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

順心会居宅介護支援センター加古川

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

順心会居宅介護支援センター宝殿

174床

順心会居宅介護支援センター学園都市

★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

月〜金／8：45〜17：30
月〜土／9：30〜15：30

〒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

高砂白寿苑

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

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

やすらぎ
津名やすらぎの里

TEL（079）438-4565 FAX（079）430-5152

順心会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

順心会訪問看護ステーション学園都市
〒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／9：00〜16：30

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3

きぼう

ホームヘルパー受付時間 月〜日／8：30〜17：30 50名
TEL（079）438-7770 FAX（079）438-7686

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

9名
TEL（079）247-9206 FAX（079）247-9201

ホームヘルパー受付時間

月〜日／8：30〜17：30

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

新名称

幸生リハビリテーション病院

順心リハビリテーション病院

つばさ訪問看護ステーション幸生

順心会訪問看護ステーション加古川

順心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

つばさ訪問看護ステーション宝殿

順心会訪問看護ステーション宝殿

ことぶき訪問看護ステーション

順心会訪問看護ステーション学園都市

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

つばさ居宅介護支援センタ一幸生

順心会居宅介護支援センター加古川

つばさ居宅介護支援センター宝殿

順心会居宅介護支援センター宝殿

ことぶき居宅介護支援センター

順心会居宅介護支援センター学園都市

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

順心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

加古川市生活支援ハウス

10名

〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井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

〒675-0122 加古川市別府町別府865-1

関西総合リハビリテーション専門学校

医療法人社団順心会

〒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

旧名称

学校

すずらんの家

記

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

で、
ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

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

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

今後もより地域の皆様に親しまれ、信頼される法人を目指し努力してまいりますの

50名

すこやか

100床

順心会訪問看護ステーション加古川

事業所名を下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。

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

100床

TEL（078）646-9890 FAX（078）646-9893

さて、当法人では、医療・福祉面での連携を強化するため、平成25年4月1日をもって

100名

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

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

事業所名変更のご挨拶

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

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
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

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

ケアハウス

加古川白寿苑

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
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

日／休業

TEL（0799）62-7200 FAX（0799）62-7201

職場リーダー育成研修／永年勤続表彰式

神戸長者町白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）438-2999 FAX（079）430-5108
100床

4 5 第7回研究交流会

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

平成25年度 入社式

3 KRC卒業式
経営基盤の安定

5

のじぎくの里居宅介護支援センター

200床

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

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

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

白寿苑

2 3 順心会・のじぎく福祉会

加西白寿苑居宅介護支援センター

TEL.(079)438-9070

津名病院

Vol.17

〒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

順心リハビリテーション病院

4

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

2013

〒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

理事長

順心会

栗原英治

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

特定医療法人社団 順心会
平成25年度

社会福祉法人 のじぎく福祉会

入社式

宣

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、本当にありがとうござい
ます。

平成 25 年 4 月 1 日（月）40 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。

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、責任感のある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、それぞれの夢と目標を持って順心会に入社いたしました。しかし、「人を思いや

祝

辞

る気持ち」そして「順心会の一員として、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
の思いであると思っています。

皆さん、入社おめでとうございます。
本日ここに、医療法人社団順心会 37 名、のじぎ
く福祉会 3 名、計 40 名の有望な新入社員を迎える
ことは、両法人にとりまして大きな喜びであり、職
員一同、心より歓迎いたします。
皆さんには、数ある医療・福祉施設の中から当法
人を選んで頂いたわけですが、私どもの法人を選ん
で本当によかったと思って頂けるような、病院や施
設になるよう皆さんと共に、夢と目標に向かって進
んで参りたいと思っております。
法人の基幹病院である順心病院は、昨年 10 月に
新築移転しましたが、脳神経疾患はもとより、内科、
外科疾患にも対応できるように、最新の設備、機能
の充実を計りました。
おかげさまで先日の日経新聞で、当病院が取り上
げられ、脳梗塞の治療が全国 1 位となり、当院の治
療実績、方針、最新の手術室が全国版で紹介されま
した。これも全て職員が一つの目標に向かって、長
年にわたりチーム一丸となって頑張ったおかげであ
ると感謝しております。
今後は、押し寄せる少子高齢化の流れで、医療・
福祉の需要は高まりますが、一方で国の経済情勢に
より、経営自体は厳しいものになっていくものと予
想されます。
その中で生き残っていくのは、やはり地域の皆さ
んから選ばれた施設だけだと考えます。そうした中
で最も重要と考えられるのは、各施設がそれぞれの
機能・役割を明確にし、他の施設と連携を密にし、
患者様、利用者様が地域の中で安心して暮らしてい
けるようにすること、ひと言でいえば、医療・福祉
のセーフティネットを構築することが不可欠である

ということです。
幸い私どもの法人は、急性期から回復期、慢性期、
在宅、訪問までの施設があり、そのセーフティネッ
トを構築する上での基本的な組織を持っていますの
で、地域のニーズに合った継ぎ目のないケアを提供
することが可能であり、地域の期待に応えられる両
法人の役割は益々重要になっていくものと考えてい
ます。
とは申しましても、地域からの信頼は、施設の多
さや立派さ、つまりハードウェアだけでは得られま
せん。
私が毎年話すことですが、地域の皆様からの信頼
は、職員一人一人の日々の業務の何気ない言動から
始まります。不安をもって病気とたたかっておられ
る患者様、利用者様、そしてそのご家族の期待に十
分応えて、初めて信頼関係が生まれます。
そこに、思いやりの心、やさしさなくしては生ま
れません。逆に、たった一人の心ない言動が、一瞬
にして、法人全体の信頼を失うのも事実です。
本日から、社会人となられた皆さんには、そのこ
とを常に忘れずに、己を厳しく律してほしいと思い
ます。
最後になりますが、新人の皆さんの若い感性や行
動力で、大いに先輩を刺激してください。そして職
員全員で両法人を盛り立てていきましょう。現状に
満足することなく、向上心をもち続け、皆さんがさ
らに成長していかれますことを期待しております。

高齢化社会を向えた我が国にとって「やさしさと納得の医療・介護」を目標に地域の方々から望まれ
患者様から信頼を得られるよう現場で実践していきたい気持ちでいっぱいです。
また、良い医療・介護を提供するためには、チームワー
クが大切であると考えます。しかし、今の私たちには微力
の知識と技術しかありません。知識・技術の向上はもとよ
り会話のキャッチボール、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します。
先輩方にはいろいろご迷惑やご面倒をおかけしますが、
ご指導を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、今の志と学習の積極性を忘れず、どんな時も

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

栗原英治

新入社員代表

坪田真弥

関 西 総 合 リ ハ ビリテ ー ション 専 門 学 校
第 10 回卒業証書授与式
【日時】

【送辞】

平成25年3月7日（木） 10：00〜
【場所】

作業療法学科

東條

慎太郎

【卒業者数】

しづかホール
平成 25 年 4 月 1 日

平成 25 年 4 月 1 日

一生懸命努力することを誓います。

【式典名】
第10回卒業証書授与式

理学療法学科

36名

作業療法学科

17名

言語聴覚学科

22名

合計

理学療法学科

75名

【答辞】
言語聴覚学科

濱口

達也

【卒業者合計】
10年間の卒業者合計816名

作業療法学科

言語聴覚学科

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7回 研究交流会

優秀賞

第3位
順心会

津名白寿苑

「認知症高齢者の
「暮らし」
を支える環境づくり」
介護士

敢闘賞
順心会

順心病院

「看護師の食生活が
健康に与える影響」

飛田未央

看護師

浦野千草

順心会

幸生リハビリテーション病院

「便秘改善にココア療法
を試みて」
准看護師

福田正美

交流会の後、場所をウェスティンホテル淡路に移し、懇親会が盛大に行われた。
高砂白寿苑の美女軍団によるフラメンコと安来節が会場に花を添え、天に向けて振り上げられた白寿苑太鼓の
撥が次年度に向けた法人の意気込みと同化した。

第７回研究交流会が平成25年2月2日
（土）淡路夢舞台国際会議場にて開催された。
今年も順心会、のじぎく福祉会、総勢300名以上が参加し、演題数も昨年より多い19題と日頃の研究成果
を発表する場として定着してきた。

最優秀
理事長賞

「 の じ ぎ く福 祉 会

職 場リー ダ ー 育 成 研 修 」

平成２３年度の職場リーダー育成研修修了者を対象に、職場リー
ダー育成研修を２つのグループに分かれて、開催しました。前半の
グループは、
１月３０日（水）
・２月６日（水）、後半のグループは、
２月９

順心会

夢前白寿苑

「摂食・嚥下障害のある利用者様にも
「口から食べる」喜びを」
管理栄養士

日（土）
・２月１４日（木）
に開催しました。
平成２４年度は、
「組織のマネジメントや職員育成」や「各職場に
おけるコミュニケーションの取り方」を主眼においた研修でした。

杉本明子

平成２4年度社会福祉法人のじぎく福祉会

永年勤続表彰式

２月７日（木）、
「平成２４年度社会福祉法人のじぎく福祉会永年
勤続表彰式」を加古川プラザホテル・東京田村で挙行し、
５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
と今後の成長への期待を込め、祝辞と記念品が贈られました。
また、塚口理事と植原理事より、永年勤続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。

きぼう

きぼう

今回は、春の行事を紹介します。

【特養】…お雛様 お楽しみ会

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︒

梅の花 ふくらみかけて 春思う

西田良子

近隣小学校から避難訓練として当施設の
ある高台の利用がありました。黙禱を捧
げ、震災の教訓を確認し、日々の安全を願
い、気持ちを新たにしました。

小西しずゑ

第2回介護技術講習会として、
「寝たきり老
人への食事介助と安楽な体位」と題して姿
勢と老人食について講演を行いました。

冬の夜は 時間忘れて 星眺め

のじぎくの里

綾

特別養護老人ホーム

美恵

お抹茶を頂きながら楽しいひと
ときをお過ごしいただきました。

テラスから眺める桜並木は最高です。

『3/8 入居者作品展示会』

福祉会のペ�ジ

【デイサービス】…お花見会

展示会と同時に
お茶会も開催し
ました。

やすらぎ川柳会

施設周辺の桜並木も満開、待ちに待った春到来です！

弥生賞

〜ひさかたの 光のどけき春の日に しづ心なく花の散るらむ〜

わたしには一人芝居の顔がある

や す ら ぎ

何をした腕白坊主どや顔で

こすもす園

優秀賞

ケアハウス

優秀賞

浮き世では顔で差がつく事もあり 保

特別養護老人ホーム

ケアハウス

津名やすらぎの里

いざなぎ神宮で初詣

鬼は外！福は内！

しだれ梅を見ながら、おしる
こをいただきました(＾O＾)

南あわじのしだれ梅を見学

障害者支援施設

自立支援センターむさしの里

【勉強会】

【パスタバイキング】

【災害時想定訓練】

ケアハウス

す こ や か
庭先の キンカンの実に 鳥たちが
ききとたわむる 姿可愛いや

板谷ます子

工場の方と皆さんで記
念撮影も撮りました！

喫茶店“うみねこ”へ行ってきました。
サンドイッチの有名なお店でした。

この世にて 金で買えない 宝物
愛の心と 思いやり

キッコーマン高砂工場へ工場見学に行ってきました。
色々な話を聞き、醤油のお土産まで頂きました！！

職員間で教える側・教わる側になり勉
強会を実施
（入浴器械、オムツ・移動介助、嚥下につ
いて、介護でもできる医療など）

きぼう

スパゲッティは人気です。
好きなパスタを1回盛りする人、3種類
を少しずつ召し上がる人、様々でした。
口の周りが赤く・白くとクスクス笑い
が続きました。

介護老人保健施設

神戸長者町白寿苑

2Ｆ一般棟】

習字倶楽部を開
催！！
皆 さ ん 、綺 麗 な
字を書かれてい
ますね。

4Ｆデイケア

3Ｆ認知棟

映画鑑賞会を開催！！
映画の題名は何でしょうか？
皆さん熱心に鑑賞されています。

音楽療法を開催！！
先生、春の歌を熱唱、皆
さん聞きほれています。
その他、季節イベントを
随時行っています。

何にしようかなぁ〜？
発

編集後記

2日間にかけて災害食提供訓練をしました。
職員ひとりひとりが落ち着いた行動ができ
るように普段の訓練が大切。
真剣な眼差しで取り組みました。

今年もまた大勢の新しい仲間を迎えることができました。
その新しい息吹を感じながら次のステップに進みましょう。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います。

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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