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Ⅰ 阿 南 健祥会アンダルシア・笑顔毎日・健祥会セビリア・健祥会バイエルン
緑風会ルネッサンス・緑風会登子・緑風会尊氏

福祉は人
Wohlfahrt ist eine Person（独）

人は心
Corazón de la gente（西）

心と心
Cuore e cuore（伊）
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各施設にお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。

健祥会バイエルン
健祥会セビリア

緑風会ルネッサンス

緑風会登子・尊氏
健祥会アンダルシア

笑顔毎日

2018
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香川

四国のこの辺！
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阿南駅

見能林駅
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桑野駅

新野駅

阿波福井駅

由岐駅（臨）田井ノ浜駅

木岐駅



●合同敬老会では、毎年地域の方と共に皆様のご長寿をお祝いしています。
●防災においては毎年避難訓練や災害時訓練を実施するなど、いざというときに
　備え日頃から顔の見える関係づくりに努めています。
●清掃活動では北の脇海水浴場や阿南天神祭りのごみ拾い、道路清掃など、様々
　な場所で地域の美化活動を行っております。
●健康予防への取り組みとして阿南市役所の見学や那賀川町にあるミニ八十八
　カ所巡り、羽ノ浦町で地域合同運動会などを行っています。

2 3

利用者様でつくる笑顔の輪利用者様でつくる笑顔の輪
サウスⅠステージでは、様々な施設種別があり事業内容も異なっておりますが

共通して言えることが「利用者様の生活の満足」です。
利用者様の日々の生活に寄り添い、自立した生活が送れるように努めており、多くの笑顔であふれています。

私たち職員一同、より多くの幸せを届けられるように取り組んでまいります。

人との出会いに
「ありがとう」

地域活動
Regional activity

健祥会グループは「地域と関わること」を積極的に行っています。
自助・共助を念頭に地域と共に歩み、楽しいひと時や外出活動をサポートしています。

女性が輝く取り組み ～魅力ある職場～

サウスⅠステージでは、多くの女性職員が活躍中です。多様で柔軟な雇用
形態により、それぞれのライフステージに合った働き方をしています。グ
ループとして、女性管理職比率や女性の非正規職員から正職員への転換
が多いなど、女性が働きやすい職場づくりに取り組む企業に対する「え
るぼし」認定を、県下で初めて受けており、また、管理職者が多く仕事のキ
ャリアアップが可能な職場です。男女職員がともに協力し、福祉業界の最
先端をめざし、日々、頑張っています。

｜職員親睦研修旅行
グローバル人財の育成に向けて多くの
国内外への研修を実施しています。

［平成28・２９年度の旅行先］
オーストリア、ドイツ、スイス、スペイン、
イタリア、フィンランド、オーストラリア、
ニューカレドニア、ハワイ、シンガポール、
マカオ、台湾、韓国、屋久島、沖縄、
北海道、東京ディズニーランド、ＵＳＪ、
宝塚など

｜職員親睦懇談会
ステージ内施設の職員が一同に会し、
親睦を図っています。

｜健康診断の充実
人間ドック、年１回の定期健診、がん検診
など、職員の健康管理に努めています。

｜職員優待
連携会社の各種取引サービスが受け
られます。

充実の福利厚生

健祥会グループに決めた理由

2017.10.5 　
マリアテレジア像

緑風会デイセンター
尊氏

介護職員
利用者様を大事にして
いる法人・施設であると
思ったからです。

緑風会デイセンター
モナ・リザ
生活相談員

福祉の仕事に就きたいと
思い、知人からよい現場
だと紹介されました。

健祥会バイエルン
事務職員

健祥会は様々な地域
活動を実施しており、
社会貢献できる組織で
あることに魅力を感じま
した。

健祥会アンダルシア
介護支援専門員

専門職としてずっと仕事
ができるグループと
思ったからです。日々、
頑張っています。

健祥会バイエルン
理学療法士

「利用者様本位のサー
ビスをしているのがいい
なあ」と感じたからです。

健祥会グループでは楽しく明るく
仕事ができる職場をめざして
います。職員が力を合わせて
利用者様が満足できる良い生活
を確保し、介護の魅力アップを
図っています。
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素早く対応するのが
売りです！！

イントロセンター那賀及び阿南では、利用者様それぞれ
のニーズに細かく合わせたサービスを組み合わせる
ことで、いくつになってもその人が「こう暮らしたい」
と思える毎日を過ごせるように支援しています。その方
にあったサービスとは何か？一人ひとりのニーズは異
なりますが、しっかり向き合うことでその方が本当に望ん
でいることに寄り添い、長く在宅生活を続けていただ
けるよう支援しています。

＊入浴の手助けをしてほしい･･･
＊近所の人と楽しく過ごしたい･･･
＊リハビリをしたい･･･
介護保険のことが
よくわからないなど
お気軽にご相談ください。

4 5

自宅で自立した生活をするための
ケアプランの作成やサービス
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用
できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が
心身の状況や生活環境、利用者様・ご家族の希望などに
沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成したり、
サービスを提供する事業所などとの連絡・調整を行い
ます。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者
向け住宅の利用者様も対象となります。

○対象者
　・要介護１以上の認定を受けた方

○ケアプランの作成
　・ケアマネジャーが心身の状況や生活環境、利用者様
　やご家族の希望などに沿ってケアプランを作成します。
　・サービスの連絡・調整は、利用者様に代わって要介護
　 認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを
　 行います。

■総合相談業務
生活のことや健康面、介護相談など様々な相談を受けています。
■権利擁護業務
皆様の財産や権利を守るお手伝いをします。
■地域のネットワーク
地域の各種団体の連携づくりに努めています。
■介護予防業務
体力づくりや介護予防への意識向上に取り組んでいます。
介護サービスの利用調整を行っています。

| 施設情報
要介護者、要支援者、総合事業の方を対象として生活
援助や身体的な支援を行っています。利用者様にとって
自立できる生活を念頭に置き、介護支援専門員や他の
サービス事業所との連携に努めています。

営 業 日　年中無休（年末年始除く）
　　　　　相談に応じて早朝や夜間の対応も
　　　　　行っています。

通常の実施地域
阿南市（伊島を除く）、小松島市

介護を必要とされる方が、ご自宅で快適に生活が送れるように、
資格を持った介護職員が自宅に伺い、身の回りのお世話や自立
支援のためにサービスを提供します。

●訪問介護員に対する個別研修を実施している
●サービス提供責任者と訪問介護員との伝達報告
　連携ができている
●訪問介護員の健康診断を実施している
●緊急時対応方法の明示ができている
●訪問介護員の介護福祉士の占める割合が高い
●重度の利用者様の割合が高い

居宅介護支援事業所の役割

利用者様の良きパートナーとなるように
心がけております。

活動紹介 ～共に助け合い自立を～

2017.5.12 
成年後見制度の勉強会

2017.8.22 
認知症サポーター養成講座

ヘルパーの安心教育体制

介護保険制度についても分かりやすく説明します。

サービス提供責任者が訪問に付き添い指導します。

毎月、楽しく勉強会を開催しています。

個人の力量に合わせた仕事を調整しています。

特定事業所とは何？

カルメンは
特定事業所として
質の高いサービスを
提供しています。

日常生活の介護

食事、排泄、
清潔保持などの介助

健康状態の観察

血圧、脈拍、体温、呼吸などの
測定や体の状態を確認

日常生活のお手伝い

一般的な調理、掃除、洗濯、
買い物や薬の受け取りなど

自立した生活のための支援

体位変換や寝たきりの予防、
介助できる状態での見守りなど

日常生活の相談

介護方法の指導や
生活用具・在宅サービスの
利用などについての相談

居宅介護支援事業

健祥会イントロセンター那賀
〒779-1106 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1　
TEL.０８８４-４４-６８３６  FAX.０８８４-２１-８５７７   
Mail  anda@kensyokai.or.jp

訪問介護

デイセンターカルメン
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1
TEL.０８８４-４４-６８３１  FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail  anda@kensyokai.or.jp

阿南市委託事業

阿南北部第２高齢者お世話センター
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1　
TEL.０８８４-４４-６８３６   FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail  anda@kensyokai.or.jp

居宅介護支援事業

緑風会イントロセンター阿南
〒779-1620 徳島県阿南市福井町湊1番地8
TEL.０８８４-３４-３511   FAX.０８８４-３４-３２０２
Mail  rena@ryokufu1984.or.jp

介護職員初任者研修の
資格が必要

地域のサロン活動の立ち上げを支援しています。
興味のある方はご相談ください。

お
世
話
セ
ン
タ
ー
の
役
割

| 施設情報   
運営地域
・ イントロセンター那賀　阿南市（伊島除く）、小松島市
・ イントロセンター阿南　阿南市（伊島除く）
・ 阿南北部第２高齢者お世話センター
  羽ノ浦町（中庄・宮倉・背戸田・本村居内・原ノ内・前田・羽ノ浦居内・南浦・
  恵田・山崎・ながれ）

2017.7.1 
ピーチクラブ立ち上げ支援

2017.6.10 
羽ノ浦町お世話センター連絡会

2017.10.18 
羽ノ浦まちかどキッチン

2017.7.25 
がん検診と介護予防の勉強会

介護に困ったとき、
まずはご相談ください。

分かりやすい説明で
納得いただけるプランを
作成いたします。

厚生労働大臣が定める
基準をクリアしている事業所のこと

初心者でも安心！！

一緒にヘルパーをしませ
んか？

No.1

No.2

No.3

No.4

私たちにお任せあ
れ。

生活を快適にご支
援いたします。

丁寧な仕事ぶりが
好評ですよ。

訪問介護
デイセンターカルメン

の紹介

訪問介護の内容とは？
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営 業 日　年中無休（年末年始除く）
　　　　　相談に応じて早朝や夜間の対応も
　　　　　行っています。

通常の実施地域
阿南市（伊島を除く）、小松島市

介護を必要とされる方が、ご自宅で快適に生活が送れるように、
資格を持った介護職員が自宅に伺い、身の回りのお世話や自立
支援のためにサービスを提供します。

●訪問介護員に対する個別研修を実施している
●サービス提供責任者と訪問介護員との伝達報告
　連携ができている
●訪問介護員の健康診断を実施している
●緊急時対応方法の明示ができている
●訪問介護員の介護福祉士の占める割合が高い
●重度の利用者様の割合が高い

居宅介護支援事業所の役割

利用者様の良きパートナーとなるように
心がけております。

活動紹介 ～共に助け合い自立を～

2017.5.12 
成年後見制度の勉強会

2017.8.22 
認知症サポーター養成講座

ヘルパーの安心教育体制

介護保険制度についても分かりやすく説明します。

サービス提供責任者が訪問に付き添い指導します。

毎月、楽しく勉強会を開催しています。

個人の力量に合わせた仕事を調整しています。

特定事業所とは何？

カルメンは
特定事業所として
質の高いサービスを
提供しています。

日常生活の介護

食事、排泄、
清潔保持などの介助

健康状態の観察

血圧、脈拍、体温、呼吸などの
測定や体の状態を確認

日常生活のお手伝い

一般的な調理、掃除、洗濯、
買い物や薬の受け取りなど

自立した生活のための支援

体位変換や寝たきりの予防、
介助できる状態での見守りなど

日常生活の相談

介護方法の指導や
生活用具・在宅サービスの
利用などについての相談

居宅介護支援事業

健祥会イントロセンター那賀
〒779-1106 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1　
TEL.０８８４-４４-６８３６  FAX.０８８４-２１-８５７７   
Mail  anda@kensyokai.or.jp

訪問介護

デイセンターカルメン
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1
TEL.０８８４-４４-６８３１  FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail  anda@kensyokai.or.jp

阿南市委託事業

阿南北部第２高齢者お世話センター
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1　
TEL.０８８４-４４-６８３６   FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail  anda@kensyokai.or.jp

居宅介護支援事業

緑風会イントロセンター阿南
〒779-1620 徳島県阿南市福井町湊1番地8
TEL.０８８４-３４-３511   FAX.０８８４-３４-３２０２
Mail  rena@ryokufu1984.or.jp

介護職員初任者研修の
資格が必要

地域のサロン活動の立ち上げを支援しています。
興味のある方はご相談ください。

お
世
話
セ
ン
タ
ー
の
役
割

| 施設情報   
運営地域
・ イントロセンター那賀　阿南市（伊島除く）、小松島市
・ イントロセンター阿南　阿南市（伊島除く）
・ 阿南北部第２高齢者お世話センター
  羽ノ浦町（中庄・宮倉・背戸田・本村居内・原ノ内・前田・羽ノ浦居内・南浦・
  恵田・山崎・ながれ）

2017.7.1 
ピーチクラブ立ち上げ支援

2017.6.10 
羽ノ浦町お世話センター連絡会

2017.10.18 
羽ノ浦まちかどキッチン

2017.7.25 
がん検診と介護予防の勉強会

介護に困ったとき、
まずはご相談ください。

分かりやすい説明で
納得いただけるプランを
作成いたします。

厚生労働大臣が定める
基準をクリアしている事業所のこと

初心者でも安心！！

一緒にヘルパーをしませ
んか？

No.1

No.2

No.3

No.4

私たちにお任せあ
れ。

生活を快適にご支
援いたします。

丁寧な仕事ぶりが
好評ですよ。

訪問介護
デイセンターカルメン

の紹介

訪問介護の内容とは？
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| 施設情報
在宅での要支援者、要介護者に入浴や食事、レクリエー
ション活動、その他日常生活上のお世話や機能訓練を
提供し、自立した生活が出来るように努めてまいります。
日常生活動作の向上と健康の保持をめざし、仲間づくり
や趣味活動をしながら、張りのある楽しい１日を過ごして
いただけます。現在は通所介護、介護予防、総合事業を
対象に実施しています。

定　　員　月～金曜日：４５名　土・日曜日：３０名

営 業 日　年中無休（年末年始除く）

実施地域　阿南市（伊島除く）、 小松島市

利用時間　９：３０～１５：００（１7：００までの対応）

配置職員　　　　　　　　　　　　　　　　
管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練
指導員、事務職員、調理員

| 施設情報
定　　員　18名

営 業 日　年中無休（年末年始除く）

施設の目的
地域で生活されている高齢者がいつまでも「生き生きと
健康な生活」を続けられるよう、介護、入浴、排泄、食事
などの日常生活の支援を提供。できるだけ自立した生活
を送っていただけるようサポートします。

配置職員
管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練
指導員、管理栄養士、調理員、事務職員　

マッサージ機、ウォーターベッド、
オムニローダーなど、多くの健康
維持訓練器具を揃えています。
利用者様にはいろんな器具を自由
にご利用いただいています。

光明石温泉
お風呂は光明石を使用しています。光明石とは、天然ミネラルを含む鉱石
で医薬部外品として認められている天然鉱石の源泉体です。光明石温泉の
効能としては、神経痛・リウマチ・肩こり・冷え性・腰痛・痔・疲労回復となって
います。利用者の皆様からは「お風呂が広く体が伸ばしやすい」、「体がよく
温もる」と好評です。

施設紹介

2017.8.23  音楽療法

通所介護

デイセンターカルメン
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1
TEL.０８８４-４４-６８３１   FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail  anda@kensyokai.or.jp

通所介護

デイセンターワーグナー
〒779-1235 徳島県阿南市那賀川町苅屋289番地2
TEL.０８８４-21-2430   FAX.０８８４-２１-2431
Mail  bayern@kensyokai.or,jp

2017.4.12  桜の下で友達と

2017.10.25  
ハロウィンパーティー

2017.9.22  園児と交流

2017.10.18  阿波踊り体操

平成２９年度に導入し歩行改善に
向けた取り組みを行っています。
歩き方の癖などが分かり転倒予防、
歩行バランス向上、生活力アップに
効果が出ています。

筋力や関節の動きを分析し、一人ひ
とりにあった正常な運動パターンを
自然に無理なく補助し、できる動作
に変えていく訓練ができます。また、
運動後の成果を確認することが
できます。　　　

リハビリの
安心と信頼

介護予防の信頼

介護の安心
専門職を配置、生活や病気、
介護、リハビリ、栄養など
//////////////////////////////////////////////////////////////

介護の軽減
専門職がチームとなり、
生活面の改善に
取り組んでいます。
///////////////////////////////////////////////////////////////

個別対応
それぞれの生活に合わせた
利用時間などに努めています。食事の充実 口腔ケア・嚥下予防の充実 運動の充実

ウォーターベッド

ゆったりとしたフロア
みんなで和気あいあい

その他、物理療法の
器具が揃っています。

広々とした浴室を完備
カルシウム温泉

足が不自由な方でも
安心して入浴できます

¦   効  果   ¦ ¦   特  徴   ¦

これです！

今注目！！

家族の安心

活動内容

ホンダ歩行アシスト効果発揮中

楽しく生き生きと

参加できるように

活動をしています
。

いつでも見学ができます。お待ちしております。

運動器具
ボディースパイダー いつまでも「生き生きと健康な生活」を

タオル体操
体操にも力を入れており、
ラジオ体操、嚥下体操、阿波踊り
体操を毎日実施しています。
利用者様が毎日楽しく、元気に
過ごせるよう、職員一同サポート
させていただきます！

在宅で生活されている要介護者をデイセンターまで送迎し、入浴や食事、
レクリエーション、その他日常生活上のお世話や機能訓練を提供します。
日常生活動作の向上と健康保持をめざし、仲間づくりや趣味活動を
しながら、張りのある楽しい1日を過ごしていただきます。

毎日レクリエーションを行っており、笑い
ヨガや、カラオケ、綿棒アートなど、利用者
様に楽しんでいただけるよう、様々なレク
リエーションを実施しています。また、利用
者様同士でもコミュニケーションを図り、
楽しく過ごしていただいています。

体操・リハビリ

施設紹介

レクリエーション

2017.9.6　笑いヨガ

2017.10.31　カラオケ仮装大会
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| 施設情報
在宅での要支援者、要介護者に入浴や食事、レクリエー
ション活動、その他日常生活上のお世話や機能訓練を
提供し、自立した生活が出来るように努めてまいります。
日常生活動作の向上と健康の保持をめざし、仲間づくり
や趣味活動をしながら、張りのある楽しい１日を過ごして
いただけます。現在は通所介護、介護予防、総合事業を
対象に実施しています。

定　　員　月～金曜日：４５名　土・日曜日：３０名

営 業 日　年中無休（年末年始除く）

実施地域　阿南市（伊島除く）、 小松島市

利用時間　９：３０～１５：００（１7：００までの対応）

配置職員　　　　　　　　　　　　　　　　
管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練
指導員、事務職員、調理員

| 施設情報
定　　員　18名

営 業 日　年中無休（年末年始除く）

施設の目的
地域で生活されている高齢者がいつまでも「生き生きと
健康な生活」を続けられるよう、介護、入浴、排泄、食事
などの日常生活の支援を提供。できるだけ自立した生活
を送っていただけるようサポートします。

配置職員
管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練
指導員、管理栄養士、調理員、事務職員　

マッサージ機、ウォーターベッド、
オムニローダーなど、多くの健康
維持訓練器具を揃えています。
利用者様にはいろんな器具を自由
にご利用いただいています。

光明石温泉
お風呂は光明石を使用しています。光明石とは、天然ミネラルを含む鉱石
で医薬部外品として認められている天然鉱石の源泉体です。光明石温泉の
効能としては、神経痛・リウマチ・肩こり・冷え性・腰痛・痔・疲労回復となって
います。利用者の皆様からは「お風呂が広く体が伸ばしやすい」、「体がよく
温もる」と好評です。

施設紹介

2017.8.23  音楽療法

通所介護

デイセンターカルメン
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1
TEL.０８８４-４４-６８３１   FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail  anda@kensyokai.or.jp

通所介護

デイセンターワーグナー
〒779-1235 徳島県阿南市那賀川町苅屋289番地2
TEL.０８８４-21-2430   FAX.０８８４-２１-2431
Mail  bayern@kensyokai.or,jp

2017.4.12  桜の下で友達と

2017.10.25  
ハロウィンパーティー

2017.9.22  園児と交流

2017.10.18  阿波踊り体操

平成２９年度に導入し歩行改善に
向けた取り組みを行っています。
歩き方の癖などが分かり転倒予防、
歩行バランス向上、生活力アップに
効果が出ています。

筋力や関節の動きを分析し、一人ひ
とりにあった正常な運動パターンを
自然に無理なく補助し、できる動作
に変えていく訓練ができます。また、
運動後の成果を確認することが
できます。　　　

リハビリの
安心と信頼

介護予防の信頼

介護の安心
専門職を配置、生活や病気、
介護、リハビリ、栄養など
//////////////////////////////////////////////////////////////

介護の軽減
専門職がチームとなり、
生活面の改善に
取り組んでいます。
///////////////////////////////////////////////////////////////

個別対応
それぞれの生活に合わせた
利用時間などに努めています。食事の充実 口腔ケア・嚥下予防の充実 運動の充実

ウォーターベッド

ゆったりとしたフロア
みんなで和気あいあい

その他、物理療法の
器具が揃っています。

広々とした浴室を完備
カルシウム温泉

足が不自由な方でも
安心して入浴できます

¦   効  果   ¦ ¦   特  徴   ¦

これです！

今注目！！

家族の安心

活動内容

ホンダ歩行アシスト効果発揮中

楽しく生き生きと

参加できるように

活動をしています
。

いつでも見学ができます。お待ちしております。

運動器具
ボディースパイダー いつまでも「生き生きと健康な生活」を

タオル体操
体操にも力を入れており、
ラジオ体操、嚥下体操、阿波踊り
体操を毎日実施しています。
利用者様が毎日楽しく、元気に
過ごせるよう、職員一同サポート
させていただきます！

在宅で生活されている要介護者をデイセンターまで送迎し、入浴や食事、
レクリエーション、その他日常生活上のお世話や機能訓練を提供します。
日常生活動作の向上と健康保持をめざし、仲間づくりや趣味活動を
しながら、張りのある楽しい1日を過ごしていただきます。

毎日レクリエーションを行っており、笑い
ヨガや、カラオケ、綿棒アートなど、利用者
様に楽しんでいただけるよう、様々なレク
リエーションを実施しています。また、利用
者様同士でもコミュニケーションを図り、
楽しく過ごしていただいています。

体操・リハビリ

施設紹介

レクリエーション

2017.9.6　笑いヨガ

2017.10.31　カラオケ仮装大会
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| 施設情報
定　　員　28名

営 業 日　月～土曜日
　　　　　※台風・積雪などの悪天候の場合は休業

定 休 日　日曜日、年末年始

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において、要介護・
要支援・事業対象者（阿南市）の認定を受けられた方

施設の目的
その方が持つ能力に応じた自立した日常生活を営む
ことができるように支援を行っています。

ご自宅まで昼食をお届けします！ 直接手渡し、安
否確認も合わせて行っておりますので、離れて
暮らすご家族にも安心なサービスです。ご利用
の方は、当施設または阿南市介護・ながいき課
までご相談ください。                     

| 施設情報
定　　員　月～金曜日：33名　土・日曜日：28名

営 業 日　年中無休（年末年始除く）

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において、要介護・
要支援・事業対象者（阿南市）の認定を受けられた方

施設の目的
利用者様が安心して生き生きと明るく在宅で生活が
できるようにすることをめざします。常に利用者様の立場
に立って適切なサービスを行うように努めています。
・ 営業時間　8:３０～17:３０
・ サービス提供時間　10:00～15:３０

【当施設の売り】
徳島県内でも数少ない『歩行浴』があります。プールの
広さは県下トップクラス！！ 水中では膝や腰への負担が
少なく、ご自身のペースで無理なく運動することができ
ます。その後、レッドコードやニューステップといった運動
機器を使用することで、より効果的にトレーニングを行う
ことができます。
詳しくは、お気軽に
お問い合わせください。

膝や腰に負担が少なく、水中での負荷をご自身
で調整して、下肢筋力の強化に努めています！！ 
水温は、お風呂のお湯よりも低い温度です。

目と、鼻と、口で味わうルネ御膳

通所介護

デイセンターモナ・リザ
〒779-1620 徳島県阿南市福井町湊1番地8
TEL.０８８４-３４-３２０１   FAX.０８８４-３４-３２０２
Mail  rena@ryokufu1984.or.jp

通所介護

デイセンター緑風会尊氏
〒774-0047 徳島県阿南市下大野町五反畑126番地1
TEL.０８８４-２３-３３００   FAX.０８８４-２３-６３０２
Mail  takauji＠ryokufu1984.or.jp

モナ・リザに通うことで笑顔が絶えない毎日を送ってほしいから。そんな
想いを込めてモナ・リザでは自宅での生活をより活き活きと過ごして
いただくために、ペダルこぎによる筋力維持や、レクリエーションなどを
行い、利用者様自らが取り組みやすい環境づくりに努めています。

緑風会ルネッサンスでは開所20年間、
培ってきた味があります。一口食べれば
あなたもとりこになってしまうはず。
モナ・リザ利用者様の完食率は、毎日
ほぼ１００％です。「今日の献立は
なに？」そんな会話がいつも弾んで
おり、利用者様の楽しみのひとつに
なっています。

配食サービス

モナ・リザとの相性チェック

温水『歩行浴』で
           健康寿命を延ばしましょう！

いつまでも暮らしてきた町で　
ずっと私らしくいられる場所で

2017.4.15　外での体操

□リハビリ機器をたくさん使いたい
□おいしいご飯を食べたい
□自分のペースで過ごしたい
□決まった時間に迎えにきてほしい
□ゆっくりお風呂に入りたい
□気分転換したい

一つでもあてはまったら、ぜひご相談ください！！

運動の後は
温かいジャグジー風呂で
ほっこりと

体幹を安定させるインナーマッスルを鍛えます

負荷を自在に設定し、
有酸素運動と筋力トレーニングを

ニューステップで
全身運動を

レッドコードで
      けがの予防に！

足湯も
ございます♨

2017.11.11  焼き芋を作ろう！

2017.9.21  合同敬老会2017.1.1  開所記念

絶賛提供中！
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| 施設情報
定　　員　28名

営 業 日　月～土曜日
　　　　　※台風・積雪などの悪天候の場合は休業

定 休 日　日曜日、年末年始

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において、要介護・
要支援・事業対象者（阿南市）の認定を受けられた方

施設の目的
その方が持つ能力に応じた自立した日常生活を営む
ことができるように支援を行っています。

ご自宅まで昼食をお届けします！ 直接手渡し、安
否確認も合わせて行っておりますので、離れて
暮らすご家族にも安心なサービスです。ご利用
の方は、当施設または阿南市介護・ながいき課
までご相談ください。                     

| 施設情報
定　　員　月～金曜日：33名　土・日曜日：28名

営 業 日　年中無休（年末年始除く）

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において、要介護・
要支援・事業対象者（阿南市）の認定を受けられた方

施設の目的
利用者様が安心して生き生きと明るく在宅で生活が
できるようにすることをめざします。常に利用者様の立場
に立って適切なサービスを行うように努めています。
・ 営業時間　8:３０～17:３０
・ サービス提供時間　10:00～15:３０

【当施設の売り】
徳島県内でも数少ない『歩行浴』があります。プールの
広さは県下トップクラス！！ 水中では膝や腰への負担が
少なく、ご自身のペースで無理なく運動することができ
ます。その後、レッドコードやニューステップといった運動
機器を使用することで、より効果的にトレーニングを行う
ことができます。
詳しくは、お気軽に
お問い合わせください。

膝や腰に負担が少なく、水中での負荷をご自身
で調整して、下肢筋力の強化に努めています！！ 
水温は、お風呂のお湯よりも低い温度です。

目と、鼻と、口で味わうルネ御膳

通所介護

デイセンターモナ・リザ
〒779-1620 徳島県阿南市福井町湊1番地8
TEL.０８８４-３４-３２０１   FAX.０８８４-３４-３２０２
Mail  rena@ryokufu1984.or.jp

通所介護

デイセンター緑風会尊氏
〒774-0047 徳島県阿南市下大野町五反畑126番地1
TEL.０８８４-２３-３３００   FAX.０８８４-２３-６３０２
Mail  takauji＠ryokufu1984.or.jp

モナ・リザに通うことで笑顔が絶えない毎日を送ってほしいから。そんな
想いを込めてモナ・リザでは自宅での生活をより活き活きと過ごして
いただくために、ペダルこぎによる筋力維持や、レクリエーションなどを
行い、利用者様自らが取り組みやすい環境づくりに努めています。

緑風会ルネッサンスでは開所20年間、
培ってきた味があります。一口食べれば
あなたもとりこになってしまうはず。
モナ・リザ利用者様の完食率は、毎日
ほぼ１００％です。「今日の献立は
なに？」そんな会話がいつも弾んで
おり、利用者様の楽しみのひとつに
なっています。

配食サービス

モナ・リザとの相性チェック

温水『歩行浴』で
           健康寿命を延ばしましょう！

いつまでも暮らしてきた町で　
ずっと私らしくいられる場所で

2017.4.15　外での体操

□リハビリ機器をたくさん使いたい
□おいしいご飯を食べたい
□自分のペースで過ごしたい
□決まった時間に迎えにきてほしい
□ゆっくりお風呂に入りたい
□気分転換したい

一つでもあてはまったら、ぜひご相談ください！！

運動の後は
温かいジャグジー風呂で
ほっこりと

体幹を安定させるインナーマッスルを鍛えます

負荷を自在に設定し、
有酸素運動と筋力トレーニングを

ニューステップで
全身運動を

レッドコードで
      けがの予防に！

足湯も
ございます♨

2017.11.11  焼き芋を作ろう！

2017.9.21  合同敬老会2017.1.1  開所記念

絶賛提供中！



父の日
2017.6.17
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| 施設情報
定　　員　２７名 ※３ユニット（１ユニット９名）

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において要支援
2以上の方、または認知症と診断を受けられた方

施設の目的
認知症によって自立した生活が困難となった方に対し、
家庭的な環境の下で日常生活の世話や機能訓練等を
行い、長期にわたり安心かつ快適に暮らせる生活の場を
提供します。

職　　種　管理者、介護支援専門員、計画作成担当者、
　　　　　看護職員、介護職員

| 施設情報
定　　員　登録定員：25名　通い定員：15名　
　　　　　宿泊定員：9名

利用条件　　　　
阿南市在住で介護保険要介護認定において、要支援・
要介護の認定を受けられた方

施設の目的
小規模多機能ホーム健祥会セビリアは、一つの施設で
「通い（デイサービス）」を中心として、要介護者の容態や
希望に応じて、随時「訪問（訪問介護）」や「泊まり
（ショートステイ）」を組み合わせてサービスを提供する
ことで、中重度となっても在宅での生活が継続できる
ように支援しています。

個別お誕生祝い

グループホーム

笑顔毎日
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕10番地
TEL.０８８４-４４-１８０１   FAX.０８８４-４４-１８０２
Mail   egao@kensyokai.or.jp

小規模多機能ホーム

健祥会セビリア
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕31番
TEL.０８８４-４４-６８７０   FAX.０８８４-４４-６８７１
Mail   sevilla@kensyokai.or.jp

お誕生日の記念すべき日に、一人ひとりの希望に合わせたお誕生祝いを行
っています。ご希望を聞き、行きたい所へ外出したり、お菓子作りをしたり、
また、施設でご家族とともにお誕生会を行ったりもしています。外食やお買
い物も好評であり、記念すべき日を笑顔で過ごされています。年に一度の
お誕生日の記念に素敵な思い出を作って来年も楽しみにしていただけるよ
う心を込めてお祝いしています。

自分らしくいられる場所

ネギ焼き作り
2017.6.1　

母の日
2017.5.14

洗濯物干し
2017.5.15

買い物
2017.6.8

ガーデニング
2017.4.13

2017.9.27　高市でお買い物 2017.9.30　ケーキ作り

2017.9.27　やまなみ珈琲で喫茶 2017.10.20　松福堂でお買い物

ようこそ 健祥会セビリア理念　
安らぎの毎日を支援します

小さい1つの事業所で
すべてのサービスを行うことのメリット

「通い」が基本

馴染みの職員が「通い」「宿泊」
「訪問」すべてに関わります。

自宅

訪問

自宅へ
小規模多機能型
居宅介護事業所

その人らしい「暮らし方」を
実現するための
小規模多機能の「通い」「宿泊」「訪問」

宿泊

通い

地域のお年寄りと
一緒に

一人ひとりのお年寄りを
よく知ることができます。

変化に気づくこともでき、
緊急時にも対応できます。

お年寄りもご本人も「安心」です。

その中でその人らしい
「暮らし方」を支えていきます。

地域へ

３施設合同運動会
2017.10.11　
ご家族や地域のみなさんと
一緒に過ごしました。 お好み焼き作り

2017.10.19
「混ぜ具合はどうかしら？」
美味しくできますように。
エプロン姿も似合ってます。

コスモス畑見学
2017.11.13　
あたり一面可憐なピンク色の花に
うっとり!

近所の菖蒲園
2017.4.14　
自宅を開放してくださって
います。きれい！

近所の公園に花見見物
2017.4.14　
1年ぶり。今年もきれいに
咲いています。

菜園でのお手入れ
2017.7.11
収穫して早く食べたいな！
大きくなーれ！

夏祭り金魚すくい
2017.8.31　
小さい頃思いだすね。

洗濯物たたみ
みんなで、力を合わせて
たたみます。

毎朝のリハビリ体操
今日も一日頑張るぞー！
いっちにー、いっちにー、さん

みなさん、「金ちゃん、おはよう！」の
ご挨拶で１日が始まります。

立江寺参拝
2017.10.27　
家内安全祈願をします。

笑顔
あふれる毎日

日々の生活の中で
「生きがい」を見つけられるような
お手伝いを心がげています。

2017.8.3　トマト収穫 お正月 2017.1.1　
振袖姿の職員からお屠蘇を
いただき新年祈願をします。

運営推進会議
２ヶ月に一度、利用者様、ご家族、地域や行政の方に
お集まりいただき、相談ごとや外部評価を行っています。



父の日
2017.6.17
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| 施設情報
定　　員　２７名 ※３ユニット（１ユニット９名）

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において要支援
2以上の方、または認知症と診断を受けられた方

施設の目的
認知症によって自立した生活が困難となった方に対し、
家庭的な環境の下で日常生活の世話や機能訓練等を
行い、長期にわたり安心かつ快適に暮らせる生活の場を
提供します。

職　　種　管理者、介護支援専門員、計画作成担当者、
　　　　　看護職員、介護職員

| 施設情報
定　　員　登録定員：25名　通い定員：15名　
　　　　　宿泊定員：9名

利用条件　　　　
阿南市在住で介護保険要介護認定において、要支援・
要介護の認定を受けられた方

施設の目的
小規模多機能ホーム健祥会セビリアは、一つの施設で
「通い（デイサービス）」を中心として、要介護者の容態や
希望に応じて、随時「訪問（訪問介護）」や「泊まり
（ショートステイ）」を組み合わせてサービスを提供する
ことで、中重度となっても在宅での生活が継続できる
ように支援しています。

個別お誕生祝い

グループホーム

笑顔毎日
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕10番地
TEL.０８８４-４４-１８０１   FAX.０８８４-４４-１８０２
Mail   egao@kensyokai.or.jp

小規模多機能ホーム

健祥会セビリア
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕31番
TEL.０８８４-４４-６８７０   FAX.０８８４-４４-６８７１
Mail   sevilla@kensyokai.or.jp

お誕生日の記念すべき日に、一人ひとりの希望に合わせたお誕生祝いを行
っています。ご希望を聞き、行きたい所へ外出したり、お菓子作りをしたり、
また、施設でご家族とともにお誕生会を行ったりもしています。外食やお買
い物も好評であり、記念すべき日を笑顔で過ごされています。年に一度の
お誕生日の記念に素敵な思い出を作って来年も楽しみにしていただけるよ
う心を込めてお祝いしています。

自分らしくいられる場所

ネギ焼き作り
2017.6.1　

母の日
2017.5.14

洗濯物干し
2017.5.15

買い物
2017.6.8

ガーデニング
2017.4.13

2017.9.27　高市でお買い物 2017.9.30　ケーキ作り

2017.9.27　やまなみ珈琲で喫茶 2017.10.20　松福堂でお買い物

ようこそ 健祥会セビリア理念　
安らぎの毎日を支援します

小さい1つの事業所で
すべてのサービスを行うことのメリット

「通い」が基本

馴染みの職員が「通い」「宿泊」
「訪問」すべてに関わります。

自宅

訪問

自宅へ
小規模多機能型
居宅介護事業所

その人らしい「暮らし方」を
実現するための
小規模多機能の「通い」「宿泊」「訪問」

宿泊

通い

地域のお年寄りと
一緒に

一人ひとりのお年寄りを
よく知ることができます。

変化に気づくこともでき、
緊急時にも対応できます。

お年寄りもご本人も「安心」です。

その中でその人らしい
「暮らし方」を支えていきます。

地域へ

３施設合同運動会
2017.10.11　
ご家族や地域のみなさんと
一緒に過ごしました。 お好み焼き作り

2017.10.19
「混ぜ具合はどうかしら？」
美味しくできますように。
エプロン姿も似合ってます。

コスモス畑見学
2017.11.13　
あたり一面可憐なピンク色の花に
うっとり!

近所の菖蒲園
2017.4.14　
自宅を開放してくださって
います。きれい！

近所の公園に花見見物
2017.4.14　
1年ぶり。今年もきれいに
咲いています。

菜園でのお手入れ
2017.7.11
収穫して早く食べたいな！
大きくなーれ！

夏祭り金魚すくい
2017.8.31　
小さい頃思いだすね。

洗濯物たたみ
みんなで、力を合わせて
たたみます。

毎朝のリハビリ体操
今日も一日頑張るぞー！
いっちにー、いっちにー、さん

みなさん、「金ちゃん、おはよう！」の
ご挨拶で１日が始まります。

立江寺参拝
2017.10.27　
家内安全祈願をします。

笑顔
あふれる毎日

日々の生活の中で
「生きがい」を見つけられるような
お手伝いを心がげています。

2017.8.3　トマト収穫 お正月 2017.1.1　
振袖姿の職員からお屠蘇を
いただき新年祈願をします。

運営推進会議
２ヶ月に一度、利用者様、ご家族、地域や行政の方に
お集まりいただき、相談ごとや外部評価を行っています。
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| 施設情報
定　　員　登録定員：25名　　通い定員：15名　
　　　　　宿泊定員：9名

利用条件
阿南市在住で介護保険要介護認定において要支援
または、要介護の認定を受けられた方

施設の目的
小規模多機能ホーム緑風会登子は、要介護者の容態や
希望に応じて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊
サービスを柔軟に組み合わせて可能な限り自宅で暮らし
続けるような生活が送れるような支援を目的として
います。

当施設では健康寿命を延ばそうとして、様々な活動を行っています。その中でも
サークル活動は「参加ポイント制」として目標を達成した方には賞状やメダル、景品を
進呈しています。利用者様同士で和気あいあいと行っています。

ポイント制度とは・・・
行事活動によってポイント数を
設け、参加するとポイントが
個々に加算される仕組みです。
１０、３０、５０ポイント獲得で
年２回景品と交換しています。
ポイント数はふれあいコーナー
に掲示し、達成状況を確認
できるようにしています。

| 施設情報
定　員　５０名 

利用条件　
利用条件60歳以上の方。ただし、2人室利用の場合は
どちらかが60歳以上。

施設の目的
利用者様の健康と生活の安心、健康で自立した生活に
努めています。

施設の概要
【4階】居室（個室15室、2人室1室）、ボランティア
　　　　ルーム、ふれあいコーナー、洗濯室他　　
【3階】居室（個室15室、2人室1室）、研修室（洋室、
　　　　和室）、ふれあいコーナー、洗濯室他　　　　　
【2階】 居室（個室16室）、食堂、浴室（大浴室、小浴室）、
　　　　洗濯室、地域交流スペース、家族室他　　　　
【1階】デイサービスセンター、阿南北部第２高齢者
　      お世話センター、ヘルパーステーション、事務室、
　　　　調理室、相談室他

※車椅子が使える洋室や浴室付の部屋もあります。
　浴室は快適さと安全を確保しています。浴室やトイレだけで
　なく、食堂の机・いす等すべてに高齢者の使いやすさや快適な
　空間づくりを考えています。
　各居室には生活リズムセンサーが装備されて、事務所への
　通報システムを完備しています。

健康で生きがいのある生活を

小規模多機能ホーム

緑風会登子
〒774-0047 徳島県阿南市下大野町五反畑126番地1
TEL.０８８４-２３-３３０１   FAX.０８８４-２３-６３０２
Mail   takauji＠ryokufu1984.or.jp

ケアハウス

健祥会アンダルシア
〒779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕8番地1
TEL.０８８４-４４-６８３０   FAX.０８８４-２１-８５７７
Mail   anda@kensyokai.or.jp

緑風会登子では利用者
様・ご家族の要望に合わ
せて「 通 い 」「 泊り」
「訪問」を柔軟に利用
でき、住み慣れた地域
での暮らしを支えます。
年間を通して外出・手作
りおやつなどの行事を
行っています。足湯も
利用できます。

2017.10.27 立江寺参拝

元気な毎日に

感謝

アンダルシアでは毎月楽しみを
持って活動ができるように取り組
みを行っています。

浴室

サークル活動の紹介

居室（和室と洋室あり） 洗面・トイレ 各室完備

羽衣体操

工作クラブ

今を大切に その人らしさを大切に

足湯の五大効果

リラックス効果

足のむくみ解消

免疫機能アップ

快眠を得る

全身に対する保温

こいのぼり
見学

2017.5.2 
コスモス見学
2017.11.16　

吉井小
学校交

流会

2017.
11.20

　　
登子運動会、パン食い競争2017.9.25 　

手作りおやつ
2017.10.4 

満開のコスモスが
綺麗でいいな♪

最高に美味しい
手作りおやつ♪

施設紹介

食堂

各階にふれあいコーナー（談話）

屋外活動

室内イベント

「介護予防」「健康寿命」を
延ばすことへの挑戦

アンダルシア菜園
2017.7.9　

遠足  極楽寺参り
2017.11.1

父の日 居酒屋
2017.6.13　

長寿のお祝い
2017.9.18

セラピー犬
2017.5.18　

毎週１回のお買い物

●四季の会（俳句）
●音楽クラブ
●健康クラブ

●工作クラブ
●頭の体操

いい湯で
気持ちいいな♪

楽しみある
充実した生活・・・
通い合う心と心・・・
「今」を大切に
しています。
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| 施設情報
定　　員　登録定員：25名　　通い定員：15名　
　　　　　宿泊定員：9名

利用条件
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または、要介護の認定を受けられた方
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| 施設情報
定　員　５０名 
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Mail   takauji＠ryokufu1984.or.jp
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今できることは
         ずっとできるように

Question word

14 15

| 施設情報
定　員　長期入所　５０名
　　　　短期入所　２０名

利用条件
長期入所：原則として６５歳以上で、身体上、精神上の
障害があるために常時介護が必要な方で、在宅介護が
困難な要介護者（要介護３～５）が利用できます。
短期入所：原則として６５歳以上で、身体上、精神上の
障害があるために支援や介護が必要な方で、在宅で生活
されている要支援者（要支援１～２）、要介護者（要介護１
～５）が利用できます。

施設の目的
在宅での介護が困難な要介護高齢者に対して、介護、
入浴・排泄・食事などの日常生活の支援、機能訓練や健康
管理などの療養上の支援を提供しています。出来るだけ
自立した生活を送っていただけるようサポートします。

緑風会ルネッサンスでは、
「しあわせ再発見」を合い
言葉として、措置の時代から
介護保険の時代をすすんで
きました。地域に愛される
施設とはなにか。地域社会を
担う施設とはなにか。福井町
には緑風会ルネッサンスが
あるから安心だと思って
いただけるように、これから
も地域に根ざした施設作り
に取り組んでまいります。

| 施設情報
定　員　長期入所　50名　　短期入所　20名

利用条件
長期入所：介護保険要介護認定において、要支援・要介護
の認定を受けられた方（長期入所は原則要介護３以上）
短期入所：原則として６５歳以上で、身体上、精神上の
障害があるために支援や介護が必要な方で、在宅で生活
されている要支援者（要支援１～２）、要介護者（要介護１
～５）が利用できます。

施設の目的
その方の持つ能力に応じて可能な限り自立した日常生活
を営むことができるように支援します。　

日常生活で行ってきたことをレクリエーションとして提案
し、認知症ケアに取り組んでいます。誰でも少しだけ支援
があれば今までと同じように畑仕事をすることも、食事の
用意をすることもできます。専門的なケアを行うことで、
認知症の症状を和らげることにつながります。

季節を肌で感じて
い た だくことが
できるように。年間
を通して外出行事
にも 取り組 ん で
います。

日常生活

食  事

特別養護老人ホーム

健祥会バイエルン
〒779-1235 徳島県阿南市那賀川町苅屋289番地2
TEL.０８８４-２１-２４２０   FAX.０８８４-２１-２４３１
Mail   bayern@kensyokai.or.jp

特別養護老人ホーム

緑風会ルネッサンス
〒779-1620 徳島県阿南市福井町湊1番地8
TEL.０８８４-３４-３２００   FAX.０８８４-３４-３２０２
Mail   rena@ryokufu1984.or.jp

健祥会バイエルンは、2001年に開所し、皆様のおかげで、今年１7周年を迎えます。
バイエルンでは、「福祉は人、人は心」の会是のもと「サービスの質の向上」「職員の
やる気に応える職環境」「地域社会への貢献」を運営方針として掲げています。先進
の高品質介護サービスで利用者様の自立を支援し、職環境の充実により地域の
雇用を担います。また、地域社会とのつながりを大切に、地域に資することが
できるよう、地域の安心の拠点でありたいと考えています。「この地にバイエ
ルンがあって良かった」と、そう思っていただける施設づくりに精一杯取り組んで
いきます。

交流室や食堂などでゆったりとお茶を飲まれたり、職員とともにレクリエーションに
参加され、一日を過ごされています。

施設内でも季節感を味わえるようフロア内の環境を変えたり、外出行事や季節
行事に参加していただき、季節の流れを感じられるよう、努めています。

一人ひとりの身体状況に合
わせて、美味しく食べていた
だくように献立にも、食事
形態にも一生懸命工夫し
ながら提供しています。

【 看 取 り 介 護 】
医師による診断をもとに、延命のための医療を望まず、最期を施設で迎えること。
人生の最期を生前に口にすることはタブー視されてきましたが、寿命が延びている現代社会において、
生き方と同様に最期の迎え方についてもそれぞれの選択肢があり、個人の意志が尊重されています。
お元気なときにこれからどう過ごしていくか話しあうことがとても大切です。

しあわせ再発見

自分らしさ、ずっと

2017.6.30 あじさい見学

さつまいもを植えよう
2017.6.30 　

カレーをつくろう
2017.6.14 

2017.4.15 お花見

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

機能訓練指導員によるリハビリを行って
おり、一人ひとりに合わせた内容の訓練
を行っています。同じスタッフが対応
するので安心。

「美味しいなぁ。」
ルネッサンスでの食事時間は、笑顔が
溢れます。嚥下食であっても味や見た
目にこだわり、利用者様全員に満足し
ていただける食事をめざしています。

年間行事

１月 お屠蘇
初詣・銘菓の日

2月
バレンタインデー
節分

3月
ホワイトデー・ひな祭り
防災訓練

4月 お花見

5月
母の日・鯉のぼり
菖蒲湯・端午の節句

6月 父の日

7月 七夕・感謝の日

8月 納涼祭・阿波踊り

9月 敬老会・防災訓練

１0月 秋祭り・コスモス畑散策

１1月 紅葉狩り・介護の日

１2月 クリスマス・ゆず湯

主役は
あなた
主役は
あなた

外に出ると
元気に
なれる

2017.10.1  焼き芋 2017.9.9  バイエルン祭

カラオケレクリエーション フラワーアレンジメント

2017.9.23  合同敬老会
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14 15

| 施設情報
定　員　長期入所　５０名
　　　　短期入所　２０名
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カラオケレクリエーション フラワーアレンジメント

2017.9.23  合同敬老会



私 ら し く

Ⅰ 阿 南 健祥会アンダルシア・笑顔毎日・健祥会セビリア・健祥会バイエルン
緑風会ルネッサンス・緑風会登子・緑風会尊氏

福祉は人
Wohlfahrt ist eine Person（独）

人は心
Corazón de la gente（西）

心と心
Cuore e cuore（伊）
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面
の
写
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文
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ご
本
人
の
同
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を
得
て
掲
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し
て
い
ま
す
。
　
※
不
許
複
製

各施設にお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。

健祥会バイエルン
健祥会セビリア

緑風会ルネッサンス

緑風会登子・尊氏
健祥会アンダルシア

笑顔毎日

2018

徳島
高知

愛媛

香川

四国のこの辺！

中田駅

南小松島駅

阿波赤石駅

立江駅

羽ノ浦駅

西原駅 阿波中島駅

阿南駅

見能林駅

阿波橘駅

桑野駅

新野駅

阿波福井駅

由岐駅（臨）田井ノ浜駅

木岐駅




