54-1028

テント 2 かんたんテント　6 ｍ× 3 ｍ
折りたたみテーブル（座卓タイプ） 20 幅 1800㎜×奥行 450㎜×高さ 330㎜
長いす 25 幅 1200㎜×奥行 250㎜×高さ 300㎜

社会福祉法人 加茂双葉会
にこにこふたばこども園

TEL.0867-34-1145
エプロンシアター 視覚教材

● 施設で所有している備品や会議室です。地域のイベント等でご利用いただけます。
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リハビリ・レクリエーション 機能訓練指導員 認知症予防の頭や体の運動など
介護全般 介護福祉士 排泄・食事・入浴など介護方法について
介護食の工夫 管理栄養士 栄養やカロリー、調理方法など
社会福祉制度について 社会福祉士 社会福祉制度に関すること

社会福祉法人 まこと会
かもがわ荘

TEL.0867-34-0034

成年後見制度 社会福祉士 成年後見制度の説明、紹介、利用など
入浴サービスの利用相談 生活相談員 介護保険外サービスによる入浴サービス
サロン支援 各専門職員 サロンの運営サポートや講義・レクリエーションなど
介護サービス相談 介護支援専門員 当法人内外サービスの説明や紹介、利用
災害時中の相談 生活相談員 災害時中の緊急避難や物資の相談
手助けサポート相談 各専門職員 付き添いや買い物サポートなど

社会福祉法人 吉備の里
TEL.0866-56-8216 療育、地域生活等 相談支援専門員 障害児・者が利用できる制度、サービスなどの相談

社会福祉法人 千寿福祉会
吉備高原清和荘

TEL.0866-55-6000
障害者支援

サービス管理責任者 通所支援・生活介護

相談生活支援員 施設入所・日中一時支援

社会福祉法人 加茂双葉会
にこにこふたばこども園

TEL.0867-34-1145
子育て相談 保育教諭 子育てについての悩み相談

社会福祉法人 吉備中央町
社会福祉協議会

TEL.0866-54-1818

福祉制度の相談支援 社会福祉士 成年後見制度など福祉制度の説明や利用支援など
介護サービス相談 介護支援専門員 介護サービスの説明や紹介、利用
介護全般 介護福祉士 排泄・食事・入浴など介護方法について
健康・医療 看護師 家庭でできる健康管理
介護食の工夫 管理栄養士 栄養やカロリー、調理方法など

会員 社会福祉法人 （順不同）

吉備健生会 吉備高原賀陽荘吉備健生会 吉備高原賀陽荘
0866-54-12900866-54-1290（上竹 753）（上竹 753）高齢加茂双葉会 にこにこふたばこども園加茂双葉会 にこにこふたばこども園

0867-34-11450867-34-1145（下加茂 1892）（下加茂 1892）児童アミカル きびハイツアミカル きびハイツ
0866-56-66770866-56-6677（上野1883-5）（上野1883-5）高齢

豊野助正会 みのり園豊野助正会 みのり園
0866-54-10280866-54-1028（豊野399）（豊野399）児童千寿福祉会 吉備高原清和荘千寿福祉会 吉備高原清和荘

0866-55-60000866-55-6000（北 975-1）（北 975-1）
障害
高齢

吉備の里吉備の里
0866-56-82160866-56-8216（上野2320-10）（上野2320-10）障害

吉備中央町社会福祉協議会吉備中央町社会福祉協議会
0866-54-18180866-54-1818（竹荘 541）（竹荘 541）社協ももたろう会 吉備高原総合福祉センターももたろう会 吉備高原総合福祉センター

0866-56-97110866-56-9711（吉川7531）（吉川7531）
高齢
障害

まこと会 かもがわ荘まこと会 かもがわ荘
0867-34-00340867-34-0034（上加茂 517-3）（上加茂 517-3）高齢


