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

夢前白寿苑

月〜金／9：00〜17：00
月〜土／9：30〜15：55

日・祝／休業

月〜金／8：45〜17：30
月〜土／9：00〜17：30

土／8：45〜13：00
日・祝／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

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

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

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

津名やすらぎの里

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

神戸長者町白寿苑

100床

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

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

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

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

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

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

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

9名
TEL（079）247-9206 FAX（079）247-9201

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

18名
TEL（079）430-5030 FAX（079）430-5031

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

学校

すずらんの家

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

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

デイサービス営業時間

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

こすもす園

すこやか

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

8 施設一覧

地域包括支援センターかこがわ北

〒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

6 7 福祉会

〒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

3 第2回Jオープン／KRC卒業式

ケアハウス

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

土／9：00〜13：00
日・祝／休業

平成24年度 入社式

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

日／休業

経営基盤の安定

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

200床

TEL（0799）62-7200 FAX（0799）62-7201

2 順心会・のじぎく福祉会

4 5 第6回研究交流会

のじぎくの里居宅介護支援センター

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

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.13

〒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

4

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

特定医療法人社団 順心会
平成24年度

社会福祉法人 のじぎく福祉会

入社式

J-OPEN

平成24年4月2日（月）51名の新入社員を迎えて入社式が無事執り
行われました。今後の活躍を期待しております。

祝
新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。
本日ここに、医療法人順心会46名、のじぎく福祉会5
名、計51名の有望な新入社員を迎えることができ、職員
一同、心から歓迎します。
皆さんもテレビや新聞などで、目にするように、医療
福祉をとりまく環境は、少子高齢化とともに、厳しい時
代に向かっています。
医療・福祉のための財源、高齢化に伴い必要とされる
施設や人材の確保等、様々な問題がいま、議論されてい
ます。
このような状況の中で、私たち両法人は、第一の目標
として、地域の皆さんから信頼される施設づくりという
ことを掲げています。
つまり、この地域に、この施設があってよかった、ま
た、このようないいスタッフにお世話してもらえてよ
かったと地域の人たちから思ってもらえることが一番
の願いです。
皆さんは、今日から社会人となり、私たちの仲間とし
てスタートされます。患者様、利用者様、家族様から信頼

辞
されることは、簡単なようで、一番難しいことです。
信頼は、日々の業務の何気ない言動からはじまり、こ
れからの長い経験のもと、培われていくものです。そこ
に、思いやりの心や、優しさなくしては生まれません。
逆に、一人の心ない言動が、一瞬にして、法人全体の信
頼を失うことも事実です。だからこそ、日々の業務の中
での言動が、とても大切です。
今後、様々な、悩みや試練が待ち受けているでしょう。
しかし、わからないことや、不安で心配なことがあっ
ても、幸い、両法人には、いろんな分野に、立派な先輩が、
たくさんいますので、心配しないで、何でも相談して下
さい。
新人の皆さんには、若い感性と行動力があります。法
人に、新しい風を吹き込んで、どうか両法人を成長させ
てください。
簡単ですが、この願いをこの場で皆さんに伝えること
をもって、本日の挨拶とします。
平成 24 年 4 月 2 日

医療法人社団 順心会
社会福祉法人のじぎく福祉会 理事長

宣

さる平成24年3月20日春分の日、オリエンタルゴ
ルフ倶楽部にて第2回Ｊ−ＯＰＥＮゴルフコンペが開
催されました。
前回に続き雨男・雨女ＶＳ晴れ男・晴れ女の戦い
は、晴れ男・晴れ女の圧勝で、素晴らしいゴルフ日和
となりました。
今回の第2回大会よ
り創 設された女 子 の
部優勝 Ｊ−ＱＵＥＥＮ
初代は、順心病院チー
ム堤麻美さんが109
のスコア― で勝ち取
りました。

チーム優 勝 は、津
名 病 院チーム。前 回
優勝の関西総合リハ
チームより返還され
た優 勝トロフィー が
実 行 委 員 長（ 津 名 病
院副院長 西庄勇先
生）
より津名病院チー
優勝記念のロゴ入りキャップで。
ムに授与されました。
今回も理事長賞が15名の方に順心病院院長
潤井誠司郎先生より手渡されました。

理事長賞

理事長ありがとう
ございました！

私が初代J-QUEEN.

栗原英治

最後は特別賞、順心
チーム丸 山 香 織さん 、
レディース健闘です。

誓

本日は、私たち新入社員のためにこのような盛大な式を開催していただき、本当
にありごとうございます。
栗原理事長をはじめ、多くの方々から激励のお言葉をいただき、社会人として医
療人としてのスタートラインに立てた喜びと共に、身の引き締まる思いを感じてお
ります。
私たち一人ひとりは、急性期医療、回復期医療、福祉の分野で活躍したいというそ
れぞれの思いを持って順心会に入社いたしました。しかし、
「人を思いやる気持ち」
そして「順心会・のじぎく福祉会の一員として、またプロとしての自覚と誇りをもつ
という気持ち」
は、
共通の想いであると思っています。
現在、高度な医療技術の進歩や高齢化社会に伴い医療の役割、福祉の役割も幅広
く多岐にわたっています。このような中で私たちは患者様や地域の方々に望まれ、
喜ばれるサービスの提供をしていかなければなりません。
入社したばかりの私たちは、学校や臨床実習で学んだ知識しかありませんが、熱
意や誠意は誰にも負けないつもりです。日々
の学習と経験を積み重ね、一日でも早く医療
チームの一員として任務を果たせるように、
知識・技術の向上はもとより、
人とのつながり
を大切にし、自分自身の人間性を磨く努力を
いたします。
先輩方には、色々ご迷惑やご面倒をおかけ
しますが、
ご指導よろしくお願い致します。
患者様から信頼を得られるように、今の志と
平成 24 年 4 月 2 日
学習への積極性を忘れず、どんな時も一生懸
新入社員代表
命努力することを誓います。

入学式
理学療法学科 44名・作業療法学科 29名・言語聴覚学科 26名
合計99名 に入学が許可されました。
えの

新入生宣誓は、言語聴覚学科

もと

な

ほ

榎本奈歩さん

兵庫県立淡路三原高等学校卒業です。

理事長祝辞
新入生宣誓

柿原一登士

校長式辞

きぼう

きぼう

医療法人社団順心会・社会福祉法人のじぎく福祉会

第６回 研究交流会

優秀賞

理事長賞
順心会

白寿苑

「地域に根差した作業療法の
取り組みについて」
作業療法士

田中恵理

順心会

第3位
夢前白寿苑

順心会

幸生リハビリテーション病院

「湯船につかる喜びから、 「歯科衛生ケアプロセスを用いた
より快適な入浴を求めて」
口腔ケアの有効性の検討」
介護福祉士

田路祐加

歯科衛生士

坂井久美

発表会の後、懇親会をウエスティンホテル淡路に移し、担当施設でもある幸生リハビリテーション
病院のダンスユニット、3グループによるダンスで会場を沸かせました。
アンコール、理事長特別賞は初めて？？？

第6回研究交流会が、平成24年1月28日
（土）淡路夢舞台国際会議場にて行われました。
今年から、正式にのじぎく福祉会も加わり、計340名が参加しました。順心会からは、つばさ居宅介護支援セ
ンター幸生・地域包括かこがわ北からも出題があり、演題数は18題になりました。毎年関心が高まり、質問を
含めての意見交換も活発に行われ、職員の質の向上に、なくてならない場となってきました。

最優秀賞

のじぎく福祉会 こすもす園

「暮らしを豊かにする」
介護福祉士

鷲坂達雄

平成２３年度社会福祉法人のじぎく福祉会

このたび、最優秀賞を頂き、関係者各位の皆

２月１４日（火）、
「平成２３年度社会福祉法人のじぎく福祉

様方にはとても感謝しております。研究交流会

会永年勤続表彰式」を加古川プラザホテル・東京田村で挙

には初参加でしたが、多くの方の発表を聞き、
当施設においてもとても参考になりました。
今後もこの会に是非参加させて頂き、サービ
ス向上に繋げていきたいと思います。
介護福祉士

鷲坂達雄

永年勤続表彰式

行し、
８名が表彰されました。
理事長より、表彰状が授与され、
これまでの貢献に対する
感謝および益々の成長と発展への期待を込め、祝辞と記念
品が贈られました。
また、塚口理事と井上理事より、受賞者の功労を讃えら
れ、今後の活躍への期待と激励をいただきました。
続いて、永年勤続職員を代表し、のじぎくの里の西向施
設長が謝辞を述べられました。

きぼう

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

【デイサービス】
弥生3月、お雛様の節句です！
デイサービスでは、職員手造りのお
雛様の“書割”を作成しました。
利用者様に大うけ！！大変喜んでい
ただきました♪（^0^）

特別養護老人ホーム

のじぎくの里

制度改正に向け、介護職員を対
象に吸引研修を実施しました。

ケアハウス

す こ や か

ひばりぶえ

梅の花 散りにし後に 実につけて
食事の友とし 人を助ける 板谷ます子

かが

早やばやと 届くくぎ煮の 一番鍋
介護業務に 疲れし吾娘の
思いや嬉し 涙して食す 室井ルイ子

た

皆様『おいしい！』と大満足で
食べて下さいました。

山下榮美子

職員も精一杯変装し、利用者
様に楽しんで頂けました。

鐡谷冨江様

利用者様もおめ
かしして参加し
て下さいました。

のらびと

たこ焼き会をしました。

野良人の 佇ちては屈み 雲雀笛

新年祝賀会を行いました。
すこやか聖歌隊♪

津名やすらぎの里

鬼は外！福は内！

編集後記
きぼう

いざなぎ神社へ初詣に行きました。

障害者支援施設

入居者様がお花を
活けてくれました。

手作りおひなさま

自立支援センターむさしの里

おひなさま１Ｆ

新年を迎え、希望者だけです
が近くの曽根神社へ初詣に行
きました。寒い中、みなさんい
ろんな願いをされてました。

おひなさま２Ｆ

通所のみんなで手作りの「おひなさま」を作り
ました。けっこう良くできていると思います。
入所フロアでは段飾りの「おひなさま」を飾っ
ています。通所フロアでは掛け軸の「おひなさ
ま」まであり、
「おひなさま」でいっぱいです。

介護老人保健施設

神戸長者町白寿苑

3月12日に兵庫県民会館で
開催された神戸市主催の
「食品衛生・環境衛生優良施
設表彰式」で、平成23年度
の優秀施設に選ばれ、表彰
されました。

白玉団子を皆さんで作りまし
た。女性の方が中心となり、た
くさんの団子を作っていただ
きました。
発

また大勢の新しい仲間を迎える季節になりました。その新しい息吹を感じながら次のステップを踏み出しましょう。
今年度も皆様に喜んでいただける広報紙を発行できるように頑張っていきたいと思っておりますので、これからもよ
ろしくお願いします。

外食会でお好み焼
きを食べに行きま
した。出来たてあつ
あつのメニューに
みなさん舌鼓を打
たれていました。

ケアハウス

2月10日餅つきをしました。みなさん頑張って、
ついていただきました。つきたい、という希望者
が多く、盛況でした。できたお餅は、あんこ餅・き
なこ餅・おろし餅にして食べていただきました。

老い人に 幸せ運ぶ 職員ら
新年祝会に 笑い笑いて

完成品です。なかなか
上手にできました。

社会福祉法人のじぎく福祉会基本理念

のじぎくの里では高砂市地域包括支援センターの協力センターとして活
動しております。
地域の総合相談の窓口として地元の関係機関や民生委員の方々と協力を
しながらいつまでも住み慣れた
地域で皆さんが生活を送る事が
できるよう支援の輪を広げてい
る所でございます。
日々の生活の中で何か困った事
があれば「のじぎくの里」に相談
してみようと思って頂ける協力
センター作りを目指していきま
すのでよろしくお願い致します。

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︒

居宅介護支援事業所・高砂市地域包括支援協力センター紹介

大正琴の観賞会を行いました。昔な
つかしい歌を歌い、とても楽しい時
間を過ごす事が出来ました。

福祉会のペ�ジ

【特 養】
創立20周年を迎え、トイ
レの老朽化に伴い大幅な改
修工事を行いました。
車椅子の方も使いやすいよ
うに広いスペースが確保さ
れ、気持ちの良い清潔なト
イレになりました。

行

所／

医療法人社団 順心会本部

社会福祉法人 のじぎく福祉会本部
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