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健祥会発祥の地

昭和・平成・令和と

紡いだ

﹁心と心﹂

私たちが

介護新時代を

担います

ウ ェ ル ス テ ー ジ

吉野川市・阿波市

「心と心」を原点に、想いに寄り添う介護を贈ります。
健祥会グループ発祥の地として
健祥会グループの原点である、特別養
護老人ホーム水明荘が40周年を迎え
ることとなりました。これからも、高
品質な福祉サービスの提供を目標に吉
野川市、阿波市にまたがる施設間での
連携を図り、利用者様、家族様、地域
の皆様のニーズに応え続けていけます
よう、努力して参ります。

介護・リハビリのプロとして
多職種協働のワンチームで地域のため
に頑張って参ります。何かお困りごと
あれば、お気軽にご相談ください。

健祥会吉野川相談センター
TEL

0883-25-3010

CONTENTS
・「心と心」を原点に
・ウェルステージ 施設紹介
・周年行事
・合同敬老会・サテライト敬老会
・ウェルステージ 施設案内

ウ ェ ル ス テ ー ジ

地域と利用者様の明日を想って…

地域の一員として、「OURロードアドプト事業」「認知症サ
ポーター養成講座」「サロン訪問」などのほか、様々なス
ポーツ交流を行っています。

OURロードアドプト事業

認知症サポーター養成講座

職員個々が地域美化の気持ちをもって
ボランティア活動に励んでいます。

キャラバンメイトの職員が講師として様々な場に赴いて、認知症サポーターの
養成に努めています。

第38回 徳島オープンゲートボール選手権大会
生きがい・介護予防・健康づくりのために、県内
外のゲートボール愛好家の皆様と共にスポーツを
通じて交流しています。

サロン訪問
地域サロンに赴き、健康寿命をのばすこと
ができるように専門職による健康体操を
行っています。

ス テージ研修

昭和57年から回を重ね、第38回大会を開催しました。

利用者様のニーズに応えられるサービスを提供できるよう、ステージ全体で研修を行っていま
す。職員一人ひとりの技術向上、施設のレベルアップをめざしています。

介護まるごとネットワーク

防犯研修

感染症研修

意見交換や討論を行い、介護に対する
色々な考え方ややりがい、楽しさを知り
自身のモチベーションアップと介護サー
ビスの質の向上をめざしています。

利用者様の安全を守るため、日頃から防
犯意識を高め、訓練を行っています。

感染症を予防するためには、病原体を持
ち込まない・持ち出さない・広げないこ
とが大切です。
吉野川保健所のご指導のもと対策を学
び、感染症予防に努めています。
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老人保健施設 健祥会ウェル

訪問リハビリテーション
令和元年8月1日に、隣接の吉野川リハビリセンターよ
り事業所を引き継ぎ、訪問リハビリテーションを開所し

健祥会グループ

初の

５月より健祥会ウェ
ルで勤務を開始しま
した。毎日の業務を
こなしながら、日本
語の勉強と先進介護
の技術を身につける
べく、職場の仲間の
援助も受け、充実し
た毎日を過ごしてい
ます。

技能実習生

ました。在宅復帰後の支援が課題であっただけに、施設
利用から在宅生活まで切れ目なくサポートをさせていた
だきながら、お住いの環境に合わせた生活動作の訓練や
身体機能の維持向上に取組み、在宅で継続した生活が送
れるよう、リハビリスタッフが支援してまいります。

日本語を勉強し日本の介護技術を
身につけ、ベトナムに戻って仕事
に活かせるようにしたいです
技能実習生
チャン ティ トゥイ

新たな介護の「カタチ」に向けての取り組み
サービスの標準化を目指して

インカム

インカム(無線機)を活用した新しい

介護のカタチづくりに取り組んで
います。他のフロアや部署との連
携を図り、迅速な対応が取れる体
制を築いています。
業務の効率化だけでなく、職員間
のコミュニケーションのツールとし
ての役割を担っています。

サービスの標準化に向けて、業務マニュアルを可視化し、
「誰でも いつでも同じ方法で業務ができる」仕組み作り
に取り組んでいます。また専門性の底上げを目的に定期的
に委員会や研修会を実施し、サービスの質向上に努めてい
ます。

クラブ活動

生花クラブ・書道クラブ・音楽クラブ

施設内のクラブ活動に参加し、新しい趣味を見つけた
り、昔を思い出していただくなど、楽しく余暇の時間を
過ごされています。

4

Hug（ハグ）

SASUKE（サスケ）

介護ロボット

利用者様と職員の身体的負担
を軽減するため、介護ロボッ
トなどを試験的に導入しなが
ら、安心で安全な新しい介護
サービスのカタチづくりに取
り組んでいます。

地域活動
事代主神社（市場町大俣）の秋ま
つりは、小学生からご 高齢の方ま
で、多くの方々が賑わう地元のお
祭りです。担い手が少なくなる中
で、伝統文化継承のお手伝いをさ
せていただきました。これからも
「地 域 とともに」を 合 言 葉 に、私
たちにできる地 域 貢献をしてまい
ります。

毎月職員が一丸となって、施設周
辺の清掃を行っています。地域の
お役にたてるよう、美化活動にも
取り組んでいます。

特別養護老人ホーム 水明荘

皆様の想いを実現するために
水明荘ブティック
女性ならオシャレをしたい。いつまでも綺
麗でいたい。でも、なかなか服を買いにい
けない。そんな想いを叶えていただきたい
と、職員たちが感謝の日の行事のひとつと
して、ブティックを開店しました。
あれこれ迷ったりお気に入りを探したりと、
久しぶりのお買い物
気分を、楽しんでい
ただきました。

……………………………………………………………………………………

美味しい物を食べたい
「うまいもんが食べたい」
そんな想いに…
お誕生祝いや外出を兼ねて好きな物を食
べ、美味しい物を食べると自然と笑顔が
あふれてきます。

サービス力の向上に努めます

楽しくなる生活空間
自宅に近い環境で共同生活をしなが
ら、お一人おひとりの個性や、生活リ
ズムに応じた暮らしをしていただける
ようサポートしています。

……………………………………………………………………………………

生活を豊かに

より快適に

月に一度、ちらし寿司や梅シロッ
プなど利用者様が「食べたい」
「作りたい」と希望したメニュー
で調理活動を実施しています。
調理は楽しみだけでなく、身体機
能の維持向上や、調理器具を使用
し工程を考えることにより認知機
能へのアプローチとなります。ま
た昔よく作っていたメニューを料
理することで、回想法にもつなが
ります。利用者様のQOL(生活の
質)の向上をめざして様々なことに
取り組んでいます。

利用者様により良いサービスを提供するため、法律や制度・介
護技術や医療知識・死生観・倫理観などを学習し、職員の知識
向上をめざすと同時に、福祉人としての人間性を磨き皆様に安
心を提供出来るよう、日々努力しています。

アクティブ・シニア モデル事業
まだまだ人生これから！ 頑張るシニア世代が介護助
手として施設に配属され、介護業界の人手不足を解
消し、生きがいを持った生活を送るための
モデル事業を
実施しました。

オレンジカフェ
地域の憩いの場としての役割
を果たすとともに、専門職の
指導による体操や脳トレで認
知症予防を実施しています。
皆様、お誘い合わせの上お気
軽にご参加ください。

高齢者サポート
一人でお住まいの高齢者
様宅を訪問。看護師が福
祉についての相談や、健
康チェックなどを行い、
可能な限り在宅での生活
を維持するためのサポー
トをします。
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吉野川リハビリセンター

通所リハビリテーション

1

体操・筋トレ

2

屋外歩行

3

■「活動」と「参加」に焦点をあてたリハビリテーション
『近所の店まで歩いて買い物に行きたい』という目標の方には、

店での買いもの

■さまざまなアクティビティも充実

体力づくりとして、体操や筋力トレーニングと屋外歩行練習を。
外出支援としては、店での買い物というように利用者様のニーズ
にそったリハビリテーションを行っています。「うまくできるよ
うになりたい」と目標に取り組むことは満足感や充実感を得て健
康であることを実感できます。

毛糸苔玉

うどんレク

パワーディ・健康寿命88歳教室 ………………………………………………
■しっかり運動 元気にイキイキと 専門スタッフが指導する水中運動コース・マシーントレーニングコースがあります。
・パワーディ【吉野川市委託事業】

吉野川市在住の方を対象とした筋力アップ教室

・健康寿命88歳教室

健祥会独自の健康づくり教室
運動をはじめるようになって、
姿勢がよくなり、長い距離を
歩けるようになりました。

浮力を最大限に利用
水中運動

（70 歳代・女性）

マシーンを使ってのトレーニング

■健祥会イントロセンターセントラル
利用者様がおかれている環境や身体状況を踏ま
え、介 護 保 険サ ービスや介 護 保 険 外サ ービスな
どの活用により、みなさまがより良く暮らせるよ
うお手伝いをしています。

■健祥会在宅介護支援センター川島【吉野川市委託事業】
一人暮らしの高齢者の方の安否確認などの見守り支援や、
地域のサロンに理学療法士や作業療法士と出向き、健康体
操を行ったり、生きがい教室での講演を行ったりと、自宅で
の安心した生活が継続できるよう支援します。

◀健康体操で
転倒予防を図ります

他法人居宅介護支援事業所との事例検討会

▶お気軽にご相談ください
TEL
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生きがい教室での▶
講演会
「摂食嚥下について」

軽費老人ホーム健祥会ヴィラ・健祥会デイサービスセンター
利用者様お一人おひとりの意思を尊重し『その人らしく輝けるた
めに』職員が寄り添いながら、明るく健やかで充実した毎日を送っ
ていただけるよう、ヴィラ（別荘）の名に相応しい生活環境づく
りに全力で取り組んでいます。

ヴィラ伝統の健康体操

月に一度のお話し合い会

ヴィラ活き活き生活
利用者様がより充実した時間を過ご
せるよう
「バラエティに富んだクラブ
活動」
「 四 季を肌で感じる屋 外 行 事 」
を積極的に取り入れ皆様に「笑顔」と
「 喜 び いっぱ い 」の 活 き 活 き 生 活 を
心を込めて支援しています。

健祥会デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）
運営推進委員

工藤恒子様より

職員の励みとなる、心温まるお手紙をいただきました
〜運営推進会議に参加して〜
10月の運営推進会議の後で、スライドによる施設の説明や活動の様子を見せて頂きま
した。デイルームに入ると、机の上に置かれたタオルをたたんでいる利用者さんに目が
留まりました。一枚一枚きちっと端をそろえ、たたんでいる姿に胸が熱くなりました。次
の場所ではおやつ作りをしていました。指導員さんが、お一人おひとりに丁寧に教えて
おり、教えてもらった通りに作ろうと励む利用者様の表情は、、穏やかで作業を楽しんで
いるようでした。その姿からは認 知 症になっている人とは思えない 様 子でした。中 庭に
作られた花壇、廊下に展示された利用者様の作品を目にして、利用者様お一人おひとり
が自分が出来る事をして、、、
リハビリに励んでいる様子に感銘を受けました。

運営推進会議・ケアマネ見学会

生活リハビリを
中心に

利用者様ができること、
したいことを見つけ
だし、生 活 動 作として 毎 日 繰り返 すことで 、
日常 生 活 活 動 の自立と身 体 機 能 の 維 持・向
上を図れるよう、支援します。

おやつ作り、洗濯干し
洗濯たたみ、お茶出し
ご飯・おかずの盛付け
配膳、片付け、洗い物
草取り、園芸、生花
散歩、金魚の飼育

etc…
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グル ープ ホ ー ム 義満・デイセンター一休 さん
余暇の

施設内では歌や童謡のレクリ
エーションなど利用者様がよ
り楽しく充実した生活が送れ
るよう、余暇時間の充実を
図っています。

菊人形

見学

利用者様のご希望に応じた
買い物や、夕食に使用する
旬の食材の買い出しに、職
員と一緒に出かけます。
家族様と一緒に植物鑑賞へ
出かける時も、笑顔がはじ
けます。

お買い

もの

外出・お買い物

時間

利用者様お一人おひとりの
想いを大切にし、ゆったりと
した生活が送れるよう支援し
ます。
食事作りや洗濯、野菜作り
におやつ作りなど、自分ら
しく個々に役割を持ち、行
事やレクリエーションにも
参加していただきます。
日々の生活が楽しみや喜び
に満たされ、笑顔あふれる
空間となることをめざして
います。

やすらぎと喜びのある毎日を

グループホーム 義満

機能訓練

いつまでも住み慣れたご自宅
で、安心した生活が送れるよ
う利用者様の生活に合わせた
日常生活動作訓練や歩行浴運
動など身体機能の向上をサ
ポートします。創作活動、レ
クリエーションなど生きがい
を持って楽しく生活ができる
よう取り組んでいます。

在宅でご自分らしく
認知症予防や身体機能維持のため
に貼り絵や園芸、手芸、塗り絵、カ
ラオケなどの多種多様なプログラ
ムを提供しています。利用者様が
仲間づくりや趣味を楽しみながら
活動性を高め、在宅での生活を継
続できるよう支援します。

歩行浴

いつまでもお元気で

デイセンター 一休さん

創作

活動
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グループホーム加尾・デイセン タ ー お 龍

季節の移り変わりを感じていた

だけるようさまざまな催しを

行っています︒

共に学び︑共に支え︑共に歩み
穏やかで笑顔あふれる生活を

利用者様に安心して
楽しんでいただける
こ と を 第 一 に、外 出
支援にも積極的に取
り組んでいます。

家事仕事を利用者様
それぞれに担当して
いただき、役割づく
りに努めています。

在宅生活に
意欲・活力・喜びを

デイセンターお龍では自立支援を

目的としたデイサービスをめざし

て い ま す︒よ り よ い 在 宅 生 活 が 送

れるようお手伝いします︒

個別機能訓練では在宅で
の生活能力の維持・向上
をめざしています。

水中運動では、浮力
を利用し負担なく運
動が行えます。また
水の抵抗により筋力
の維持・向上が可能
です。
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ウェルステージ/周年記念事業

35th

軽費老人ホーム 健祥会ヴィラ開所35周年記念事業
昭和59年４月１日、 別荘のような住まいを との
想いを名前に込めて開所した軽費老人ホーム健祥
会ヴィラは、利用者様・家族様・これまでお世話
になった地域の方々に支えられ無事に35周年記念
事業を、盛大にお祝いをすることができました。
創設当時に想いを馳せ、原点に立ち返り、感謝と
今後の施設運営、利用者様へのサービスの質の向
上及び、地域貢献への想いを新たに誓った一日と
なりました。

幼少の頃、入居第一号木口サダコ様に記念品贈呈の
写真で当時を振り返る中村太一理事長

最年長(101歳)玉岡ミネ子様、入居30年目を
迎える佐藤初子様と共にくすだま割り

30th

地元川島高校生による生演奏

心を込めてお祝膳を

35周年の記念すべき日に
新元号「令和」発表

老人保健施設 健祥会ウェル開所30周年記念事業
平成元年４月１4日、徳島県では４番目、社会福祉法
人立ではただ１か所の老人保健施設としてオープン
し、30周年を迎えることができました。施設名の由
来は「ウェルエイジング」。健やかで元気に年を重ね
る、という意味が込められています。医療と福祉が一
体化した施設で、在宅復帰を念頭に介護・看護・リハ
ビリテーションを
提供し、自立支援
のための最適な
サービスにこれか
らも全力で取り組
んでまいります。

中村晃子本部長による、30周年を迎えての
感謝のご挨拶

10

職員の演奏をバックにメモリアルＤＶＤで
30年を振り返る

ご来賓・地域の方々と共に盛大なくすだま開き

ウェルステージ/合同敬老会

水明荘・吉野川リハビリセンター

地域コミュニティを大切に

紡ぎ続けて40年！
健祥会合同敬老会を開催できました！
おかげさまで、第40回 健祥会合同敬老会を開催できました！

吉野川市、阿波市で一つのステージ。各施設で合
同敬老会を開催し、施設の利用様のご長寿をお祝
いすると共に、地域の皆様のご長寿もお祝いさせ
ていただいています。
・第40回 水明荘・吉野川リハビリセンター
・第35回 健祥会ヴィラ
・第14回 義満・一休さん
・第 ９ 回 加尾・お龍

昭和55年の水明荘開所の年から毎年欠
かさず、敬老の日に「生そば 橋本」様
より打ち立ての香り高いそば50食を、
届けてくださっています。温かなお気
持ちや嬉しいお支えに心からの感謝を
申し上げます。

サテライト型
敬老会

地域とのつながりを大切に
サテライト敬老会も4年目を迎えること
ができました。今年は、城山クラブ様・
土成老人会様の2か所で開催。地域の皆
様と交流を深め、地域に根付いた施設づ
くりに努めます。

城山クラブ様/2019.9.22

土成老人会様/2019.9.24

笑顔はじける敬老会！

「生そば 橋本」楠本守様

皆様の笑顔が私たちの元気の源です！

40年間おいしいおそばをありがとうございます

納涼祭

夏の恒例行事である「納涼祭」。利用者様、家族様、
大勢の地域の皆様と一緒に楽しい夏の一夜を過ご
します。

利用者様、地域の皆様、職場の仲間に「今日がある」

7/31
感謝の日

ということに感謝し、その想いをカタチに表す「感
謝の日」。ウェルステージでは、毎年、献血活動
を行っています。また、各施設でも感謝の気持ち
をこめた行事を行います。

移動献血車内で献血

職員親睦
研修旅行

みんなで楽しくうどん作り

国内外からなるたくさんのコースの中から選ぶこ
とができ、心身のリフレッシュを図ります。知性
や教養を高める場ともなり、他施設職員との交流
を深める貴重な機会にもなっています。

四国八十八箇所参りを実施し、熊谷寺から藤井寺

11/11
介護の日

までを「介護の日」ののぼりを掲げ歩きました。
「介護の日」をアピールし、福祉が輝く未来や介
護の夢を語り合いながら歩くことで、介護・福祉
の魅力を再認識した日となりました。

百聞は一見にしかず

いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう

ハワイ /2019.10.23 〜 27

大河の会

ステージの職員が一堂に会する貴重な機会。理事
長や本部長はじめ、他施設の職員と食事やゲーム
で親睦を深めることができます。

職 員 募 集
介護職員・介護支援専門員・看護職員
リハビリ職員・調理員・栄養士など
◇研修制度、福利厚生も充実
◇キャリア・アップ制度応援
◇年齢・資格（介護職員・調理員）は問いません
◇パート可、勤務時間相談可能

あなたのチカラを
いかしてみませんか
お問い合わせ

健祥会グループ 人事部
セントラルホテル鴨島 /2019.7.11
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TEL 088- 642- 7522

各施設へも
お気軽にお問合わせ
ください

ウェルステージ 施設案内
老人保健施設 健祥会ウェル

特別養護老人ホーム 水明荘

吉野川リハビリセンター

軽費老人ホーム 健祥会ヴィラ

グループホーム 義満

グループホーム 加尾

グループホーム義満

● デイセンター一休さん

老人保健施設 健祥会ウェル

老人養護老人ホーム 水明荘

●グループホーム加尾

デイセンターお龍

●
●
●

●

吉野川リハビリセンター

軽費老人ホーム 健祥会ヴィラ
健祥会デイサービスセンター
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老人保健施設

健祥会ウェル

徳島県吉野川市川島町川島114番地3
TEL 0883-25-3333・FAX 0883-25-6233

1989年４月14日 開所
定員 120名

■施設利用
利用条件：病状が安定し入院治療が必要ではない、要介護1以上でリ
ハビリテーションが必要とされる方。
介護を必要とする要介護高齢者の方の自立を支援し、家庭への復帰を
めざすために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアは
もとより理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーション、栄
養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて支援します。
■ショートステイ（短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護）
利用条件：要支援または要介護1以上と認定された方
介護疲れの軽減、旅行や冠婚葬祭などで介護されている方が不在と
なり、介護が困難な場合などにご利用いただけます。

4階

フロア

アネックス 4階 フロア

施設内設備
■リハビリ室 (平行棒・歩行訓練用階段・ホットパック・
ウォーターベッド)

リハビリ室

訪問リハビリテーション
■自分らしい生活が送れるようお手伝いします。

リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士）
がご自宅へ伺

■大浴場・特殊浴室（特浴・チェア浴・個浴)

い、お一人おひとりの希望や目標に合わせたリハビリプロ

■居室 【従来型個室】16室（うちトイレ付き 11室）

く充実した生活が送れるように、様々な観点から生活の安

■診察室

■緊急治療室

【2人部屋】

13室（うちトイレ付き 2室）

【4人部屋】

15室

【3人部屋】

6室

■鉄筋コンクリート造り

(ウェル/5階建・ウェルアネックス/4階建)

グラムを考え、住み慣れた地域で心身の機能改善だけでな
心と快適を援助します。

対象者：要介護1〜5、要支援1・2の方
・専門的なリハビリをしたいけれど、通院が難しい
・年齢とともに日常での動作は難しくなってきた
・ベッド上の生活になってしまい、身体が硬くなってつらいなど

■建物延べ床面積：5,381.59㎡
■施設紹介

健祥会グループ初の老人保健施設として、1989年4月に定

員92名で開所。2002年2月にはウェルアネックスを増床し、
定員120名となりました。自立をめざした在宅復帰施設とし

て、
リハビリなどに力を入れています。

健祥会吉野川相談センター
■地域のみなさまのニーズにワンストップでお応えします。
地域包括ケアシステムの一端を担っています。

ご希望やお身体の状態に合わせて、吉野川市・阿波市の健

祥会グループ各施設の機能をコーディネートしながら、み

なさまにとって最適なご提案をいたします。サービスに関し

て、お困りごとやご相談をなんでもお申し付けください。
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日々移り変わる吉野川を
眺めながら健やかな日々を…

特別養護老人ホーム

水

明

荘

1980年４月1日 開所
平成８年贅沢特養水明荘として再スタート
定員 80名（ショートステイ 15名）

徳島県吉野川市川島町川島106番地
TEL 0883-25-2333・FAX 0883-25-6234
■施設利用

利用条件：原則要介護３以上の方が利用可能。
在宅での生活が困難な要介護高齢者の方に対して、食事・入
浴・排泄などの日常生活上の介助、機能訓練、健康管理など療
養上のケアを提供。できるだけ自立した生活を送っていただけ
るよう支援します。
■ショートステイ（短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護）
利用条件：要支援または要介護１以上と認定された方が利用可
能。家庭における介護が一時的に困難になったときや、ご家族
の介護負担の軽減のため、ショートステイにより、日常生活の
サポートを行います。

2階 フロア

１階 談話コーナー

４階 廊下

散髪コーナー

居室

施設内設備
■大浴場・特殊浴室（特浴・チェア浴）

４階 フロア

■機能訓練室（平行棒・プラットホーム他）
■居室【従来型個室】48室（うちトイレ付き17室）
【２人部屋】４室
【３人部屋】５室
【４人部屋】６室

計63室

■鉄筋コンクリート４階建
■建物延べ床面積：4,810.61㎡

美しい川島の地、
高齢者の憩いの家たれとの願いを込めた
健祥会発祥の施設です。

特殊浴

特殊浴

水明荘ヘルパーステーション
■介護予防・生活支援サービス事業・緩和型（要支援１・２）

ホームヘルパーがご自宅を訪問、調理や洗濯などをお
手伝いしながら、利用者様自身ができることが増える
よう支援させていただきます。
お問い合わせ▶0883-25-2333
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通所リハビリ

吉野川リハビリセンター

住所 徳島県吉野川市川島町川島106番地2
TEL 0883-26-3010 / FAX 0883-26-3011

2015年４月１日 開所
定員60名

■リハビリ専門のスタッフが多く配置された日帰り型サービスです。
プールや各種リハビリテーション機器が設備されており、それぞれの
希望に応じたリハビリが受けられます。
地域の在宅サービスの拠点として、誰もの願いに寄り添って、すべての
高齢者が住み慣れた街で、生きる喜びを感じながら、健康で安心した
生活が送れるようお手伝いしてまいります。
サービス提供日：毎日（12月31日〜翌1月2日および台風・積雪など、
天候の極めて悪い日などを除きます）・時間：９：30〜16：00

居宅介護支援事業所

健祥会イントロセンターセントラル
ＴＥＬ０８８３-２５-５７７７

介護が必要な方と介護保険サービスをつなぎ、寄り添うケア
プランを作成。ボランティア団体や病院など様々な社会資源
の活用もご提案いたします。

健祥会在宅介護支援センター川島
ＴＥＬ０８８３-２５-５７７７

吉野川市の委託事業として、
１人暮らしの高齢者宅を訪問。安
否確認や介護予防サービスをお届けします。

低料金で安心・安全の健康づくりのお手伝い
●吉野川市地域支援事業
（パワー・デイ）

吉野川市内に在住の方を対象とした筋力アップ教室です。マシント
レーニングコースと水中運動コースがあり、専門スタッフの指導のも
と無理のない全身運動で、身体が若返る感覚を実感できます。

●健康寿命８８歳教室

健祥会独自の健康づくり教室です。パワー・デイ卒業後は８８歳教室
でトレーニングを継続し、健康維持にお役立て下さい。
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地域の在宅サービスの拠点と
なることを目指しています。

軽費老人ホーム

健祥会ヴィラ

住所 徳島県吉野川市川島町桑村361番地1
TEL 0883-25-2556 / FAX 0883-25-5030

1984年4月1日 開所
定員50名

■施設利用
利用条件：原則60歳以上(ご夫婦の場合は一方が60歳以上)
身体機能の低下などにより自立した日常生活を営むことについて
不安があると認められる方、家族により援助を受けることが困難
な方が、低額な料金で利用できる施設です。利用者様が明るく活
き活きと自立した生活をおくれるよう、専門スタッフが様々なご
相談に応じながら暮らしをサポート。食事・入浴などの日常生活
上のお世話や、生活相談及び援助、社会生活上必要な手助けなど
を受けながら、安心して生活していただけます。

■食事
栄養のバランスを考慮した上で、利用者様の嗜好や体調に配慮しなが
ら、日々の献立に工夫を凝らしています。また、季節や年中行事にあわ
せての行事食、お好みのメニューが選べる選択メニューの日やバイキン
グの日なども織り交ぜ、楽しく召し上がっていただいています。

■入浴
男女それぞれの浴室で、毎日入浴していただけます。
季節の変わり湯…桜湯・菖蒲湯・よもぎ湯・ゆず湯なども
お楽しみください。

■居室環境
1階

談話室

食堂

認知症対応型通所介護

健祥会デイサービスセンター

定員は50名。個室48室、夫婦部屋(2人部屋)1室。全室個室のプラ
イベート空間です。

住所 徳島県吉野川市川島町桑村字岡山361番地1 2015年8月1日 開所
TEL 0883-25-2772
定員：12名（認知症デイ）
利用条件：要支援・要介護認定を受け、認知症であると医師より診断
された方。利用者様が、それぞれの身体状態や介護度に応じて、でき
るだけ自立した日常生活を営めるようサポートする通所サービスで
す。できることを見つけて役割を担ったり、喜びや楽しみに出会った
りしながら、穏やかに日々を送っていただけるよう専門の介護職がお
世話します。
営業日／毎日（12月31日〜翌1月2日および台風・積雪など、天候の
極めて悪い日などを除きます）
基本サービス提供時間／9:30〜16:45
ご要望に応じて、7時〜19時の拡大サービスも承ります。

家族様の介護の負担軽減などにも
お役に立ちます
デイルーム

個浴

リハビリ室

談話室

和室
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グループホーム

義

満

徳島県阿波市土成町郡字郡原131番地1
TEL 088-695-5152・FAX 088-695-5155

施設理念
・私たちは家庭的な環境のもと、
やすらぎと喜びのある生活が送れるよう
一人ひとりの想いを大切にし心からの優しさで支援します。
・ご家族・地域との繋がりを大切にし季節毎の行事や
外出する機会を作り社会参加の場を支援します。

2006年３月1日 開所
定員18名

認知症のご高齢者が少人数の家庭的な環境のもと、専門スタッフのサ
ポートを受けながら、共同生活を営む居住施設です。利用者様のこれ
までの生活を尊重しつつ、自己選択・自己決定ができる環境の中で暮
らしていただけます。最先端の認知症ケア、個別ケアにより、認知症
の症状の進行を緩和させ、できるだけ自立した生活をおくれるよう、
家族のように24時間寄り添い、家庭復帰をめざします。

食堂・談話室

居室

一般浴

個浴

■事業内容：認知症対応型共同生活介護
■施設概要：木造平屋建 639.87㎡
個室
（６畳）
・居間
（床暖房完備）
・食堂・談話室・浴室など
■利用条件：阿波市在住で要支援２、要介護１〜５の認定を受けられた
認知症の方で共同生活がおくれる方。

デイセンター

一休さん

2006年３月1日 開所
定員（月・水・金）35名
（火・木・土）30名

徳島県阿波市土成町郡字郡原131番地1
TEL 088-695-5151・FAX 088-695-5155

施設とご自宅の間を送迎し、日常生活を営むのに支障のある方や、介
護が必要な在宅のご高齢者に、生活介助や介護、介護予防サービスを
受けていただきます。食事サービスやさまざまなレクリエーションメ
ニュー、入浴、温水プールでの歩行浴や日常生活動作訓練などを通し
て、心身機能の維持向上とともに社会的孤立の解消を図ります。同時
に、ご家族の身体・精神両面での負担を軽減します。

■事業内容：通所介護サービス
■施設概要：木造一部鉄筋平屋建 566.15㎡
浴室（歩行浴・一般浴・特浴）・機能訓練室・食堂
静養室など
■定 休 日：日曜日
■利用条件：要支援１・２、要介護１〜５の認定を受けられた方。

デイルーム

心もからだも生き生きと
人とあたたかくつながって
毎日が輝いていますように
レッドコード
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歩行浴

チェア浴

グループホーム

加

尾

施設理念

徳島県阿波市阿波町勝命北10番地1
TEL 0883-35-8112・FAX 0883-35-8271

2011年6月1日 開所
定員18名

・家庭的な雰囲気の中で、共に学び、共に支え、共に歩み、
穏やかで笑顔あふれる生活を支援します。
・家族との絆・地域とのつながりを大切にします。

認知症のご高齢者が少人数の家庭的な環境のもと、専門スタッフのサポートを
受けながら、共同生活を営む居住施設です。

加尾ユニット/食堂・談話室

■利用条件：阿波市在住で要支援２、要介護１〜５の認定を受けられた認知症の方で
共同生活がおくれる方。
■施設概要：木造一部鉄筋平屋建
加尾・床面積/345.88ｍ²
佐那・床面積/286.09ｍ²

居室/和室

居室/洋室

個浴

デイセンター

お

龍

佐那ユニット/食堂・談話室

2011年6月1日 開所
定員
（月〜金）
35名
（土）
30名 ・
（日）
25名

徳島県阿波市阿波町勝命北10番地1
TEL 0883-35-8111・FAX 0883-35-8271

施設とご自宅の間を送迎し、日常生活を営むのに支障のある方や、
介護が必要な在宅のご高齢者に、生活介助や介護、介護予防サービ
スを受けていただきます。食事サービスやさまざまなレクリエー
ションメニュー、入浴、温水プールでの歩行浴や日常生活動作訓練
などを通して、心身機能の維持向上とともに社会的孤立の解消を図
ります。同時に、ご家族の身体・精神両面での負担を軽減します。

■利用条件：要支援１・２、要介護１〜５の認定を受けられた方。
■施設概要・床面積/569.75m²

・建物構造/木造平屋建

■営業日/毎日（1月1日・2日および台風・積雪など、天候の極めて
悪い日などを除きます）
■基本サービス提供時間 9:00〜16:30
■申し込み方法
施設に直接お問い合わせ下さい。

■サービス内容
■レッドコード…楽しみながら無理のない運動で、身体機能や運
動機能の回復と維持を図ります。
■歩行浴…浮力により、膝や腰に負担をかけず、楽に運動がで
き、水の抵抗による負荷で筋力や筋持久力が強化されます。

歩行浴・ジャグジー

チェア浴

家庭的なぬくもりのなか
生きる嬉しさや喜びを
デイルーム
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清流吉野川の流れる地域で穏やかな日々を
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