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社会福祉法人

　聖母の騎士会は昭和41年8月

16日設立認可され、その事業は佐

賀県の要請によって昭和42年4月

1日、特別養護老人ホーム「ロザリオ

の園」の開園に始まりました。

　その後は時代や地域の要望に応

えながらキリスト教の愛と奉仕の理

念に基づき、すべての人の幸福を願

い、特に心身にさまざまの障害をも

った方々のため、また養護や保育を

必要とする児童や幼児のため、それ

ぞれの目的に応じた多様な福祉施

設を設立してまいりました。

　現在、佐賀県・大分県を中心に施

設を設置経営し、利用者それぞれの

状態に応じた介護・保育・養護・医療・

育成・学習・作業指導など多様なサ

ービスを提供いたしております。

　利用者が個人の尊厳を保持しつ

つ、心身ともに健やかに守られ、育

成され、またその能力に応じ、自立し

た日常生活を地域社会において営

むことができるようにと日々努力い

たしております。

■ 設立の目的

■ 基本理念

「カトリック的人類愛の精神」で社会福祉のために
各種の事業を展開しています。

現在、佐賀県と大分県に施設があり、どの施設も自然に恵まれた心地よい
環境で、ご利用の方々にご満足していただいています。

１．カトリックの愛と奉仕の精神で、一人ひとりの
　 いのちを大切にし、すべての人の幸福を願う。

１．キリストの母マリアの心で、心身において助けを
　 必要としている人々のかたわらに寄り添う。
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■ 設立の目的

児童福祉法および児童憲章に則り、適切な家庭環境、養育
環境に恵まれない児童を入所させ、キリスト教的人間観、
社会観に基づきこれを養護し、将来正常な自立、自活の社
会生活ができる素地を養成することを目的とします。

事業内容

●児童養護施設

大自然の中で、強い体と優しい心を育みます。

●運営方針

●主な年間行事
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入学祝い、園内研修会

子供の日、たこやき会

幼児社会見学、父の日

ボランティア活動

園内研修会、海水浴

バーベキュー、大掃除

そうめん流し、納涼大会

月見

バス旅行、ボランティア活動

七五三、オリエンテーリング

大掃除、餅つき

クリスマスの集い

百人一首カルタ会、新年会

節分、豆まき、開設記念日

ひな祭り、卒業祝い

クリスマス会のキャンドルサービス

今日も一日お守り下さい
とお祈りを唱えています。

大きい魚釣れるか楽しみだね。

・ JR西唐津駅より呼子町まで車で30分
　(国道204号線)
・ 呼子町から馬渡島まで船で45分
　(呼子港-馬渡島行き)
・ 馬渡島漁港より車で5分

適切な衣食住の提供と生活環境の整備を
めざします。
児童の自立と社会に貢献できる人間の育
成をめざします。
職員の資質と生活の向上をめざし、児童の
処遇に俊敏に対応ができるよう、たえず知
識や技術の習得につとめ、社会福祉事業へ
の熱意を新たにします。
地域社会に理解と協力を得ながら「開かれ
た施設」運営に努め、地域福祉の増進をめ
ざします。
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行　事　名月

SEIBONO KISHIKAI

児童福祉法および児童憲章に則り、適切な家庭環境、養育
環境に恵まれない児童を入所させ、キリスト教的人間観、
社会観に基づきこれを養護し、将来正常な自立、自活の社
会生活ができる素地を養成することを目的とします。

seiboen@netfour.ne.jpE-メール

児童養護施設

聖　母　園
〒847-0405　佐賀県唐津市鎮西町馬渡島1638

TEL 0955-82-9009　FAX 0955-82-9795
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●保育理念

●保　育　所

事業内容

カトリックの精神を基礎に、神と人に対する感謝の心を持
ち、乳幼児の心の豊かさに重きを置き、相手を思いやり
大切にする心を持つ。

モットー : やさしさ  素直な心  生きる力

やさしさ、素直な心、生きる力。

・ JR西唐津駅より車で20分
　(国道204号線)
・ 殿の浦バス停より徒歩で15分

●主な年間行事
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入園の集い

聖母賛美、親子バス旅行

綱引き

プール開き、七夕まつり

夏祭り、カレー作り(年長)

運動会、交通安全教室

園外保育

芋掘り、七五三祝い

クリスマス遊戯会、クリスマス会

お茶会(年長と保護者)・

カルタ会

節分・お菓子作り(年長)・

お店屋さんごっこ

ひな祭り、お別れ遠足

お別れ会、卒園式

アクセス

プール、最高、きもちいい!!一時預かり保育

ヨイサー、がんばれ、綱引き

先生のお話をよく聞いて

ひとつ大きくなりました

交通安全教室

名護屋大橋

●
鎮西町支所
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殿の浦愛児園

玄界灘

加部島

●呼子カトリック教会

●
ひばりが丘公園

●呼子中学校

204

＊一時預かり保育
＊子育て支援・エンジェルひろば

特別事業

毎月、第2・第4水曜日にエンジェル

ひろばを開いています。

(午前10時～11時)

親子参加型の子育て広場で、製作

や運動遊びなどを行っています。

マーチングや和太鼓演奏、体育教室を通して、心と体を鍛えます。
お茶(茶道)、お習字を取り入れ、『静』の時間の大切さを知らせます。
自然との触れ合いの中で、豊かな感性を育みます。
食育を行い、自分の健康を守り豊かな食生活を送る能力を育てます。

園の特色

行　事　名月

SEIBONO KISHIKAI

カトリックの精神を基礎に、神と人に対する感謝の心を持
ち、乳幼児の心の豊かさに重きを置き、相手を思いやり
大切にする心を持つ。

モットー : やさしさ  素直な心  生きる力

http://www.tononouraaijien.jp/ホームページ

tononoura-s@seibonokishikai.or.jpE-メール

保　育　所

殿の浦愛児園
〒847-0304　佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦1837-1

TEL 0955-82-2932　FAX 0955-82-2945
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事業内容■ 設立の目的
<施設障害福祉サービス>
●指定障害者支援施設(施設入所支援、生活介護)
<障害福祉サービス>
●共同生活援助事業(グループホーム) ●短期入所事業
<地域生活支援事業>
●地域活動支援センター　●日中一時支援事業

カトリックの愛と奉仕の精神と障害者総合支援法(福祉関係の法

律)に基づいて利用者一人ひとりを大切にして生きがいをもって

楽しく過ごせる活動と安心して暮らせる生活を提供することを

目的とする。

利用者の誰もが尊重され、人として尊厳をもって生きて自立、自

己実現ができるように最善を尽くす。

SEIBONO KISHIKAI

カトリックの愛と奉仕の精神と障害者総合支援法(福祉関係の法

律)に基づいて利用者一人ひとりを大切にして生きがいをもって

楽しく過ごせる活動と安心して暮らせる生活を提供することを

目的とする。

利用者の誰もが尊重され、人として尊厳をもって生きて自立、自

己実現ができるように最善を尽くす。

障がい者支援施設

潔き聖母の家
〒875-0211　大分県臼杵市野津町大字都原3590-1

TEL 0974-32-7060　FAX 0974-32-7061
http://www9.ocn.ne.jp/̃k-seibo/ホームページ

seibo.ki@theia.ocn.ne.jpE-メール

●支援方針

お茶摘み(日中活動) もちつき  気合いが入ります

園庭の桜の木の下で

いろんな所へ出かけます、
今日はボーリング大会!

サンタさんのプレゼントに
満面の笑顔

利用者の自己選択・自己決定を大切にし、生
きがいと安心できる生活を提供し、いろんな
ことにトライし、諸活動を取り入れ地域生活
が豊かになるよう支援する。その為に生活介
護支援・施設入所支援・共同生活援助事業(グ
ループホーム)・地域活動支援センター・短期
入所・日中一時支援の福祉サービスを権利擁
護の基、個々に応じた支援を提供する。

・ 大分駅(JR日豊線)より臼杵駅まで60分、
　臼杵駅よりバス(臼津交通三重町行)で30分、
　乙丸橋バス停で下車し徒歩2分
・ 大分駅(JR豊肥線)より犬飼駅まで30分、
　犬飼駅より車で10分
・ 大分市トキハデパート前よりバス(大分バス佐伯行)
　で60分、日当バス停で下車し徒歩10分
・ 大分自動車道・臼杵I.Cより車で20分(野津方面)
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●大成工業

恵の聖母の家●

マキシミリアノ園

ルルド丘

野津町
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潔き聖母の家

生きる喜びを分かち合う、愛の園マキシミリアの園 !

●主な年間行事
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行　事　名

お花見

家族ふれあい会・お茶摘み

ゆうあいスポーツ大会

ルルド祭

買い物

創立記念ミサ・夏の旅行

夏祭り　地域行事等参加

フライングディスク大会

秋の旅行

秋のふれあい会・卓球大会

クリスマス会・お餅つき

買い物

節分・豆まき

保護者会

※園外活動・地域イベント等に参加　随時

<施設障害福祉サービス>
●指定障害者支援施設(施設入所支援、生活介護)
<障害福祉サービス>
●共同生活援助事業(グループホーム) ●短期入所事業
<地域生活支援事業>
●地域活動支援センター　●日中一時支援事業








