
農福事業を進化し、

更なる付加価値を創造する

住まいを核とした

包括的本物ケアシステムを提供

新たな情報通信技術やテクノロジーに挑戦し

顧客ベネフィットを追求

健康長寿社会の実現に向けた

専門性の向上

健康で豊かな食生活の実現を

栄養×リハビリの視点から

イチゴのハウス栽培がスタート！

障害者の参画や地域おこしの場へ
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謹賀新年　明けましておめでとうございます。

ご利用者様やご家族様をはじめ、地域の皆様方と共に新たな年を迎えられますことは、

日頃より皆様からの温かいご支援ご指導の賜物と心より感謝申し上げます。

本年が皆様にとって実り多く、健康で幸せな一年となりますよう心からお祈りいたします。

さて、昨年は長引く新型コロナウィルスによる社会機能の回復の遅れに加え、

ウクライナ危機、円安ドル高による物価高騰が経済に大きく影響を及ぼした一年でした。

私たちの事業環境も大変厳しい状況が続いておりますが、本年は来たる

2024年度の医療、介護、障害福祉の保険制度の同時改定に向けた重要な年となります。

この改定が皆様の日常や未来を不安にするようなことが起こらないために

私たちは一事業者として情勢を注視し、皆様の声を届けて参ります。

また、昨年から私たち創心會グループは「未来ビジョン 2040」を掲げ、

2040年に向けた社会の変化や問題解決に向け、さらなる飛躍を目指しております。

この未来ビジョン（マップ）はご利用者様や関係者の皆様にご覧いただけるよう

グループ全ての事業所に昨年より掲示をしております。

未来社会を想像しながら、理想に向かって着実に一歩一歩進んでいくことの

楽しさを共に感じ合えれば素晴らしいのではないかと期待しております。

人生 100 年時代に向けた多くの社会課題に立ち向かうためには、

地域の皆様や関係機関の皆様との共生・共創は不可欠です。

今後もこのビジョンを忘れず、これまで培ってきた「技術」と皆様からの「信頼」を大切に、

新たな時代に向けた「変革」に挑戦し続け、より質の高いサービスを目指します。

本年も皆様から期待される存在となれますよう、一層の努力をして参ります。

今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

創心會グループ　代表　二神 雅一

The gate to the future.

SOUSHINKAI GROUP 2023
Make your dreams come true.

― 新 たな 一 歩を  照 らす 。 ―
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【岡山県倉敷市】

株式会社 創心會

創心会リハケアタウン 東館
〒710-1101 倉敷市茶屋町2104-1　TEL：086-420-1501
通所
訪問
訪問
相談
訪問

創心会リハビリ倶楽部 茶屋町
創心会訪問看護リハビリステーション
創心会ヘルパーステーション 倉敷
創心会居宅介護支援センター 倉敷
創心会生活環境プランニング

創心会リハケアタウン 北館
〒710-1101 倉敷市茶屋町1720-1　TEL：086-420-0024
通所
通所
通所
通所
泊まり

創心会五感リハビリ倶楽部 茶屋町
創心会百年煌倶楽部 茶屋町
創心会児童発達支援ルーム心歩 茶屋町
そうしんかいぽっ歩保育園
創心会ポジリハショート 茶屋町　TEL：086-420-0004

創心会リハケアタウン 本館
〒710-1101 倉敷市茶屋町2102-14　TEL：086-420-1500
住まい グループホーム心から　TEL：086-420-1500

1

【岡山県岡山市】

創心會 岡南地域リハビリケアセンター
〒702-8056 岡山市南区築港新町1-6-7　TEL：086-902-5171
通所
訪問
相談

創心会百年煌倶楽部 岡南
創心会訪問看護リハビリステーション 岡山 サテライト岡南
創心会居宅介護支援センター 岡南  

10

創心会五感リハビリ倶楽部 岡南
〒702-8025 岡山市南区浦安西町13-2　TEL：086-261-5600
通所 創心会五感リハビリ倶楽部 岡南

11

14

創心會 益野地域リハビリケアセンター
〒704-8173 岡山市東区可知3丁目17-53　TEL：086-944-6605
通所
通所
訪問
相談

創心会リハビリ倶楽部 益野
創心会五感リハビリ倶楽部 益野
創心会訪問看護リハビリステーション 岡山
創心会居宅介護支援センター 岡山

12

創心會 今地域リハビリケアセンター
〒700-0975 岡山市北区今3丁目25-22　TEL：086-242-4100
通所
相談

創心会リハビリ倶楽部 今
創心会居宅介護支援センター 吉備

13 就労準備型放課後等デイサービス TOIROAD+
〒700-0816 岡山市北区富田町1-9-17  富田町共同ビル1F（101）
TEL：086-231-5050
通所 TOIROAD+ 岡山校

15 創心会リハケアベース 大安寺
〒700-0966 岡山市北区日吉町14-3　TEL：086-254-2010
通所
泊まり
訪問 通所 泊まり
住まい

創心会リハビリ倶楽部 大安寺
創心会ポジリハショート 大安寺

創心会ナーシングベイ 大安寺
創心会アシストリビング 大安寺
創心会訪問看護リハビリステーション 大安寺

内科・リハビリ科・訪問診療・訪問リハビリテーション
〒710-1101 倉敷市茶屋町2102-1-1F （創心会リハケアタウン内）
TEL：086-428-9000

1

【岡山県瀬戸内市】

【広島県福山市】

【香川県高松市】

創心會 東備地域リハビリケアセンター
〒701-4221 瀬戸内市邑久町尾張105-2　TEL：0869-22-5303
通所
相談

創心会リハビリ倶楽部 邑久
創心会居宅介護支援センター 邑久

16

創心会五感リハビリ倶楽部 邑久
〒701-4222 瀬戸内市邑久町豊安50-1　TEL：0869-22-4567
通所 創心会五感リハビリ倶楽部 邑久

17

創心會 福山地域リハビリケアセンター
〒721-0955 福山市新涯町1丁目15-22　TEL：084-981-5605
通所
訪問
相談

創心会リハビリ倶楽部 新涯
創心会訪問看護リハビリステーション 福山
創心会居宅介護支援センター 福山

18

創心會 高松中央地域リハビリケアセンター
〒761-0303 香川県高松市六条町168-3　TEL：087-840-7735
通所
訪問

創心会リハビリ倶楽部 高松中央
創心会訪問看護リハビリステーション 高松中央

19

創心会メディケアセンター
〒710-1101 倉敷市茶屋町2102-1-2F　TEL：086-428-9100
通所 創心会元気デザイン倶楽部 茶屋町

株式会社 ハートスイッチ
新田事務所
〒710-0038 倉敷市新田2434-1
TEL：086-420-1600

1

2 ハートスイッチ 倉敷校
〒710-0055 倉敷市阿知1-7-2 倉敷シティプラザ西ビル702号の1
TEL：086-435-5400

3 ハートスイッチ 岡山校
〒700-0901 岡山市北区本町6番36号 第一セントラルビル5階
TEL：086-212-1100

4 ハートスイッチ 岡山南校
〒700-0953 岡山市南区西市96-4
TEL：086-246-1700

5 ハートスイッチ 東岡山校
〒703-8232 岡山市中区関437-1
TEL：086-208-6300

創心會 倉敷地域リハビリケアセンター
〒710-0834 倉敷市笹沖117番地　TEL：086-423-7088

創心会元気デザイン倶楽部
創心会五感リハビリ倶楽部
創心会リハビリ倶楽部 笹沖
創心会居宅介護支援センター 笹沖

3

通所
通所
通所
相談

創心會 児島地域リハビリケアセンター
〒711-0911 倉敷市児島小川8-1-8　TEL：086-474-8845

創心会リハビリ倶楽部 児島
創心会居宅介護支援センター 児島

2

通所
相談

創心會 水島地域リハビリケアセンター
〒712-8061 倉敷市神田2-1-46　TEL：086-447-8224

創心会リハビリ倶楽部 水島

6

通所

創心會 中洲地域リハビリケアセンター
〒710-0802 倉敷市水江1510-1　TEL：086-460-1122

創心会リハビリ倶楽部 中洲
創心会訪問看護リハビリステーション 中洲

5

通所
訪問

創心會 玉島地域リハビリケアセンター
〒710-0253 倉敷市新倉敷駅前5丁目208番地　TEL：086-523-0033

創心会リハビリ倶楽部 玉島
創心会五感リハビリ倶楽部 玉島

7

通所
通所

創心会児童発達支援ルーム 心歩（ココ・ア）
〒710-0842 倉敷市吉岡408-1　TEL：086-435-5080

創心会児童発達支援ルーム心歩 笹沖

4

通所

創心会元気デザイン倶楽部 総社
〒719-1131 総社市中央6丁目2-108　TEL：0866-90-3388

創心会元気デザイン倶楽部 総社

8

通所

社会福祉法人 創心福祉会
リハケアガーデン
〒710-0003 倉敷市平田855　TEL：086-430-4500

住まい
泊まり

百年煌倶楽部 平田
ぽっ歩保育園 平田
ポジリハショート 平田　TEL：086-430-4500
くらしき日和 平田　TEL：086-430-4500
居宅介護支援センター 平田

1

通所
通所

相談

農業事業部　　　農場（笠岡干拓地内）
農産加工事業部　第１工場（笠岡市十一番町11-46）

1

農産加工事業部　第２工場（岡山市南区片岡2468）2

合同会社 ど根性ファーム

リンクスライヴ 妹尾
〒701-0205 岡山市南区妹尾876番地14 メゾンことぶき１階　TEL：086-250-7780

1

リンクスライヴ 笠岡
〒714-0098 笠岡市十一番町11-54　TEL：0865-63-1800

2

リンクスライヴ 茶屋町
〒710-1101 倉敷市茶屋町2111-6　TEL：086-420-0700

3

株式会社 リンクスライヴ

本社事務所
〒710-0013 倉敷市中帯江98-5
TEL：086-428-7055

1

合同会社 連 そうしんクリニック茶屋町

【岡山県総社市】

創心會 笠岡地域リハビリケアセンター
〒714-0055 笠岡市生江浜826番地　TEL：0865-66-2101

創心会リハビリ倶楽部 笠岡
創心会訪問看護リハビリステーション サテライト笠岡
創心会居宅介護支援センター 笠岡

9

通所
訪問
相談

【岡山県笠岡市】

サービス拠点一覧と主な事業
創心會グループ 本社代表　〒710-1101 倉敷市茶屋町2102-14　TEL：086-420-1500 36拠点

83事業所
※2023年1月現在

訪問

診療所事業 （内科・リハビリ科・訪問診療・訪問リハビリテーション）

看護小規模多機能型居宅介護
サービス付き高齢者向け住宅

デイサービス事業
ショートステイ事業
グループホーム事業

介護福祉施設事業
福祉用具貸与・販売事業
介護リフォーム事業

小児訪問看護事業
児童発達支援事業
保育所事業

就労継続Ｂ型事業
就労継続Ａ型事業
就労移行支援事業
就労定着支援事業

農作物等生産事業
農作物等加工事業

教育・研修事業
人材紹介事業

コンサルテーション事業

放課後等
デイサービス事業

障害児相談支援事業 居宅介護支援事業

介護予防・日常生活
支援総合事業

0 12 18 40 60 100

生活支援事業
リサイクル事業
地域活動事業
福祉整理事業

重度訪問看護事業
障害者相談支援事業
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