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老人ホームと近隣地域の協力で「改元もちつき大会」を開催!! 

平成最後の日の 4 月 30 日に地域の多世代交流の場として「改元もちつき大会」を開催し、 

令和初日の 5 月 1 日には紅白もち入りの「改元ぜんざいの振舞い会」も実施します。 

 

福岡市を中心に介護事業所を運営するウィズグループ（本社：福岡市中央区大名、代表：前川

政雄）は、4月 30日（火）10時から介護付有料老人ホーム『生活俱楽部ウィズ長丘』（福岡市南

区長丘）駐車場にて「改元もちつき大会」と題した改元お祝いイベントを開催します。続いて翌

5月 1日（水）15時からデイサービス『ウィズランド博多』（福岡市博多区奈良屋町）にて「改

元ぜんざいの振舞い会」を実施し、改元 2日間にわたって地域の多世代交流の場づくりを図りま

す。 

 

① 「改元もちつき大会」は…老人ホーム入居者とその家族をはじめ、近隣地域の自治会や子ど

もたち、介護事業者、福岡大学アメリカンフットボール部など、多世代の参加者が集まる予

定です。また、オーストリア菓子「サイラー」のパン販売や唐揚げ・フランクフルトなど軽

食類のブース出店も予定し、弊社社員の「WITHチンドン隊」と共に会場を盛り上げます。 

② 「改元ぜんざいの振舞い会」は…デイサービス『ウィズランド博多』を中心に実施し、近隣

地域の一般来場者へ 100杯限定でぜんざいの振舞いを予定しています。その他、福岡市内に

ある 11事業所でも利用者とその家族にぜんざいの振舞いを実施します。 

 

ウィズグループは 26ヵ所の事業所を運営していて、グループ全体の利用者数は現在 739人で

す。改元を迎えるにあたり多数の利用者の長寿のお祝いと敬意の表明を込めた催しとして、今回

の改元お祝いイベントを企画しました。新元号発表を皮切りに他の事業所でも「元号ツリー」な

どを作成していて、5月末まで展示予定です。 

 

◎日時場所：①平成 31年 4月 30日（火）10:00～15:00……「改元もちつき大会」 

       生活倶楽部ウィズ長丘 （福岡市南区長丘 3－24－20 駐車場内） 

②令和 元年 5月 1日（水）15:00～ …………「改元ぜんざいの振舞い会」 

ウィズランド博多   （福岡市博多区奈良屋町 8-19 1F） 

 

添付資料(a) 「改元もちつき大会」告知チラシ：1部 

添付資料(b) ウィズグループ改元お祝いイベント実施概要：1部 

添付資料(c) 開催場所の事業所資料：各 1部 

このリリース情報は当社ホームページからも

ダウンロードできます 

https://www.with-g.com/ 
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「下長尾」バス停下車、徒歩約10分

「長丘3丁目」バス停下車、徒歩約10分
西鉄バス

平成　　年　　月　　日　　   10:00 ～ 15:0031 4 30 火

祝

～平成から令和に向かって～

生活倶楽部ウィズ長丘　駐車場生活倶楽部ウィズ長丘　駐車場
平成最後の日に餅つきをして、縁起物として
令和最初の日にお餅を食べませんか？？

会場ではお餅だけではなく、出張屋台での軽食の
販売や振る舞いを実施します。
ぜひ、お祭り感覚でお気軽にお立ち寄りください！！

【お問い合わせ】
担当：前川　TEL:090-4564-4080

（ 雨 天 決 行 ）

添付資料（a）



添付資料（b） 

【 ウィズグループ 改元お祝いイベント 実施概要 】 

 ウィズグループでは、改元を機にご利用者のみなさまへの敬意の表明とさらなる健康

長寿を願って、改元お祝いイベントを実施します。ご利用者のみなさまとご家族・地域の

方々、職員も一緒になって改元を迎えられる喜びを共有し、メモリアルで楽しい催しを実

施することで、思い出づくりや活力づくりの一助となれることを目指しています。 

 

4 月 3１日（月）……新元号発表の日 ※開催済み 

大判貼り絵の「元号ツリー」完成セレモニー 

・日時：4月 1 日（月） 14：00～ 

          ・場所：生活倶楽部ウィズ長丘Ⅲ 玄関ホール 

（福岡市南区長丘 3－4－13） 

※5 月末まで展示しています。 

 

4 月 30 日（火）……退位の日・平成最後の日 

           改元もちつき大会 

          ・日時：４月 30 日（火） 10：00～15：00 

          ・場所：生活倶楽部ウィズ長丘 駐車場 

              （福岡市南区長丘３－２４－２０） 

          ・振舞い（紅白餅・かしわおにぎり・甘酒） 

          ・出店ブース（「SAILER」オーストリア菓子とパン・唐揚げ・ 

フランクフルト・ソフトドリンク・クッキー） 

 

5 月 31 日（水）……即位の日・改元の日 

改元お祝いランチ会 ＋ 改元ぜんざいの振舞い会 

          ・日時：５月１日（水） 12：00～15：30 

          ・場所：ウィズランド博多(福岡市博多区奈良屋町８－１９)  

他、福岡市内の介護事業所 11 ヵ所 

◎改元お祝いランチ会 12：00～ 

             事業所ごとに「お祝い膳」か「バイキング形式」で実施。 

               ◎改元ぜんざいの振舞い会 15：00～ 

                ご利用者のみなさまと「改元ぜんざい」のおやつでもお祝い。 

                また、「ウィズランド博多」では近隣の方へ 100 杯限定で振舞い予定。 



入居一時金

一括償却金 日割償却金

450,000円【5年償却】150,000円

求めるものは、自分らしい暮らしです。

入居料金
■ご利用料金

154,500円（+消費税）月
額

家賃、食費、光熱費、管理費、その他寝具、リネン、
日常衣料洗濯費込み［理美容代、オムツ代、日用消耗品、
その他嗜好品等は、別途自己負担］　
*介護保険自己負担分が、別途必要となります。

600,000円【入居申込金3万円】

【特記事項】※入居一時金の75％を対象として、5年（60ヶ月）で日割均等償却。入居申込金は一時金に充当させていただきます。
　　　　　　 ※入居一時金償却期間内（５年以内）において退居の場合は、残額が返金となります。

本社／〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号西鉄赤坂ビル10F
電話／092-712-0306（代）　ファックス／092-712-0318 https://www.with-g.com/入居に関する

お問い合わせ ウィズグループ

添付資料（c）



いきいきと充実した
毎日のために、
アットホームな
環境をご提供。

入居定員

協力医療機関・専門機関

福西会病院、福岡大学病院（医学部精神内科）、
前田歯科クリニック、たけとみクリニック

施設概要

施設名称
施設種類

建物概要
介護居室
建物設備

開設年月

／ 生活倶楽部ウィズ長丘
／ 介護付有料老人ホーム
　 （利用選択方式）
　 介護保険事業所番号：4071101051
／ 鉄筋造3階建・敷地1,053㎡・延床1,576㎡
　 45室・全室個室、面積13.8㎡～14.55㎡
／ 冷暖房完備・エレベーター、身障者仕様トイレ・談話室
　 ・食堂（多目的ホール）・介護浴室・リハビリ室・ゲスト
　 ルーム・健康管理室
／ 平成15年3月

入居対象

要支援・要介護（1～5）

入居定員

名　（1人部屋／45室）45
入居申し込みに関する注意事項

入居申し込みの際には、申込書類一式と印鑑、入居申込金3万円が必要です。
入居申込金は入居一時金に充当させていただきます。
［解約の場合］お申し込み後8日以内であれば、申込金は全額返金いたし
ます。なお、お申し込み後、9日を経過した場合の返金はありません。

交通のご案内

「下長尾」バス停下車、徒歩約10分
「長丘3丁目」バス停下車、徒歩約10分

西鉄バス

メンタルケア、リハビリテーション、法律相談、税金相談、ファイナンシャル
関係、保険関係、ケアタクシー



本社／〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号西鉄赤坂ビル10F
電話／092-712-0306（代）　ファックス／092-712-0318

http://www.ncs-net.org/

介護保険事業所番号 4 0 7 0 9 0 2 2 3 6

■サービス内容

◆保険外（自費）サービス◆お泊り◆延長サービス
◆外出・通院などの介護職員同行サポート◆洗濯
サービス◆買い物代行・買い物発注代行サービス
◆自費デイサービス

■交通のご案内

●地下鉄箱崎線「呉服町」駅下車 徒歩約10分
●西鉄バス「蔵本」バス停下車 徒歩約5分

介護保険事業所番号 4070902236
TEL （092）283-5320 / FAX （092）283-5325

〒812-0023
福岡市博多区奈良屋町8-19 1住所
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至 博多駅→

博多の情緒ある街並みで触れあえる健康ランド
看護師等による、血圧・脈拍・
体温などの測定、体調のチェ
ックをいたします。
日常生活に関するご相談やア
ドバイスをいたします。
足腰をきたえ、もの忘れを予
防する訓練を行います。
外出行事などレクリエーショ
ンや、趣味を活かした文化活
動も充実しています。

一日のスケジュール例

10:00～　デイ到着・健康チェック
10:30～　個別機能訓練・入浴
11:45～　口腔体操
12:00～　昼食
13:00～　個別機能訓練・入浴
14:00～　レクリエーション
15:00～　おやつタイム
15:30～　帰宅準備・デイ出発

大浴場＆個室浴
ゆったりとした気分で入れる温泉大浴場と個室浴を完備しております。
“煌きの湯”というラジウム温泉です。安全に配慮した造りとなっております。

ラジウム温泉（大浴場） 個室浴場

昼食代 … 500円 食事料金の上限定額制
（税込、おやつ代込） （6回以上利用で上限3,000円）

食事に
ついて

機能訓練機器について
充実した機能訓練機器を揃えております。下記以外にも赤外線マイクロ、マッ
サージチェア、ハーフスパ（半身浴機器）等もございます。

レッグプレス（下肢筋力向上） 有酸素リカンベント ウォーターベッド

ご希望日に合わせ、3回まで無料体験が出来ます。
様々なイベントや曜日毎のサービスを体験頂けます。
※体験時の食事代無料

体験利用
について

■営業日・営業時間

●営  業  日：月～日（年中無休）
●営業時間：9:00～18:00

■サービス提供範囲

●福岡市内及びその近郊

■定員数

●1日 30名

ウィズグループ
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