特定医療法人社団順心会／社会福祉法人のじぎく福祉会 機関紙
順心病院居宅介護支援センター

http://www.junshin.or.jp/

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色390キクヤマンションⅡ-102
TEL（079）430-0211 FAX（079）430-0818

我々は医療と福祉の両分野で幅広く活動しています。
本部

順心会本部

総務・人事

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色497

経理

のじぎく福祉会本部
〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町二俣762-10
病院

順心病院

つばさ居宅介護支援センター幸生

TEL
（079）
430-0270

FAX
（079）
430-0271

TEL
（079）
430-0272

FAX
（079）
430-0273

〒６７１-２１３５姫路市夢前町塚本77-9
TEL（079）335-2578 FAX（079）335-1060

つばさ居宅介護支援センター宝殿

162床

ことぶき居宅介護支援センター

内科／循環器科／リハビリテーション科／放射線科／皮膚科
歯科（予約制）／もの忘れ外来（予約制）
【診療時間】 月〜土 午前9：00〜12：00 休診 日曜日、祝祭日

★通所リハビリテーション ■実施日

〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1
TEL（078）797-3987 FAX（078）797-3735

180床

津名白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）438-2200 FAX（079）438-6085

月〜土

■ご利用時間

1部
2部

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6
TEL（0799）62-7240 FAX（0799）62-7241

9：00〜12：15「送迎あり」
13：15〜16：30「送迎あり」

TEL.(079)438-9070

加西白寿苑居宅介護支援センター

加古川脳神経・認知リハビリテーション研究センター

〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1
TEL（0790）43-9800 FAX（0790）43-9801

TEL（079）451-8730 FAX（079）451-8731

津名病院

内科／呼吸器内科／消化器内科（内視鏡）／循環器内科／糖尿病内科／外科／整形外科／脳神経外科／皮膚科
放射線科／リハビリテーション科／歯科口腔外科

〒６５６-２１５６ 淡路市大町下66-1

こすもす園居宅介護支援センター

172床

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

津名白寿苑

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

のじぎくの里居宅介護支援センター

夢前白寿苑

月〜金／9：00〜17：00
月〜土／9：30〜15：55

土／9：00〜13：00
日・祝／休業

日・祝／休業

月〜金／8：45〜17：30
土／8：45〜13：00
月〜土・祝／9：00〜17：30
日／休業

日・祝／休業

100床

〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1 TEL（079）430-0033 FAX（079）430-0034

加西白寿苑

受付時間
デイケア営業時間

平日／9：00〜17：00
土／9：00〜13：00
平日・土／10：00〜16：30
日・祝／休業

日・祝／休業

50床

地域包括支援センターかこがわ北

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

平日／9：00〜17：30
土／9：00〜17：30
月〜土／9：30〜16：00
日・祝／休業

やすらぎ

100名
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-1
TEL（079）438-5770 FAX（079）438-5760

神戸長者町白寿苑

月〜土／8：30〜17：30
日・祝／休業
月〜土・祝／10：00〜16：00
日／休業

100床

100床

TEL（078）646-9890 FAX（078）646-9893

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

TEL（079）438-4565 FAX（079）430-5152

つばさ訪問看護ステーション宝殿
〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1

TEL（079）433-0901 FAX（079）433-0915

ことぶき訪問看護ステーション
〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1

18名
TEL（0799）60-1150 FAX（0799）60-1151

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑638-4

しらぎくの家

9名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1 TEL（079）430-0888 FAX（079）430-0888

しらゆりの家

9名
〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 TEL（0790）43-9804 FAX（0790）43-9804
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1651-10

のじぎくの里
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3

デイサービス営業時間

デイサービス営業時間

50名
TEL（079）247-9200 FAX（079）247-9201

月〜日／9：30〜16：00

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3

きぼう

50名
TEL（079）438-7770 FAX（079）438-7686

月〜日／10：00〜16：10

〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8

のじぎくの里

9名
TEL（079）247-9206 FAX（079）247-9201

院も裏の川が氾濫し浸水いたしました。あと数センチのところで、医療機器などは無事
でしたが、患者様には大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。また、幸生リ
ハビリテーション病院、高砂のむさしの里、のじぎくの里においても、大雨による被害

31名
むさしの里
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜751-1
TEL（079）247-8080 FAX（079）247-8070
自立支援センター

がでて、大変ご迷惑をおかけしましたが、どの
施設も職員一丸となり、迅速な対応のおかげ

幸生リハビリテーション病院
地域リハビリテーションセンター

で、被害を最小限にとどめることができ、翌日

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）438-9070 FAX（079）438-9071

には、通常通りの業務ができました。今後も、
非常時に、迅速かつ的確な対応ができるよう、

加古川市生活支援ハウス

10名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町59-1
TEL（079）430-0200 FAX（079）430-0201

気を引き締めて頑張りたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願い申しあげます。

高砂市生活支援ハウス

18名
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
TEL（079）247-9200 FAX（079）247-9201

理事長

栗原 英治

関西総合リハビリテーション専門学校
〒６５６-２１３２ 淡路市志筑新島7-4
TEL（0799）60-3600 FAX（0799）60-3610

大学

特別養護老人ホーム

こすもす園

18名
TEL（079）430-5030 FAX（079）430-5031

すこやか

学校

すずらんの家

心よりお見舞い申し上げます。9月21日通過しました台風15号により、当法人の津名病

生活支援ハウス

グループホーム

オリーブの家

TEL（078）797-3734 FAX（078）797-3735

リハビリテーション

訪問看護ステーション

つばさ訪問看護ステーション幸生

今年は、震災に続き、台風による甚大な被害が各地にでており、被災地の皆様には、

50名
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）62-7400 FAX（0799）62-7401
デイサービス営業時間 月〜土／10：00〜17：00 30名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町59-1
TEL（079）430-0200 FAX（079）430-0201

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

秋深まり、朝夕肌寒く感じられる今日この頃となりました。

津名やすらぎの里

TEL（079）247-9811 FAX（079）247-9815

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-1
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

日・祝／休業

6 7 福祉会
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〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-11
TEL（079）430-5560 FAX（079）430-5561

〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 TEL（0790）43-9800 FAX（0790）43-9801

高砂白寿苑

特別養護老人ホーム こすもす園 開設20周年

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1
TEL（078）646-9891 FAX（078）646-9892

100床

100床

4 KRCレポート／J-OPEN

8 施設一覧

ケアハウス

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

日／休業

経営基盤の安定

夢前白寿苑

神戸長者町白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）335-3320 FAX（079）335-1060

〒６７１-２１３５ 姫路市夢前町塚本77-9

加古川白寿苑

200床

TEL（0799）62-7200 FAX（0799）62-7201

2 3 特集

働きやすい職場環境

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
TEL（079）247-9210 FAX（079）247-9209

TEL（079）438-2999 FAX（079）430-5108

月〜土・祝／8：45〜17：30
日／8：45〜13：00
月〜金／9：30〜15：40
土・祝／9：30〜15：40

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

土／8：45〜13：00
日／休業

基本方針

5

大
地学
域包括

介護老人保健施設

白寿苑

月〜金／8：45〜17：30
月〜土／9：30〜15：30

地域に
信頼される施設

〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8
TEL（079）438-7774 FAX（079）438-7685

TEL（0799）62-7501 FAX（0799）62-7502

★ご案内 ●歯科口腔外科（月・水・金） ●カメラ（胃カメラ・大腸カメラ）緊急時以外は予約制となっております
★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

Vol.11

〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1
TEL（079）434-4028 FAX（079）434-4100

TEL（079）437-3555 FAX（079）437-6785

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

10

夢前白寿苑居宅介護支援センター

★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい

幸生リハビリテーション病院

2011

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）430-5117 FAX（079）430-5101

TEL（079）441-3775 FAX（079）441-3776

脳神経外科／外科／内科／小児科／胃腸科／循環器科／耳鼻咽喉科／整形外科／リハビリテーション科／放射線科
【診療時間】 午前9：00〜12：00 午後16：00〜19：00

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色115

居宅介護支援センター

URL

関西看護医療大学
〒６５６-２１３１ 淡路市志筑1456-4
TEL（0799）60-1200 FAX（0799）60-1201
E-mail: daigaku@kki.ac.jp
URL http://www.kki.ac.jp

順心会
http://www.junshin.or.jp/

のじぎく福祉会
E-mail:kohou@junshin.or.jp

http://www.nojigiku.or.jp

きぼう

園芸療法への取り組み

特集

田畑や山に囲まれた自然豊かな農村地域である夢前白寿

夢前白寿苑

苑では、苑の特色として園芸療法に取り組んでいます。
作業療法士、園芸療法士が中心となって2007年より3階
のベランダを利用して始めましたが、今では「夢ばたけ」
まで
広がっています。野菜や果物、花を育てる喜びは利用者様の

今回は施設紹介として姫路市夢前町にあります夢前白寿苑に

身体に染みついているもの、種まきや手入れは得意分野で

スポットをあてご紹介したいと思います。

す。屋内外を問わず植物を介した楽しい時間の中に運

夢前白寿苑は平成9年にオープンし14年目を迎える施設で

動機能や能力を高める活動が組み込まれ、
自然と笑顔
も増えていきました。

す。周りは山に囲まれ自然豊かな施設です。

収穫した野菜で調理活動、
レクリエーションとして

今年の5月には隣接にデイケア専用施設を増築し利用者様に

「スイカ割り」、写真はリハ室での調理活動の様子で、

も大変好評のようです。

ュー
ビ
タ
イン
師長
Ｑ. 看護師になろうと思ったきっか
けは何ですか？

自分の母親を早くに亡くしたのもあ
り、この業界を志すきっかけになりま
した。
看護師長

赤木あつ子 様

Ｑ. 夢前白寿苑の役割・特色につ
いてお聞かせください

老人保健施設の役割として在宅復帰と言われている
のですが、現実には年間に10名程度となかなか在宅に
帰れるケースが少ないのが現状です。
ただ、その中で利用者様に対して個別に対応ができ
るように入所から退所まで各職種が連携をして取り組ん
でいます。

Ｑ. 忙しい毎日の中で、ほっとするときはどんな
ときですか？

鍋バイキング！ほんとに美味しそう！収穫した野菜や果
物はご家族様やデイケアの利用者様にも大好評です。
ない筋トレをしています。汗を流して身体を動かしてい
るときはほっとしますし、その後帰って家でゆっくりし
ているときなどは癒されます。

さくら保育園との交流

新設されたデイケアの紹介
苑内にある「さ
くら保育園」の
園児たちの訪
問です。あまり
の か わ い さに
思わず笑みが
こぼれます。

Ｑ. 今後の取り組みや目標などを聞かせてください
利用者様に満足していただけるように、各職種がレ
ベルアップを目指し、新しいことに目を向け、常に向上
心を持ち続けられる職場を目指したいと思っています。

Ｑ. 最後に施設の入居者・ご利用者様にメッセージ
をお願いします
利用者様、家族様にこの施設に入所、通所してよか
ったと思ってもらえるように心掛け、いつでも気軽に話
ができる雰囲気で、また笑顔のある施設にと思ってい
ます。
何か相談等がありましたらいつでも、誰にでも声を
かけてくださいますようお願い致します。

広々とした室内は高い天井と木目調のぬくもり。西側
一面の広い窓が明るさと解放感あふれる空間を演出
してくれています。

デイケアでは季節の
イベントが目白押し。
お花見に素麺流し、七夕
祭り。

体力をつけるためにフィットネスクラブに通い無理の

自然を眺めながらの足浴
ここなら気軽に利用でき
ます。足のむくみもとれ
ると評判です。

「地域とのコミュニケーションの場・夢
前白寿苑」
を目指し、地域との共生に日々

エコ対策にゴーヤカーテン。
収穫したゴーヤは健康のため
ゴーヤ茶に！

自慢のヒノキ風呂です。
ヒノキの座りごごちが
抜群。
ゆったり座ることもでき
て安心です。

努力し温かい施設づくりに全職員が取り
組んでいます。
努力家の職員が多く、自己啓発に色々
な資格取得に実績を上げています。
常に平常心で業務に取り組む兼子大介
施設長と施設の頼れる父親役の田中文彦
事務長（前列右端）。施設長は昼食後の自

買い物ツアー！
これがかなり好評です！

転車こぎに悪戦苦闘！その甲斐あって今

結婚式?!

はダイエット成功！事務長も頑張っていま
す？？
今年の秋祭りは13名の職員が「南中ソ
ーラン」
にチャレンジしています。
みなさんぜひお立ち寄り下さい。
兼子大介施設長を囲んで（前列右から2番目）

きぼう

そしてなんと結婚式が・
・
・いえ利用者様が結婚する女子職
員をお祝いしてくれているのでした。バージンロードのよ
うに縦長に広いデイルームならではの演出です。

きぼう

特別養護老人ホーム

J-OPEN

こすもす 園

天候にも恵まれ、
まさに
「ゴルフ日和」の中、第
一回Ｊ−ＯＰＥＮが下記の通り開催されました。
第一回のチーム参加は、以下８チーム、栄誉あ
る第一回優勝チームは、
「関西総合リハビリテー
ション専門学校」でした。
関西総合リハビリテーション専門学校は、参加
メンバ6人中、個人戦でも上位１０位までに4名が
入賞するなど、チームキャプテンの指導の下か
なり練習を積んで臨んだそうです。

開 設20周年
特別養護老人ホームこすもす園は、
平成3年4月に開設し、
今年の4月で20周年を迎えました。

チームキャプテン 堀さんのコメント
「J-オープンの開催が決まった頃から、今回参加したメンバーと週に１度の
ペースで練習を重ねてきました。天候に恵まれた中、各メンバーが自己ベス
トに近いスコアで回ってきたおかげで、上記のとおり総合優勝をいただきま
した。
仕事とはまた違う、共通目標に部署の枠をこえ一丸になって取り組み、新
たな仲間意識も芽生え、以前よりもより良い職場環境に変化したように感じ
ております このような機会を与えてくださった法人に感謝しております。」
理事長もご挨拶の中で、
「ゴルフがこ
んなに楽しいものだとは思いませんで
した」とコメントされたように、本当に
楽しい一日になりました。表彰式では、
サプライズの理事長賞等々、スコア―
の良し悪しはともかく、最後まで楽し
く、無事に終わる事が出来ました。

「新たなスタートに向けて」
東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に対して謹んでお見舞い申し上げますとともに
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
特別養護老人ホームこすもす園は、平成3年４月26日に
【安心して過ごせる生活の場】
として開
園され、今年で20周年を迎えることができました。
施設周辺に植えられた桜の苗木も施設とともに成長し、春には見事な桜並木を作り出してく
特別養護老人ホーム こすもす園
施設長

林 己重子

れ時の流れを共有しているように感じます。
長い道程ではございましたが、
これもひとえに、地元の皆様やご家族様をはじめ関係機関の皆

様のご支援ご協力があってこそと深く感謝申し上げます。

レ ポ ート

また、
これまで当園の発展に貢献してくださった諸先輩の皆様方に敬意と感謝を申し上げます。今後も諸先輩方が培っ
てきた経験や技術を駆使し福祉施設の中枢となれるよう、職員一同頑張って参りたいと存じます。
新たなスタートにどうぞ皆様のご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

「２０年を振り返って」
20周年おめでとうございます。
8月7日夕刻にこすもす園の納涼祭に訪問した時、玄関の「祝20周年こすもす園」の垂れ幕を見
て、平成3年4月26日のオープンから20年が経ったんだなあと感慨無量でした。
私がのじぎく福祉会（当時 順心福祉会）
にお世話になったのは、
オープン前の4月上旬でした。
振り返ってみますと、四苦八苦しながらオープン準備をしたこと、
また多くの個性のある利用者
特別養護老人ホーム のじぎくの里
施設長

西向 悦子

との出会いやふれあい、夜中に幾度となく急変された方のため、施設に駆けつけたこと、そして
数知れない別れなど、様々なことが思い出されます。

この20年間、
こすもす園で多くのことを学ばせていただきました。それは、思いやりや優しい声かけ、気づき、忍耐の必

１）
日

時：平成23年9月23日
（金）
秋分の日
２）場
所：加西カントリークラブ
３）
コンペ形式：チーム対抗戦及び個人戦
・ 津名病院 A チーム
・ 津名病院 B チーム
・ 順心病院（本部含）
チーム
・ 加西白寿苑チーム
・ 津名白寿苑チーム
・ 白寿苑・高砂白寿苑混成チーム
・ 関西看護医療大学チーム
・ 関西総合リハビリテーションチーム

きぼう

要性、相手の立場になって物事を行い考えることなど数え切れません。
これらのことは、私の人生の財産になっています。
これからもこすもす園で培った大切な財産を今後の私の人生により一層生かしていきたいと思います。
こすもす園に
「ありがとう」
と感謝申し上げたいのと同時に、今後も益々こすもす園が地域に必要とされ、愛され、発展
を続ける施設であることを願っています。

「なが〜いお付き合いになるように」
こすもす園、創立20周年おめでとうございます。私は、平成7年6月に入社して以来、今年で16
年目になります。
その間、特養、
デイサービス、居宅を経験しております。特に心に残っているのは特養での先輩
職員の厳しくとも、
おもいやりのある指導でした。夜勤の時など不安な中にも先輩職員のお陰で
大事もなく過ごせた事です。
特別養護老人ホーム こすもす園
在宅課長

安田 明美

先輩職員が私に指導してくださった事を後輩の方にも引き継いでいこうと頑張っております。
今後こすもす園に何をすべきかと自問自答しております。
こすもす園の繁栄を願いながら・・・

きぼう

こすもす園

や す ら ぎ

玄関に植えたゴーヤと朝顔はすくすく育
ち、素敵なグリーンカーテンができまし
た。節電しながら心も癒されています。

夏祭り
「毎年恒例の納涼祭
を開催しました。本
格的な屋台も用意さ
れ賑やかに行われる
ので皆様楽しみにし
ておられます。」

20周年記念ヴァイオリンコンサート
「がんばれ日本！！ がんばろうやすらぎ！！」

特別養護老人ホーム

国際的に活躍されている川畠成
道さんをお迎えし、素晴らしい演
奏を披露していただきました。

今年の夏は「納涼祭」を始め、たく
さんのイベントが催されました。ボ
ランティア様来園もあり毎回大盛況
でした。「こすもす園20周年記念」
の素晴らしい夏祭りになりました。

全体納涼祭

のじぎくの里全体の行事として
納涼祭を行いました。たくさん
の利用者様に参加頂き、家族様
はもちろん地域住民の方やボラ
ンティアの方もご来園され、皆
がひとつになり楽しい一時を過
ごすことができました。

楽しい『音楽療法』の時間！！
いつもとは違った食事を食べま
した。 「とっても美味しかった
よ」と喜びの声をたくさん貰い
ました。初めてのバイキング方
式だった利用者様もおられたの
で、 とても満足した時間を過
ごせました。

月に2回、先生が来られ色々な楽
器を直接触りながら懐かしいメ
ロディを中心に身体を動かして
います。皆様が一体となりひと
つの音楽を演奏するので、終わ
った後には皆様とても朗らかな
表情になられています。

ランチバイキング！！

ケアハウス

社会福祉法人のじぎく福祉会基本理念

のじぎくの里

地域との連携の下︑利用者様本位の福祉サービス
の提供と介護予防等在宅生活の支援に努め︑
地域福祉の向上に資することを目標とします︒

のじぎくの里

福祉会のペ�ジ

緑のカーテン

ケアハウス

津名やすらぎの里
夏まつり

みんなで収穫祭
みんなで楽しく踊りました
関西リハ専門学
校生の研究協力

中庭でこんな立派なゴーヤー
とミニトマトとかぼちゃが収
穫できました（＾о＾）

ときの会による三味線披露

障害者支援施設

自立支援センターむさしの里
8月20日恒例の「納涼祭」を開催
しました。養護学校の子どもさ
んもたくさん来ていただきまし
た。催し物も恒例の「フラダン
ス」や「盆踊り」等のほか職員に
よる「よさこい」も初披露されま
した。利用者にも参加いただき、
喜んでいただきました。今回初
めて「ヨーヨー釣り」を企画しま
したが、子どもさんより大人に
好評で足りなくなりました。

す こ や か

きぼう

したが、皆様いかがお過ごしでしょうか。読者の皆様がお健やかに過ごされることをお祈りいたします。

おやつレク

職員の余興で、迫力のある
よさこい踊り、ソーラン節
を楽しんでもらいました。
発

暑い夏が過ぎ、紅葉彩る季節が近づいて参りました。毎日暑い日が続いたうえに、今年は台風の勢力も強く大変で

近隣の婦人会より踊りと、
コーラスを披露していた
だきました。

行

所／

医療法人社団 順心会本部

毎月実施しているおやつレク、
7月は白玉ポンチでした。一生
懸命白玉をこねています。

社会福祉法人 のじぎく福祉会本部
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４４１-３７７５ FAX（０７９）
４４１-３７７６

菊かおり 紅葉色づく
よい季節

夏まつり

猛暑去り あちらこちらで
秋祭り
多田 澄子

白黒の 石をならべて
老の身の 喜々とたのしむ
姿たのもし
板谷ます子

優秀賞

浴衣姿の入居者様

編集後記

今年も高砂市より「サマーデイ」を受託し、
実施しました。高3生が3名、小1生が2名の
ほか10人に参加をしていただいています。

神戸長者町白寿苑
西陽さす 浅敷きに 陽傘さしかみ

第九回すこやか納涼祭

市民の方より立派な「水槽（魚、
台付き）」をいただきました。白
い「どじょう？」も2尾います。

介護老人保健施設

微笑みし 加古川能を支える

別府中学校の生徒さん
から暑中見舞いの手作
りはがきを頂きました。

“エコ・省エネ・節約”をテ
ーマに川柳を募集し、優秀
賞なども発表されました。

人の優しさうれし 室井ルイ子

節電や すだれで日陰
エコライフ 西岡幸三

外食会（お好み焼き）

別れの日 握り返した
手の重さ
半田美恵子

ケアハウス

エコエコと 云わんといてな
暑いのに
高見由紀子

特別養護老人ホーム
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