
   新　聞
  　84/06/18 朝日新聞　論壇　尹基
                           「在日韓国人老人ホーム建設を」　
     87/05/24 朝日新聞「在日朝鮮人孤独の死」
     00/06/25 クリスチャン新聞　
                           「故郷の家 エルシオン・チャペル」
     01/01/01 東京新聞　田内緑　インタビュー
                           「触れ合えば人はつながる」
     01/10/01 産経新聞　日本人の足跡　６回連載
                     　　「木浦の母　田内千鶴子」
     02/02/03 朝日新聞　女たちの地球物語
                　 　　 「田内緑さん」
　 10/08/29 朝日新聞　第2回｢自由都市・堺
　　　　　          平和貢献賞」
    12/11/18 クリスチャン新聞「世界孤児の日請願」

   テレビ
     92/02/09 日本テレビ系「知ってるつもり？！」
                           「田内千鶴子さんの生涯」
     99/08/10 ＮＨＫ　ＢＳ1 「我が子は3700人」
     09/01/29 KBSテレビ第15回KBS海外同胞賞
    12/11/10  CGNTV「田内千鶴子生誕100周年」
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その人らしさを大切に

たくさんの楽しみ

４つの心配をなくします

①生活の心配　ご飯を作ったり、掃除をしたり、

    　　　　　　　　　　　洗濯をしたりと言ういろいろな心配が無くなります。

②身体の心配　身体が弱くなっても、医師や看護士の

    　　　　　　　　　　　医療サービスがあり、身体の心配がなくなります。

③精神的心配　子供や嫁に気を使う心配がなくなります。

④言葉の心配　韓国,日本両方のスタッフがお世話します。

「故郷の家」には

ほっとするぬくもりがあり、

ともに生きる喜びがあります

余生をすこやかに…
「故郷の家｣の福祉サービス

①相    談

②食    事

③入    浴

④排    泄

⑤機能訓練

⑥健康管理

⑦その他自立への支援

日韓国交回復３０周年記念

終戦５０周年記念

日本の大衆文化韓国解禁

第１号許可作品

海をわたる風　くりた陸　著
講談社　390円+税
漫画になった田内緑共生園

愛の黙示録　　田内基　著　
映画「愛の黙示録」を世界におくる会
1,500円　
映画「愛の黙示録」の原作本。

風のとおる道　尹基　著　
中央法規出版　1,800円＋税　
「故郷の家」ができるまでの
人間模様を描く。

故郷の家の人々　
こころの家族の本　非売品　
故郷の家を作った人々、支えた人々の
10年の歳月に亘る物語。

私もまた孤児だった　田内文枝　著
クリスチャン新聞　500円+税　　
田内文枝の木浦共生園での活動。
第５回あかし文学賞受賞作品。

真珠の詩　　森山諭　著
1,500円　(税込）
三浦綾子女史の序文より・・・
孤児たちのために生涯を捧げた
大きな愛。

羊がいっぴき　田内文枝　著
800円+税
二百人の子どもの母になった若い日本人女性。
第三回読売女性ヒューマン・ドキュメ
ンタリー大賞受賞。

世界でもっとも大切なものは愛
尹基　著
500円+税

愛の黙示録（ＤＶＤ）
3,000円
映画「愛の黙示録」に
４カ国語（日・韓・英・
スペイン語）の字幕

DVD、ビデオ、図書の
ご購入は事務局まで
℡ 072-271-0884

夢・自立・文化

□在日コリアンや日本の高齢者、障害者の方が、

　故郷に近い環境の中で、安心して余生を過ごせ

　る老人ホームをつくり、運営します。

□未来を担う子どもたちが、夢と希望を持って

    成長できるよう、その自立を支援します。

□私たちの未来を安心して託せる福祉人材を

    育成します。

□市民の福祉のこころを育て、地域社会と世界の

　平和につないでいきます。

目　　的

理　　念

　子どもや高齢者、障害者の「こころの家族」とな

り、その福祉ニーズに応えるプログラムの開発、

支援を行います。

　国境、民族、文化を越えて、共に生きる心豊か

な社会の構築に寄与し、市民による国際協力の

芽を育てる福祉文化の創造を目指します。

地域の人々のこころの輪をつなぎ、ともに地域社会のこころ豊かな発展へ…

　
　　

　　　
　　和気あいあい

　
　　

　 　　違
いとちがいをつなぎ

　　
　　　　　　 ともに生きる喜びへ

　　
　　　　　　老いのわびしさから

　１９９５年

1997年　日本映画批評家アジア親善作品賞
1997年　日本カトリック映画賞
1996年　山路ふみ子映画賞
1996年　厚生大臣賞
　　　　　（児童福祉文化賞）

友　情

多彩なプログラム

キムチと梅干

おんどるとたたみ

アリランと演歌

ハングルと日本語

魂の安息　　　　  

・在日韓国老人ホーム作る会
・故郷の家づくり 　堺、神戸、京都、東京…

・ホームヘルパー養成講座
・国際社会福祉研修
・国際社会福祉セミナー、シンポジウム
・海外児童の支援

・映画「愛の黙示緑」を世界に送る会
・こころの家族の本出版
・イベント事業
・地域交流コリア・ジャパンデイ開催
・会報「こころの家族｣発行

福祉施設づくり（故郷づくり)

福祉人材づくり（人づくり)

福祉文化づくり

活     動

福祉市民づくり

福祉基金づくり

福祉教会づくり

・日韓こころの交流
・国連｢世界孤児の日」制定推進事業支援
・ボランティア育成

・ 「故郷の家｣10ヶ所作り

・故郷の家ｴﾙｼｵﾝ・チャペル
・地域社会宣教

映画「愛の黙示録」
韓国孤児の母　田内千鶴子の生涯　

こころの家族の本 主な新聞記事とテレビ番組

特別記念事業
・田内千鶴子記念事業

｢故郷の家」(大阪府堺市)のホール



と
も

に生き
る喜

び

地域社会をつなげる…　　｢故郷の家｣の福祉事業

① 介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム
　　お年寄り一人ひとりの健康状態に応じて、食事、入浴、身の
　　回りの介護サービスやリハビリテーションなど、快適な日常
　　生活を支援します。

② 短期入所生活介護　ショートステイ
　　家族介護のサポート。必要な時にご利用いただけます。

　　ご利用の期間については、ご本人、ご家族のご希望に合わせ
　　てご相談に応じます。特養と同じサービスを提供します。

③ 通所介護　デイサービス　
　　生活及び運動意欲の低下、家庭での閉じこもり防止のために、
　　種々のサービスが受けられます。
　　ご自宅までお迎えに行き、日帰りで、入浴、食事などのサー
　　ビスを提供します。

④ ケアプランセンター
　　ご本人及びご家族と相談のうえ、介護サービス計画を作成し
　　ます。サービス提供する在宅サービスの事業者との連絡･調整
　　を行います。また、必要に応じて施設の紹介なども行います。

⑤ 在宅介護支援センター
　　ねたきりや認知症の高齢者などの介護について、24時間総合
　　的な相談に応じています。また必要に応じて各種サービスが
　　受けられるよう関係機関と調整しています。

⑥ 老人居宅介護等事業　ヘルパー派遣事業
　　ホームヘルパー(訪問介護員)がご自宅を訪問し、入浴、排泄、
　　食事、清掃など、身の回りのお世話を行います。

⑦ 故郷の家診療所
　　お年寄りたちの日々健やかに過せるよう一人ひとりの健康管
　　理を行います。

⑧ 介護職員初任者研修
　　急速に進む高齢化社会の多様なニーズに応えていくために、
　　専門性を持つ介護人材を養成します。

⑨ 軽費老人ホーム/都市型軽費老人ホーム
　　家族の援助が困難で、自立した日常生活に不安があるお年寄

　　りに食事、入浴、相談など、社会生活上の便宜を提供します。

FAMILY OF HEART

役員　

こころ豊かで明るい地域社会を作る          

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　　　　　　　　　老後に生きる喜びを与える

                           (ユン 　キ)
理 事 長 尹　　基（ソーシャルワーカー）

副理事長 河　幹夫（日本心身障害児協会島田療育センター　理事長）

常務理事 田内　緑（社会福祉士・サウスカロライナ大学院社会福祉修士）

執行理事 田内文枝（同志社大学社会福祉専攻・ケアマネージャ）

執行理事 多胡元喜（いのちのことば社 名誉会長）
             (キム　キジュ)

理    事 金　基周（学校法人 白頭学院 常任顧問）

          原田憲治（衆議院議員）

          鈴木正穂（社福 若葉会障がい者支援施設わかば 理事長） 

          杣　浩二（株式会社サンビルダー 会長） 

          米田眞理子（有限会社イーストレイク 代表）

社会福祉法人「こころの家族」「故郷の家｣ネットワーク

①故郷の家（堺市）

②介護サポートセンター
　　故郷の家・大阪

③故郷の家・神戸

1989年　増築1996年

〒590-0142大阪府堺市南区

　　　　　　　　　　　檜尾3360-12

TEL：072-271-0881
FAX：072-271-5474
定員：特養80人、ショート10人、デイ20人 

1994年

〒544-0005大阪市生野区中川2-4-26

TEL：06-6753-6580
FAX：06-6753-6552
定員：デイ25人 

2001年

〒653-0022神戸市長田区

                東尻池町7-4-21

TEL：078-651-1555
FAX：078-651-1115
定員：特養58人、ショート12人、デイ30人

④真野デイサービスセンター　2001年

〒653-0022神戸市長田区東尻池町6-3-19

TEL：078-685-3341
FAX：078-685-3343
定員：デイ15人

⑤故郷の家・京都　　　　

2009年

〒601-8023京都市南区東九条

　　　　　　　　　　　南松ノ木町47

TEL：075-691-4448
FAX：075-691-4424
定員：特養100人、ショート20人、

　　　　　ケアハウス40人、デイ9人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1口の金額
A)愛の寄付金：自由な金額
B)賛助会員：月1千円（年1万2千円）
C)留学生支援：月5千円（年６万円）
D)１％会員：（所得、売上、祝儀、遺産、感謝）
E)1坪会員：35万円（堺）、45万円（神戸）、
　　 　　　　  　　100万円（東京、大阪）
F)建設会員：100万円
G)名誉会員：1千万円　
H)功労会員：1億円      　

社会福祉法人

こころの家族

郵便振替口座

00940-0-329280

1984年　韓国共生福祉財団の尹基会長が在日韓国
                老人ホームを提唱（朝日新聞論壇)
1985年　在日韓国老人ホームを作る会発足
1988年　社会福祉法人「こころの家族｣認可
1989年　大阪府堺に特別養護老人ホーム
　　　　　  「故郷の家｣開設
1994年　大阪市生野区に故郷の家デイサービスセン
                 ター、在宅介護支援センターを開設
1996年　故郷の家増築(50から80床へ)、デイサービ
                 スと在宅介護支援センター開設
2001年　特別養護老人ホーム「故郷の家・神戸｣開設
                 神戸市立「真野デイサービスセンター｣受託運営
2009年　特別養護老人ホーム「故郷の家・京都｣開設
2016年　特別養護老人ホーム「故郷の家・東京」開設

こころの家族の歩み

（2021年7月20日現在）

 　　　　　　　　　　　　　　　　

阿部志郎（社福 横須賀基督教社会館 会長）
井手之上 優（大阪府社会福祉協議会 会長）
 (キム　ウジャク)

金　有作（更生保護法人京都保護育成会 理事長）

小西孝蔵（国際NGOワールドビジョンジャパン 理事長）

左藤浩子（元大谷高等学校 講師）

炭谷　茂（社福 恩賜財団済生会 理事長）
(チェ　クムプン)

崔　金粉（在日韓国民団中央本部 顧問）
(チョン　ジョンジャ)

鄭　貞子（株式会社 スポーツ寿苑 代表取締役社長）

橋本正明（公財 社会福祉振興・試験センター 理事長）

長谷川冴子（一般財団法人全日本合唱連盟 副理事長）

水上洋一郎（社福 さぽうと21 監事）

⑥故郷の家・東京　　　　

2016年

〒135-0043東京都江東区塩浜1-4-48

TEL：03-3644-0555
FAX：03-3644-0556
定員：特養98人、ショート12人、

　　　　　ケアハウス30人､都市型軽費老人ホーム8人 

park20210820yt

韓国ソウル 　〒04158　韓国ソウル特別市麻浦区麻浦大路53
事務所　　　　　　　　   　　　麻浦trapalaceA棟2307号
　　 　　　　　　 　TEL 02-704-4011　FAX 02-704-4015

法 人 本 部　 〒590-0142大阪府堺市南区檜尾3360-12
                  TEL：072-271-0881　FAX：072-271-5474
 　　　　　　　　　   Ｅメール：kazoku@kokorono.or.jp  
　　　　　　　   　　 ホームページ：http://www.kokorono.or.jp　
東京事務所　 〒135-0043東京都江東区塩浜1-4-48　

                  TEL：03-3644-0555　FAX：03-3644-0556
　　　　　　　　　  　　Ｅメール：tokyo@kokorono.or.jp  

温かい心がつくる 「故郷の家｣

評 議 員

評議員 選任・解任委員会委員

辻　　　寛　元兵庫県社会福祉協議会 会長
高原　幸男　(財)大阪クリスチャンセンター 常任理事
黒田　研二　西九州大学看護学部 教授
池田　利昭　社会福祉法人こころの家族 監事
土井　康晴　社会福祉法人こころの家族 法人参与

委員長


