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

〒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
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

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

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

100床

〒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

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

むさしの里

じは蛇、腹はハマグリ、うろこは鯉、爪は鷹、掌は虎に似ていて「力」を表す「神」

31名

として畏れ、崇められることが多く、飛躍の象徴とされています。この辰年に、当法

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜751-1
TEL（079）247-8080 FAX（079）247-8070

人の基幹病院である順心病院が新築移転することになり、心より感謝と責任の重さを

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

感じております。これを機会に医療法人、福祉法人が一体となり、職員一同、気持ち

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

をひきしめ一丸となって更なる飛躍の年にしていけるよう努力して参る所存です。み
なさまにおかれましても、健康で飛竜の年となりますよう祈念いたしまして、新年の

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

ご挨拶と致します。

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

デイサービス営業時間

18名
TEL（079）430-5030 FAX（079）430-5031

自立支援センター

の部位からなると言われています。頭はラクダ、角は鹿、眼はウサギ、耳は牛、うな

学校

すずらんの家

デイサービス営業時間 月〜土／10：00〜17：00

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

神として信じられてきました。また、十二支中、唯一架空の動物であり、9つの動物

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

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

こすもす園

すこやか

100床

TEL（078）646-9890 FAX（078）646-9893

（竜）は 古来、深い水中の中から雲をよんで天に昇るといわれ、多くの人々から守護

50名
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）62-7400 FAX（0799）62-7401

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

2012年の新春を迎え謹んで新年のご挨拶を申し上げます。今年は辰年です。辰

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

神戸長者町白寿苑

日・祝／休業

6 7 福祉会

理
理事
事長
長コ
コラ
ラム
ム

〒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

のじぎく福祉会 職場リーダー育成研修・職員旅行

〒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／順心会職員旅行

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

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

3 研修レポート 沖縄見聞録

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

2 新順心病院工事だより

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

津名病院

Vol.12

〒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

1

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

2012

〒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

新 順 心 病 院 工 事 だ よ り
ご 挨

拶

こんにちは。すっかり寒くなりましたが、体調を崩されておりませんでしょうか？
新順心病院建設工事も 7 月に着工以来、皆様のご協力もあって、順調に工事が進んでおります。
引き続き無事故・無災害にて、高品質の病院を皆様に提供すべく、職員一同、努力してまいります！
鹿島建設職員一同

工事現況

工事はこのような巨大クレーンを使って
作業します。
高さは約６０ｍにもなります！

研修レポート

沖縄見聞録
順心病院

植村富美

私達、順心病院の外来スタッフは、「医療を通して地域に貢献す
る」、「救急医療と地域連携の充実」という、病院理念の元、日々
救急患者の受け入れに奔走しています。救急受入れ件数は年々増
加しており、年間 3600 件、月平均 300 件の対応をしています。救急搬送されてきた患者様には、ほとんどがご
家族様の付き添いもあるのですが、救急対応中にもご家族様の心配や不安は大きく、質問や患者様のそばから離
れないなど、治療や処置が中断されることも度々ありました。そこで私達は、救急患者様の対応と並行して、「家
族看護」にも取り組む必要を感じ、２年間に渡って「家族看護」への取り組みを実践してきました。
そして、この度その取り組みを

看護

研究 としてまとめたものを、沖縄で開
催される、「第 53 回全日本病院学会」と
いう大きなステージで発表するチャンスに
恵まれたのです。平成 23 年 10 月 29 日
工事は４Ｆ床の工事まで進捗しております。
明姫幹線からもよく見えるようになりました。

作業前の打合せ
当日の作業内容や安全注意事項を
毎朝話し合います。

（土）〜 10 月 30 日（日）日本全国より
500 演題が集まり、沖縄コンベンションセ
ンターを中心に、全 10 会場に分かれて
発表が行われました。私達のチームは、初日のトップバッターで、これまで 2 年間の取

免 震 構 造 っ て？

り組みで得たものを報告するために、発表から質疑応答まで与えられた 10 分間は、あ

2012 年 10 月開院予定の新しい順心病院は「免震構造」を採用した病院となります。
建物と地盤の間に積層ゴムなどの特殊な装置を付けること
で、地震の揺れを建物にあたえないようにした構造を「免震
構造」といいます。揺れを最小限にとどめることで、室内の
損傷や、家具・什器の転倒を防
ぐことができます。

っという間の出来事でした。自分たちの出番が終わっても、他の病院の発表やセミナー
などで、多くの学びを得ることが出来ました。
私達が沖縄で過ごした 3 日間は、天候にも恵まれ気候も良く、一つの大
役を果たした安堵と、少しの空き時間を利用した沖縄見学とで、気分も一
新！一回り成長した私達をお見せしたいと思っていま
す。沖縄では青く高い空と、エメラルドグリーンの
澄んだ海に感動し、街を走っている車は観光客の運

新順心病院で使用している免震装置
( 錫プラグ入り積層ゴム )

転するレンタカーが多いことを知りました。そして
ハロウィンが近いために、夕方以降には、国際通り
を仮装した若者達が楽しそうに行列を作って歩いて
いるグループを何組も見かけました。米軍基地があるためか、外国の方も多く生活して

今後の工程

いました。沖縄料理専門店では、現地にしかない珍しい料理に舌鼓を打ち、現地の方の
無事故・無災害で
頑張ります！

三線の生歌演奏のサプライズもあり、わずかですがリゾート気分を味わい、気分一新し
仕事に対する意欲も湧いてきました。
最後に、この大きなステージで自分達が更に飛躍できるチャンスを与
えられたことに感謝し、ここで得たものを職場に持ち帰り、還元してい
きたいと思います。ありがとうございました。
研究メンバー

３月中旬には躯体がほぼ仕上がり、その後内装の仕上げ工事を
経て、７月末には建物が完成する予定です。

きぼう

現場作業員の皆さん

酒澤

真奈美

中谷

美智子

本田

みやび

きぼう

門友会 東日本大震災復興支援事業
「門 友 会

ーチャリティーカラオケー

職場リーダー育成研修

東日本大震災復興支援事業 -

チャリティーカラオケ」が関西総合リハビリ
テーション専門学校の講堂にて、開催されま

只今、のじぎく福祉会では、流通科学大学・松澤賢治教授、並びに言

した。医師会、歯科医師会からのエントリー

の葉 OFFICE かのん・川邊暁美代表をお迎えし、職場リーダー育成研修

も含め総勢 56 名ののど自慢が繰り広げられ、
あいさつ

淡路市医師会会長

玄人跣の方々で約 3 時間の大会は成功裏に

明石善久

終わりました。

を実施しています。
門康彦

淡路市長

挨拶と「冬の稲妻」

流通科学大学・松澤教授

福祉は、常に質の高いサービス提供が求められています。日常業務の
中で利用者様に対して、どのような意識をもって役割を果たすべきなの

淡路市は、東日本被災直後からこれまで物

かなど、職場の改善の手立てが必要となってきます。

的支援、職員派遣などを続けていますが、こ

そこで、業務や環境等への改善意識をもち、職員としての役割や責任

の度の門友会（門淡路市長の後援会）主催

を自覚して、後輩を指導し、職場をまとめられる職員の育成研修を実施

で実施されたこの大会からも東日本震災復興

しています。

義援金が集められました。専門学校としても、
淡路市医師会カラオケ同好会 委員長 中谷正史
「お嬢様ルンバ」
（バック：津名病院、津名白寿の踊り子！！、KRC）

のじぎく福祉会

すばらしい復興支援事業にお役に立てること

対象者は、副主任及び入社後３〜４年の職員で、今年度は２４名の受講
義援金ご協力への御礼

ができ光栄です。今年度から地域の方々のご

言の葉OFFICEかのん・川邊先生

が予定されています。この２４名を２つのグループに分け、前半のＡグルー
プ が１２月５日（月）・６日

理解を得て正門も開けることができるようになりました。参加者の方からは「正門

（火）・１２日（月）の３日 間

が利用できるようになってよかったですね」というお声もかけていただけいました。

に地域リハビリテーションセ

これからも地域に開かれた教育機関としてご活用いただければと思います。

ンター中研修室で開催され

それでは最後になりましたが東日本の一日も早い復興を心から祈念いたします。

ました。後 半 のＢグル ープ
は、１月３０日（月）・３１日
（火）・２月４日（土）に開催

順心会職員旅行
期

を予定しています。

間

平成 23 年 10 月 6 日〜平成 24 年 1 月 21 日
（全 21 グループにわかれて実施）
コース
日帰りコース
「クーザ」、「間人のかに」、「吉本新喜劇」
宿泊コース
「湯布院」、「新穂高」、「川湯温泉」
参加申込者数
申込者合計

1,080 名

……

全職員の約 8 割申込

日帰り：500 名申込
（クーザ 350 名、間人かに 80 名、吉本新喜劇 70 名）
宿

泊：580 名申込
（湯布院 410 名、新穂高 130 名、川湯 40 名）

日帰りコースは、世界最高のパフォーマンス集団であるシルク・
ドゥ・ソレイユ史上、最もスリリングなショーの『ＫＯＯＺＡ
（クーザ）』
を鑑賞し絶賛しました。また、宿泊コースは、初めての新幹線利用で
九州まで足を伸ばし湯布院温泉にて宿泊し日頃の疲れを癒しました。
いずれのコースも好評で、楽しい思い出となりました。

きぼう

のじぎく福祉会
期

職員旅行

間

平成 23 年 10 月 21 日〜平成 23 年 12 月 1 日
（全 6 グループにわかれて実施）
コース
日帰りコース … 「近江牛」、「クーザ」
宿泊（一泊）コース … 「道後温泉」
参加者数
242 名 …… 全職員の約 7 割
日帰り：172 名
（近江牛 47 名、クーザ 125 名）
宿泊（一泊）：70 名
（道後温泉 70 名）
今年度は、職員旅行を実施しました。
日帰りコースでは、近江牛のとろけるようなやわらかさに舌鼓をうちました。
また、クーザでは、超人的な技の数々に興奮と感動を覚えました。
宿泊コースは、歴史ある道後温泉でくつろぎの時を過ごし、道中にはしまなみ海道の絶景を堪能しました。

きぼう

特別養護老人ホーム

ケアハウス

こすもす園

や す ら ぎ

今年の秋は、姫路セントラルパーク
や須磨水族館へ動物を見に行った
り、白雲谷温泉ゆぴかで足湯を楽し
んだり、日岡山公園で紅葉を観賞し
季節を感じて頂きました。例年より
外出の機会を増やすことにより、多
くの利用者様に楽しい時間を過ごし
て頂けたと思います。

日岡山公園での紅葉

加古保育園の園児さんと交流運動会を実施しました。かわいい
園児さん達とのふれあいにみなさん笑顔が絶えませんでした。

須磨水族館

特別養護老人ホーム

のじぎくの里

地元の保育園の園児達も手作りのおみこしや獅子舞を
大人顔負けの迫力で披露してくれます。ここ数年恒例の
行事となっており、この日のために園児達も一生懸命練
習しているそうです。小さな園児達が元気一杯頑張る姿
を見て、利用者様も感激して楽しまれています。

ケアハウス

す こ や か

社会福祉法人のじぎく福祉会基本理念

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︒

のじぎくの里では地域に根ざした施設作りを
目指し、地域との交流を大切にしています。毎
年10月14･15日の“大塩の秋祭り”の翌日に、地
元の青年団が獅子舞を披露してくれます。地元
出身の利用者様が多いので、祭りの雰囲気を楽
しみながら大変喜ばれています。

福祉会のペ�ジ

姫路セントラルパーク

ケアハウス

津名やすらぎの里

茶話会

板谷ます子

初春や 湯けむりのたつ 玉造
隠岐の知人と 出逢たのしや

へり

みどり

きぼう

お誕生日のお祝いをしてきま
した。(ケアハウス)

薄くなりたる頭頂に

編集
後記

コスモス鑑賞ツアーにてコスモスより
綺麗で目立っています。(ケアハウス)

室井ルイ子

ら・マロンのコンサート鑑賞に
行って来ました。(ケアハウス)

けいしゅく

豆腐入り白玉草だんごの完成！！
日本茶と一緒に召し上がれ

慶祝のことのは減

市ノ池公園に蘭を見に行って
きました。皆さんいい笑顔で
すね♪♪(デイサービス)

置いて欲しいよ若松の緑

天満大池にコスモスを見に行
ってきました。(デイサービス)

あけましておめでとうございます。
毎年お正月に思い浮かぶことわざで、
「一年の計は元旦にあり」があります。新年を迎えて、皆さんはいろいろな目標や計画を
立てられているかと思います。年末には、その目標が達成できたと思える一年になるように頑張っていきましょう。
今年も機関紙「きぼう」をよろしくお願いいたします。

それぞれお好きなケーキ、和菓
子、抹茶などをおいしくいただ
きました。あまり話してなかっ
た方々とも、楽しくおしゃべり
ができました。

秋の遠足

みさき荘の鮮魚料理、鳴門観潮船の旅に行ってき
ました。見事なうずしおには、歓声が沸きました。

障害者支援施設

自立支援センターむさしの里
パン作り
獅子舞

太陽公園

トライやる
ウィークの
生徒さんと
白玉団子作
り(デイサ
ービス)

今年の秋の遠足は丹波で紅葉を満喫しました。もちろん紅葉
だけでなくおいしい食事も満喫してきました。

須磨水族園

須磨・イルカショー

入所・通所合同で希望に応じての「外出ツアー」を
実施しました。
王子動物園から映画鑑賞、カラオケまで8コース
を用意しました。須磨水族園の6組が一番多く、計
18組の実施となりました。途中に雨が降り、急き
ょ「お買い物ツアー」に変更した組もあります。特
に「修理中の姫路城」見学は車椅子にも丁寧に対
応していただき、参加者も大満足の様子でした。

秋の一日、施設の庭で育てた”さつまいも掘
り”をしました。皆さんいい顔でいもを引っ
張ってくれました。収穫物は「さつまいも蒸
しパン」の材料として、｢パン作り」を楽しん
でいただきました。また「フルーチェ作り」も
楽しんでいただきました。地元の祭で「獅子
舞」が来て踊ってくれたことも報告します。

姫路城見学

介護老人保健施設

神戸長者町白寿苑

11月おやつレク

10月おやつレク
きんとん：プレーン、抹茶、二種類の味を皆
さん力合わせて作っていただきました。
発

行

所／

医療法人社団 順心会本部

お好み焼き：お好み焼きは皆さんお好きみた
いですね。多くの方が喜んでおられました。

社会福祉法人 のじぎく福祉会本部
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