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
居宅介護支援センター

順心病院居宅介護支援センター
〒６７５-０１２２ 兵庫県加古川市別府町別府865-1
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

つばさ居宅介護支援センター幸生

順心会本部

総務・人事

〒６７５-０１２２ 兵庫県加古川市別府町別府865-1

経理

のじぎく福祉会本部
〒６７５-０１１１ 加古川市平岡町二俣762-10
病院

順心病院

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

174床

ことぶき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
内科／リハビリテーション科／神経内科／呼吸器内科／糖尿病内科／整形外科
皮膚科／放射線科／泌尿器科／精神科
【診療時間】 月〜土 午前9：00〜12：00 休診 日曜日、祝祭日

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
★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」

〒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

加古川脳神経・認知リハビリテーション研究センター
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

TEL（0799）62-7501 FAX（0799）62-7502

〒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

100床

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

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

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

〒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

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

TEL（078）797-3734 FAX（078）797-3735
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／9：00〜16：30

〒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〜土／9：20〜16：30

〒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

デイサービス営業時間

デイサービス営業時間 月〜土／8：30〜18：00 30名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井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

8 施設一覧

地域包括支援センターかこがわ北

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

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

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

祝100歳おめでとう

神戸長者町白寿苑居宅介護支援センター

〒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

高砂白寿苑

5 看護医療大学合同学祭

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

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

TEL（0799）62-7200 FAX（0799）62-7201

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

100床

4 新順心病院探訪

5

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

172床

★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 3 祝 順心病院 竣工披露・内覧会

加西白寿苑居宅介護支援センター

TEL.(079)438-9070

津名病院

Vol.15

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

〒６７５-０１２２ 兵庫県加古川市別府町別府865-1 TEL（079）437-3555 FAX（079）437-6785

幸生リハビリテーション病院

10

夢前白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）441-3775 FAX（079）441-3776

脳神経外科／内科／外科／循環器内科／大腸肛門外科／消化器内科／整形外科／耳鼻咽喉科／
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

2012

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

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

のじぎく福祉会
求人
サイト

http://www.junshin.or.jp/ http://www.junshin-recruit.jp/ E-mail:kohou@junshin.or.jp

http://www.nojigiku.or.jp

きぼう

新築移 転オープン 2 0 1 2 年 1 0 月1日

祝

順心病院 竣工披露・内覧会 9月
22日・23日

地域医療のために全力をつくします！

新築移転計画から 3 年、念願であった新病院がようやく完成し無事、竣工披露式を執り行うこ
とができました。また、内覧会には 2000 名近くお越しいただき、患者様、地域の皆様及び各関
係者様の多大なるご協力あってこその実現であり、改めてこの日を迎えられましたことに心より感
謝申し上げます。
病床数は 174 床に増設し、外来待合室、病室などすべてに余裕のあるスペースが提供できる
ようになりました。24 時間の救急体制は設備、医療機器の充実によって、さらに迅速で安全な対
応が可能となります。また、全照明 LED による節電対策や免震構造による地震対策にも万全に
対処しております。
これからも職員一同、より患者様の気持ちに寄り添い、安心と納得の医療を目指して、地域の
皆様に貢献できるよう一層の努力をしてまいります。
理事長

栗原理事長

栗原英治

潤井院長

神戸大学医学部脳神経外科
松本名誉教授
神戸大学医学部脳神経外科 細田准教授
ハイブリッド手術室

〒675-0112

兵庫県加古川市別府町別府 865-1

TEL 079-437-3555 FAX 079-437-6785
http://www.junshin.or.jp/

加古川市 樽床市長
加古川医師会
枝川会長

きぼう

左から弁野副院長、
橋本副院長

順心病院への交通のご案内
〔交通機関ご利用の方〕
◆山陽電鉄別府駅下車 北へ 500ｍ ◆JR 東加古川駅下車 南西約 2 ㎞
◆神姫バス 壱丁田バス停下車 南へ 100ｍ（東加古川駅〜JR 土山駅南口、
山陽電車播磨町駅行き）
〔車をご利用の方〕
◆加古川バイパス加古川東インターを降り南へ約 2 ㎞ 壱丁田交差点を
右折し西へ 100ｍ ◆明姫幹線壱丁田交差点を西へ 100ｍ

加古川バイパス
加古川東インター

JR

東加古川駅

新在家交差点
国道2号線
至明石

至加古川
N

ヤマダ電機

壱丁田交差点

旧病院

●ガソリンスタンド

明姫幹線
至高砂

順心病院

山陽新幹線
山陽電車

至明石

別府駅
別府港

きぼう

優

新順心病院探訪 新築院内をご紹介します！
！
病

看護医療大学の合同学祭が大学キャンパスで開催されました

棟

10 月 27 日（土）、関西総合リハ

ま た、市 民 講 座「も う、

ビリテーション専門学校と関西看護

4 床室

エレ ベ ー タ ー 前 ホ ー ル

広 い シャワ ー ル ー ム の あ る 個 室

がん なんてこわくない」、

医療大学の合同学祭が大学キャン

献 血 コ ー ナ ー、健 康 相 談

パスで開催されました。今年の合

コーナーでは、健康への理

同 学 祭 の テ ー マ は、「JOIN＆

解を深めていただくことが

JOYFUL 〜世代間交流〜」で大学

できました。地域に根差し

生と専門学生が主役になり一緒に

た医療と人材育成を目指す両校が協力し、地域との交流

学祭を作り上げていこうという意味

がより深まった大変有意義な一日となりました。

と、地域の皆様に参加していただ
き世代を超えて楽しめる学祭にしていこうという意味が込
められています。
オープニングでは、中学
生の吹奏楽が披露され、園
解放感のある浴室

児と高齢者の合唱、留学生

ディル ー ム

や 一 般 市 民 参 加 の スピ ー
チ、福祉施設利用者の加工

手術部
リハビリテーション

品 販 売、学 生 に よ る 模 擬
店・学習展示・ダンス・バンド演奏などがあり、天候に
も恵まれて大盛況となりました。

こすもす園では 2 名の方が 100 歳を迎えられ、加古川

2 階 ICU
（ 天 井 は青 い 空をイメージ ）

市と兵庫県から表敬訪問して頂き、お祝いを致しました。
大正から昭和、平成に渡る歳月を見事に歩まれ今日の日

2 階 広 々 とし たリ ハ ビリ 室 と そ れ に 続 く庭 園

1

を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。

若松喜代様

F

★担当職員からのメッセージ★
「百寿のお祝い」、おめでとうございます。
平成 16 年にショートステイをご利用くださってからのお付き合いですが、
今も当時とお変わりなくいつも笑顔で、若々しくて、おしゃれが大好きな若
松さんです。
若い頃満州に住まわれていたとか、時々ロシア語で『ドーブロウートロ（お
はよう）』、『スパシーバ（ありがとう）』と言って私達に話しかけてください
ます。また、いつも洗濯物を綺麗にたたんでお手伝いをして下さり本当にあ
りがとうございます。
コーヒーと甘いお菓子が大好きな若松さん、また素敵な喫茶店を探して行き
ましょうね。
いつまでもお元気でいて下さい。
【担当職員 西村淳子】

2 階血管造影室

外来総合受付

春名梅子様
2 階 ハ イ ブリッド 手 術 室

南入口 順心病院
居 宅 介 護 支 援センター

きぼう

2階手術室は3室に増え、ハイブリッド手
術室、血管造影室、3T MRI、64列マルチ
スライスCT、超音波エコー、内視鏡システ
ムが完備。
迅速に高度な検査と治療が可能。
正面入口

★担当職員からのメッセージ★
「百寿のお祝い」おめでとうございます。
お部屋は、阪神タイガースのポスターでいっぱい！若い頃から阪神の大ファ
ンで、特に【金本選手】と【藤川投手】が大好きな春名さんです。シーズン
中は、いつもテレビの前で応援しています。
今年の優勝は難しいので、来シーズンは【阪神優勝】を狙って一緒に応援し
ましょうね。
来年 3 月のお誕生日で満 100 歳を迎えられます。皆で盛大にお祝いしまし
ょう。いつまでもお元気でいてくださいね。

【担当職員

森田

泰子】

きぼう

やすらぎ川柳会

長月賞

肩で泣く 淡路人形は 艶を見せ

艶やかさ 競い逢う日の 同窓会

優秀賞

綾

美恵

地域の方の沢山の参加もあり、
今年も大盛況でした。

保

イベントは外部から施設へお越しいただくだけではありませ
ん。外食ツアーでは、近くのレストランへお出かけをすること
があります。いつもと違う場所で、いつもと違う味を楽しむ。
皆さんいつもより、たくさん召し上がられました。

社会福祉法人のじぎく福祉会理念

7月12日に行われた
七夕会の一コマです。
近隣の保育園からか
わいい園児たちが、元
気いっぱい歌と演奏
を披露してくれまし
た。最後はふれあいの
時間では、皆さん笑顔
がこぼれていました。

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︒

納涼祭が7月28日に行われました。今
年も盛大に行われ、利用者の皆様もご
家族様もともに楽しまれました。

福祉会のペ�ジ

特別養護老人ホーム

のじぎくの里

納涼祭

葉蓋

6年生の総合学習の時間に、
「仕事体験」
のゲストティーチャーとして氷丘南小
学校を訪問しました。
「自分は人の為になる、どんな仕事がで
きるだろう」と将来の仕事について考え
ようとしている子どもたちに、将来の夢
や可能性を広げる手助けになれるよう
こすもす園で働く職員の仕事について
お話をしました。どの子どもたちも真剣
に話を聞き、しっかりと勉強をしていま
した。

優秀賞

や す ら ぎ

絵手紙に 描きたい程に 虫すだく 由紀

こすもす園

朝夕の 風のさわりに 秋を知る

ケアハウス

優秀賞

特別養護老人ホーム

ケアハウス

津名やすらぎの里
ビアガーデン

みんなで乾杯！初めて開催しました
が、大盛況でした。

夏まつり

地域の方も参加してくれました。

花火大会

童心に帰って楽しめました。

障害者支援施設

自立支援センターむさしの里

ケアハウス

す こ や か

板谷ます子

幼き日 つるべ落としの 夕ぐれに
水くみいやで つるべ落として 得意顔

室井ルイ子

きぼう

夏の風物詩。エイ!!すいかが
割れました♪

友なくて 身は細りくが 天高く

編集後記

今年はじめてそうめん流しをし
ました。たくさんそうめんをすく
えるかな?皆さん真剣な顔です！

身も太らしか ならいなりける

今年は10回目の
納涼祭でした。

すこやかダービー開催！！
白組も紅組も頑張れ〜（＾◇＾）

虫籠に 夕日を堤げて 兄妹 山下榮美子

すこやか音頭ヨイヨイ〜♪♪

──アロハ──
リズムにのって気分はハワイアン
皆さん幸せあれ───

夏の風物 盆踊り
曲に合わせて、かろやかに舞う
皆のあで姿

白・黄色・ピンクのそうめんが
水をつたって流れてきたら
狙いを定めて──！！えい──
ツル ツル ゴックン ごちそう様

介護老人保健施設

神戸長者町白寿苑
平成24年８月25日に第７回納涼祭を開催致しました。

職員による余興 当日の為にかなり練習をしてきました。
ソーラン節精一杯の演技に感動しました！！
発

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

多数の家族様もご参加いただき、利用者
様、家族様もすいか割りにご参加いただ
きました。大変盛り上がりました☆
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