ず っ と 健 康 こ の 街 で

吉野川市・阿波市

団

ウェルステージ

だより 2021

健祥会ウェル・水明荘・吉野川リハビリセンター・健祥会ヴィラ・義満・一休さん・加尾・お龍

結 力 でコロナに打ち勝とう

Let's Unite to Fight Corona

新しい生活様式でのケアへの取り組み

ウェルステージは挑戦し続けます！

普段と違うかたちでの行事や生活パターンになった2020年。ウェルステージでも、利用者様が安心して生活が

めまぐるしく変化していく環境のなか、力強く柔軟に対応してまいります
リモート
阿波踊り

新しいスタイルの阿波踊りに初挑戦！
元気を発信しました。普段は桟敷に行かないと観ることのできない
阿波踊りを一緒に楽しむことが出来ました！

続けられるよう、職員は、学び、工夫をし続けています。あたたかい支援を心がけ、ますます進化していきます。

合同
敬老会

各施設で合同敬老会を開催。
地域の方や家族の方と一緒の開催はできませんでした
が、職員・利用者様みんなでご長寿をお祝いしまし
た。晴れやかな顔、照れた顔、涙と笑いの混ざり合っ
た素敵な笑顔をたくさん見ることができました。

健祥会グループ リモート阿波踊り by KIRARI
徳島市国府町の健祥会トゥモローホールと20施設を
web会議ツールで繋ぎ、ホールでは健祥会グループ連
の職員たちがぞめきのリズムを奏でます。それにあわ
せて施設では、利用者様、園児、そして職員、総勢210
名が踊りました。

感謝の日
7/31

オンライン
面会

長期間、面会禁止が続く
中、心配されている家族様
とのオンライン面会が出来
るようになりました。話し
たいこと、たくさんありま
すよね。

利用者様や地域の皆様、職場の仲間たち
のおかげで「今日がある」ということに感
謝し、想いをカタチに表す感謝の日。各施
設で感謝の気持ちをこめた行事が開催さ
れました。

ウェルステージ恒例
献血活動

介護の日
11/11

毎年、恒例の納涼祭や秋まつ
り。施設内での実施となりま
したが、大いに盛り上がりまし
た。季節の移り変わりを感じ
る、また、世代を超えて受け
継 いでいく大 切な行 事とし
て、
しっかりと行いました。

仲間に感謝
楽しいうどん作り

りがとう
日、あったか介護あ
毎
、
日
いい
、
日
いい

職員・利用者様と一緒にか
わいい園児のうたやお遊戯
の映像を楽しんでいただき
ました。自然と手拍子や足
拍子がおこり、笑 顔があふ
れるひと時となりました。
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納涼祭
秋まつり

認知症サポーター養成講座

ステージ研修

キャラバンメイトの職員が講師と
なって、認知症サポーターの養成
に努めています。
対面とオンラインどちらでも選択
のできるハイブリッドでの研修を
行いました。

利用者様のニーズに応えるサービス
を提供できるよう、ステージ全体で
研修を行っています。
新型コロナウイルス感 染 症予防と
感染拡大防止のため、吉野川保健
所による研修や、阿波吉野川警察署
による防犯訓練など、正しい知識の
もと、発生時の様々な対応 策を具
体的に学びました。

ステキな笑顔でパシャッ！ 大切な1枚に！

大撮影会
大撮影会を開催し、いい記念になると喜んでいただきました。

新型コロナウイルス感染症高齢者施設発生想定訓練伝達研修

新型コロナウイルス感染症研修
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特別養護老人ホーム 水明荘

老 人 保 健 施 設 健 祥会ウェル

加算型から在宅強化型へ 〜充実したリハビリと生活リハビリの実践〜

優しい心を利用者様に…

健祥会ウェルは令和2年8月1日より在宅強化型に
移行しました。理学療法士・作業療法士による個別
リハビリを週3回実施し、自立支援を目的に在宅復
帰に取り組んでいます。また、令和元年12月より生
活リハビリ推進チームを発足させました。
「生活リ
ハビリ」とは、利用者様の身体・認知機能の維持と
向上のために、個別リハビリに加えてリハビリス
タッフから指導を受けた介護・看護職員が、その方
に合わせた訓練を日常的に行うものです。

定期的にリハビリスタッフから、生活リハビリの進捗状況
報告会を実施しています。

ＩＣＴの活用

排泄ケア研修

with コロナ

認知症ケア研修

新型コロナウイルス感染症の感染が拡
大する中で、特に介護現場では人と人
との接触を通じた感染拡大の懸念が
生じています。そのため職員へのオン
ライン研修を実施しました。王子ネピ
ア株式会社様に「排泄ケアについて」、
健 祥会学園に「認知 症について」の
講義をしていただき、非常に有意義な
研修となりました。

ウェルではインカム（無線機）を用いて、利
用者様の対応や職員同士の連携に使用してい
ます。特に夜間帯や手薄な時間にも瞬時に連
絡が取れるため、早急な対応にあたれるだけ
でなく、職員の負担軽減にも繋がっています。

介護職員初任者研修（2 か月）科

祝100歳

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
施設内の感染予防のため、面会制限を設
けてまいりましたが、利用者様や家族様の
不安を少しでも取り除きたいという想い
から、
「Ｌ
ＩＮＥ」
と
「ＺＯＯＭ」
を利用したオン
ライン面会を7月より開始しました。利用
していただいた家族様より、
「足が不自由
でもう会えないと思っていたので会えて
よかった」
や、
「顔を見ることができて安心
した」
などの声をいただきました。

ユニットケア

生活リハビリ

その人が望む生活スタイルに合った柔軟なケアをめざしています。若い時
に身につけた技量や感覚をこれからも活かしていただけるように、様々な
レクリエーション活動を行っています。

日常生活の動作すべてにリハビリの意味を持たせ、身体機能維持を目
標にお一人おひとりに合わせた機能訓練を実施しています。

認知症ケア

看取りケア

認知症状に応じたケア・進行予防に繋
がるケアを行えるように、それぞれの
タイプについて職員も勉強会を実施し
ています。また余暇時間には音楽 療
法や集団学習療法を実施しています。

看取り期に穏やかにその
人らしくいられるために
居室環 境の 整 備や必 要
なケアの見直し、そして
振り返り等 を 定 期 的 に
行っています。

笑顔溢れる生活をめざして…
新型コロナウイルス感染防止のため思うように外出ができない…。そんな中、少しでも楽しん
でいただけるように少人数で調理活動や映画鑑賞、施設の中庭での花火や焼き芋など、感染
対策を行いながら施設でのレクリエーションや行事に取り組んでいます。

4

健祥会ウェルでは、今年度3名の利用
者様が100歳を迎えられました。徳島
県と市町村の担当者様より、賞状と
記 念 品を 利 用 者 様 へ お 渡しいただ
き、ご家族と一緒にくす玉を開きお祝
いをしました。これからもお身体に気
をつけて、元気にお過ごしください。
ご長寿おめでとうございます。

地域に出向いてのサロン活動が出来ない
中、ウェルでは地域の方に向けて、介護
保険や認知症、感染症予防などについ
て、各専門職種からのコラムを掲載した
広報誌を発行し、地域の公民館などに
置かせていただきました。今後も地域の
方のお役に立てるような情報を、定期的
に発信していきたいと考えています。

オンライン敬老会
今年度の合同敬老会は、家族様や地域の方、
ご来賓の招待は控え、施設内で行いました。
コロナ禍でも、どうすれば利用者様をお祝い
し、家族様に安心していただけるかを考え、
式典時・式典後にオンラインツールを用いて
家族様に参加していただきました。式典時に
はひ孫様が「おばあちゃん、おめでとう」と大
きな声で祝福されていました。

地域活動

花火

令和2年9月30日より、介護職員初任者研修（2か月）
科を開催しました。この研修は、受講者が訪問介護・施
設介護に必要な基礎知識及び基本技能・技術を習得し、
基本的な介護業務を行うことができるようになることを
目的としたものです。今回は介護現場での就労をめざす
6名の方が受講されました。受講後に希望の就職先へ就
職できるようお手伝いさせていただきました。今後も新
しい介護職員の育成に取り組んでまいります。

ONL I NE

お盆の日、ご先祖様の供養とともに昔懐かし
ラムネ、かき氷、はったい粉

調理活動

菊人形の鑑賞

式典後、別の場所でオンライン面会を行
い、皆様の笑顔を見せていただきました。
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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

通所リハビリテーション｜健康づくりは、具体的な目標設定から
「家で風呂に入れたらなぁ」
「買い物に行きたい」
「好きな音楽をもう一度」
「階段をしっかり歩きたい」
「俳句を
つくってみようかな」の気持ちを大切に、思いを実現できるケアとリハビリテーションにチャレンジしています。
基本となる身体機能はしっかり伸ばしながら、住み慣れた場所での生活を続けられるよう、目標を掲げ取り組む
ことが重要です。
「したい」から「できる」生活へ変えていきましょう。

段
神社の階
すよ！
ま
のぼり

Let's challenge!!

100％の幸福感を実現します

充実した設備

たぐ。
持って、ま
を
り
す
手
この
いいな♡」
「できたら

ら？」
、おいく
「この苗
買い物
ンターで
ホームセ

Life

ご意見をお聞かせください
毎月開催している
『お話し合い会』
において利用者様から、様々な
十五夜で一句

夫との夏の思い出

バイオリンは学生時代
から好き

ご意見をいただき施設運営に役

いい作品ができました！

立てています。

■健祥会在宅介護支援センター川島

皆様の
﹁したいこと﹂を
応援 ♬

せなさい
は、まか
け
付
え
植

元気で朗らかに

充実のヴィラ

施設理念である『１００％の幸福感実現』を念頭にヴィラでは様々
な行事を提供しており、また利用者様の「したいこと」を取り入れ
た、クラブ活動を数多く実践しています。
お一人おひとりの意思を尊重し、健やかで充実したヴィラＬｉｆｅを
送っていただけるよう、全力で取り組んでいます。

健祥会デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）

【吉野川市委託事業】

地域で暮らす高齢者の方への定期的な訪問での相
談、サロンでの健康体操指導に出向き、自宅で安
心した生活が継続できるよう支援します。

令和２年８月１日、健祥会デイサービスセンターは
おかげさまで５周年を迎えました。
利用者ご家族、地域の方々とともに盛大にお祝い
したいところでしたが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、皆様の安全を第一に考え

健祥会インディペンデント吉野川｜パワーデイ・健康寿命88歳教室

て、利用者様と職員のみでお祝いしました。
これからも、利用者様・家族様のニーズに応える、

パワーデイ（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

地域に密着したデイサービスとして頑張ります！！

健康寿命88歳教室 … 健祥会独自の健康づくり教室
水中運動コース、マシーントレーニングコースそれぞれ、専門のスタッフが指導します。

anti-aging で
人生の質を高めよう

生活リハビリを中心に
６つのマシーンを使って、全身の運動をおこないます

利用者様の「その人らしさ」
「在宅生活継続」を目標に、日常的に行う動作
に焦点をあてた生活リハビリを実践しています。

◁寺川様
（中央）
にお話を伺いました
福田運動指導員、西岡ＰＴと

●生活リハビリプログラム
（例）

プールもマシーンも専門的な指導のおかげで痛みの軽減、持久力・バ

おやつ作り

ランス力が向上し、身体状態は改善しています。体だけでなく、気持
ちも晴れやかになり、心から楽しめることが増えました。
一緒に運動している仲間も支えになってます。ここに来るのがとても
楽しみなんですよ。
6

洗濯干し・洗濯たたみ

片付け

ご飯・おかずの盛付け

生け花

散歩

金魚の飼育

お茶出し

洗い物

配膳

草取り

園芸

etc

丁寧な指導なので、楽しみながら運動ができます
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グル ープ ホ ー ム 義満・デイセンター一休 さん

菜

グループホーム 義満

グループホーム 加尾

心からの
優しさと
笑顔で
支援します

家庭

グ ル ー プ ホ ー ム 加尾 ・ デ イ セ ン タ ー お 龍

園

穏やかで笑顔あふれる生活を
季節の移り変わりを感じていただける
よう創意工夫し、催しを行っています。

朝の

体

操
・外出支援への取り組み

利用者様が活気ある一日を過ごせる
よう、それぞれに役割を担っていた
だいています。

食事の準備や洗濯たたみ、野菜の栽培
など、自宅での暮らしを再現し、家庭

コロナ禍の中、利用者様に安心して楽しんでいた
だけることを第一に心がけています。

家族として支える絆

的な空間になるよう心掛けています。

納

焼

祭

行浴

大人気！

芋

余

パーティ

暇

活動

利用者様お一人おひとりの思いを大切に、
その人らしさを尊重します。

デイセンター お龍

デイセンター 一休さん

活力のある
日
1と
喜びのある
生活を

歩

涼

・個別ケアへの取り組み

活き活きと活力ある在宅生活のために
利用者様の在宅生活の充実と自立支援をめざし
活力ある生活が送れるようサポートさせていただきます。

手芸＆創作

活

動

利用者様個々のニーズに合わせた手
芸や、脳トレなど多種多様なプログ
ラムをご用意し、認知症予防に努め
ています。

・機能訓練
在宅での身体機能・生活の質の
向上をめざしています。

多くの利用者様が下肢筋力
維持・向上のため、利用さ
れています。

機能訓練では、レッドコード
を使用し、主に上肢の機能向
上を図っています。
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機

能訓練

輿で
手作り神 ！
イ
ワッショ
ワッショイ！

・歩行浴

浮力を最大限に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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老人保健施設

健祥会ウェル

特別養護老人ホーム
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

水

明

荘

■施設利用

■施設利用

日々移り変わる吉野川を
眺めながら健やかな日々を…

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。

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（短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護）

■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。

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)
■大浴場・特殊浴室（特浴・チェア浴・個浴)
■診察室

■緊急治療室

■居室 【従来型個室】16室（うちトイレ付き 11室）
【2人部屋】

13室（うちトイレ付き 2室）

【3人部屋】

6室

【4人部屋】

15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)

リハビリ室

リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士）がご自宅へ伺
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
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

■機能訓練室（平行棒・プラットホーム他）

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

【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㎡
居宅介護支援事業所

健祥会ケアプランセンター

■経験豊富なケアマネジャーが介護保険サービスやお困り
ごとの相談をお受けいたします。

なんでもお気軽にお電話ください
☎ 0883-25-5777
（吉野川リハビリセンター/イントロセンターセントラルからの移転・名称変更）
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４階 フロア

■居室【従来型個室】48室（うちトイレ付き17室）

て、
リハビリなどに力を入れています。

て、
お困りごとやご相談をなんでもお申し付けください。

施設内設備

・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

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

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

居室

■大浴場・特殊浴室（特浴・チェア浴）

員92名で開所。2002年2月にはウェルアネックスを増床し、

ご希望やお身体の状態に合わせて、吉野川市・阿波市の健

４階 廊下

・年齢とともに日常での動作は難しくなってきた

健祥会グループ初の老人保健施設として、1989年4月に定

地域包括ケアシステムの一端を担っています。

散髪コーナー

■自分らしい生活が送れるようお手伝いします。

■施設紹介

■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。

2階 フロア

１階 談話コーナー

訪問リハビリテーション

■建物延べ床面積：5,381.59㎡

健祥会吉野川相談センター

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

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

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

■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。

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。

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

■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。

健祥会在宅介護支援センター川島

家族様の介護の負担軽減などにも

ＴＥＬ０８８３-２５-５７７７

お役に立ちます

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。

デイルーム

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。

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。
個浴
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リハビリ室

談話室

和室
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グループホーム

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。

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

食堂・談話室

居室

■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

■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。

一般浴

個浴
居室/和室

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。

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。

■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

歩行浴・ジャグジー

人とあたたかくつながって

家庭的なぬくもりのなか

毎日が輝いていますように
レッドコード

14

チェア浴

歩行浴

チェア浴

生きる嬉しさや喜びを
デイルーム
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吉野川市・阿波市

2021年号

ウェルステージ

施 設 M AP

近くて安心・便利！

義満
（土成町）

連携もスムーズです！

5.6km

約12分

発行編集／ウェルステージ

各施設間の距離は15分未満！
健祥会
ウェル
（川島町）

●

グループホーム義満
デイセンター一休さん

●

●
●
●

特別養護老人ホーム 水明荘
吉野川リハビリセンター
●グループホーム加尾

デイセンターお龍

加尾
（阿波町）

8.1km

約13分

水明荘
（川島町）

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

職員親睦研修旅行

あなたのチカラをいかしてみませんか

健祥会グループ福利厚生の目玉といえば職員親睦研修

介護職員・介護支援専門員・看護職員

ができ、心身のリフレッシュが図れます。コロナ禍の中、

リハビリ職員・調理員・栄養士など

知識や教養を高める機会とします。

旅行。国内外からなるたくさんのコースより選ぶこと

自粛となっておりますが、状況を見ながら、開始し、

◇研修制度、福利厚生も充実
◇キャリア・アップ制度
◇（介護職員・調理員）
年齢・資格は問いません
◇パート可、勤務時間相談可能

お問い合わせ

健祥会グループ 人事部

TEL 0 8 8 - 6 4 2-7 5 2 2

各施設へも
お気軽にお問合わせ
ください

ドバイ
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※不許複製

職 員 募 集

※紙面の写真・文章等に関してはご本人の同意を得て掲載しています︒

老人保健施設
健祥会ウェル

