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これまでも
　　　これからも
　　　　　　この地域とともに

介護職員 看護職員 調理員 栄養士

◎昇給 / 年１回 ・ 賞与 / 年2回
◎職員研修制度
◎Uターン ・ Iターン助成制度あり

年齢・資格(介護・調理員)は問いません。パート可・勤務時間相談に応じます。

◎社会保険完備　　◎退職金制度　　
◎職員親睦懇談会　　　◎職員親睦研修旅行

健祥会グループ  集え人財室
☎088-642-7522

お問い合わせ先 各施設へも
お問い合わせください
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サウスⅠステージの取り組み
認知症サポーター養成講座
阿南市内の小学校や中学校、地域の皆様を対象に「認知症サポータ
ー養成講座」を開催しています。サウスⅠステージでは、毎年多くの認
知症サポーターを養成し、地域の皆様とともに認知症に対する理解
を深め、地域福祉の増進に取り組んでいます。講座を開催したい場合
はお気軽に健祥会グループの施設にご相談ください。

ルネッサンス防災訓練 アンダルシア防災教室

ルネッサンスにて

明治安田生命にて

羽ノ浦公民館清掃 OURロードアドプト事業

北の脇海岸清掃活動

南太平洋グラウンドゴルフ大会

2018.10.1  職員親睦懇談会

福井中学体験学習 阿南市夏まつり  ボランティア ボランティアフェスティバル

防災対策
サウスⅠステージ各施設では、南海トラフ地震を想定した防災避難
訓練をはじめ、阿南市を東西に流れる那賀川の氾濫を想定した
洪水避難訓練を実施しています。また、各施設が福祉避難所と
して指定を受けており、非常食の備蓄、発電機や仮設ベッドなどの
防災用品を取り揃え、施設利用者様そして地域の皆様の安心と
安全を守るべく、日々防災への意識を高め、有事に備えています。 

介護の日
11月11日は「介護の日～いい日、いい日、
毎日、あったか介護ありがとう～」です。
サウスⅠステージでは、11月10日・11日に
小松島市JAあいさい広場、健祥会グルー
プ杯南太平洋GG大会会場において「介護
なんでも相談」を実施しました。活力年齢
の測定や介護ロボットの展示、そして介護
に関する相談、健康に関する相談など
訪れた皆様にイベントを通じて「介護の日」
を幅広くPRしました。このような啓発活動
を継続し、地域の皆様に寄り添う健祥会
グループをめざします。
    

地域活動  　
健祥会グループでは社会福祉法人としての使命である「地域貢献活動」を積極的に行っています。グラウンドゴルフ大会や地域の清掃
活動、介護体験事業など健祥会グループ各施設が地域の皆様と密接な関係づくりに取り組み、地域の皆様とともに地域福祉の増進を
図っています。

サウスⅠステージでは、各施設が地域の皆様に日頃の感謝の意を込
め、徳島OURロードアドプト事業をはじめ定期的に清掃活動を実施
しています。「いつまでも美しい地域であるように」を合言葉に職員
が一丸となって、地域の美化に努めています。

職員親睦研修旅行
職員の福利厚生の一環として、施設間の職員同士が研修
旅行を通じて親睦を図るとともに、自らの知識と教養を身に
つける機会となっています。

医療サポート
職員が健康で働き続けられる職環境づくりのため「ヘルスサポート制度」を整備し、グループ
の医療機関「むくの木クリニック」において個々に応じた医療サポートを行っております。

2018年11月11日、心地よい秋空の下、総勢400名を超える
グラウンドゴルフプレーヤーが阿南市羽ノ浦町の那賀川河川敷
緑地公園に集結し、日ごろの練習の成果を存分に発揮。思う存分
グラウンドゴルフを楽しまれました。

職員親睦懇談会
年に1度「職員親睦懇談会」を各地で開催し、理事長をはじめ法人
本部職員とともに食事やゲームを楽しみながら、より良いサービス
提供、働きやすい職環境づくりのため交流を図っています。

福利厚生  

台湾沖縄あいさい広場

南太平洋グラウンドゴルフ大会

2018.6.28～6.30 2018.11.5～11.8

認知症サポーターの印
オレンジリング
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デイセンター  カルメンケアハウス 健祥会アンダルシア

ボディースパイダー 2018.4.20
フラワーアレンジメント 

2018.8.18　
ボランティアによる歌唱

2018.4.2　桜の下で食事

2018.4.14　羽衣体操 

健祥会アンダルシアでは健康寿命を延ばすことを目標にし、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」を導入し、達成者に賞状・メダル・景品を進呈しています。

日常生活動作の向上と健康の保持をめざした機能訓練やレクリエーション活動を提供し、自立した生活を送っていただけるように
サポートします。仲間づくりや趣味活動をしながら、張りのある楽しい一日をすごしていただけます。

ケアマネジャーが心身の状況や生活環境に応じ、利用者様・
ご家族の希望などに沿ってケアプランを作成し、サービス事
業所と連絡・調整を行います。
●まずはお気軽にご相談ください。

●総合相談 
様々な相談ごとの窓口です。
介護相談や健康、生活についてなど。
●介護予防
皆様がいつまでも元気で暮らせるよう
講座の開催や情報発信をします。
●権利擁護 
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
各種団体の連携体制の充実に努めて
います。

医療機関、介護事業所の情報を集
約したり、関係者の研修会を開催
しています。また、「市民講座」を
年１回開催し、在宅で安心して住
むことができるよう医療と介護の
連携体制を進めています。

サークル活動
健祥会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次のような取り組み
を行っています。
●四季の会（俳句）　  ●工作クラブ
●音楽クラブ            ●頭の体操
●健康クラブ            ●羽衣体操
●カラオケクラブ 

屋外活動
週１回のお買い物、春・秋の遠足、お花見や
外食などの外出行事があります。
施設の前の畑で利用者様と野菜を栽培して
います。 

室内イベント
アンダルシアではお彼岸や父の日、毎月のお誕生会
などに茶話会を開催しています。
●お誕生日　　●お彼岸　
●端午の節句　●母の日・父の日　
●七夕　　　　●バレンタインデー　など

ポイント制とは・・・
●サークル活動に参加された方に、ポイントを
　付与します。
●獲得ポイントに応じて年２回景品と交換して
　います。
●ポイント数を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。

カラオケクラブ健康クラブ

羽衣体操音楽クラブ工作クラブ

ホンダ歩行アシスト
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
動作に変えて行く訓練ができます。

2017年に導入し、歩行バランスの向上、生活力ア
ップに効果が出ています。杖を使用しなくても歩け
るようになった方もいます。

認知症予防トレーニング「コグ
ニサイズ」の考えをベースにし
たエルゴメーター。認知機能の
トレーニングを安全に、効果的
に楽しく実施できます。

コグニバイク

居宅介護支援事業
健祥会イントロセンター那賀

阿南市委託事業
阿南北部第2高齢者お世話センター

「こう暮したい」と思える毎日を
過ごせるように支援しています。

お世話センターの役割

2018.7.21　
介護予防教室「ムセ・肺炎予防」 

2018.10.7
市民公開講座の様子

2018.10.31
アンダルシア菜園
さつま芋収穫

2018.6.18
内の海あじさいロード

2018.7.29
お楽しみ会

2018.5.13
母の日  茶話会

Cafe  オープン
（毎月1回程度）

2018.9.18
長寿のお祝い

2018.7.31
感謝の日 居酒屋OPEN

2018.11.5
コスモス見学

お買い物
2018.4.2
お花見（神山）

四季の会（俳句）

阿南市委託事業
阿南市在宅医療・介護連携支援センター

資格を持った介護職員が自宅に伺い、身の回りの
お世話や自立のためのサービスを提供します。
・健康状態の観察
・日常生活のお手伝い
・日常生活の介護

訪問介護・総合事業
デイセンターカルメン

 様々な活動・取り組み
・阿波踊り体操
・カラオケ
・口腔ケア
・リハビリ
・物理療法
・ウォーターベッド　など

素早く対応するのが
売りです！

・自立のための介護
・日常生活の相談

2018.10.25
認知症ＶＲ体験会 

丁寧な仕事ぶりが
好評！

注目№２

注目№1

認知症予防!!

特 徴

効 果
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阿南市在宅医療・介護連携支援センター

資格を持った介護職員が自宅に伺い、身の回りの
お世話や自立のためのサービスを提供します。
・健康状態の観察
・日常生活のお手伝い
・日常生活の介護

訪問介護・総合事業
デイセンターカルメン

 様々な活動・取り組み
・阿波踊り体操
・カラオケ
・口腔ケア
・リハビリ
・物理療法
・ウォーターベッド　など

素早く対応するのが
売りです！

・自立のための介護
・日常生活の相談

2018.10.25
認知症ＶＲ体験会 

丁寧な仕事ぶりが
好評！

注目№２

注目№1

認知症予防!!

特 徴

効 果
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小規模多機能ホーム  健祥会セビリアグループホーム 笑顔毎日

2018.6.１９　菖蒲園

自分らしくいられる場所

セビリアでは、地域のイベントへの参加や外出
行事などより生きがいを感じる時間を大切にし
ています。また、ボランティアによる楽しい踊り
や歌などで、笑顔あふれる毎日を過ごしていた
だけるよう努めています。心と心が通じ合い、穏
やかに笑顔で過ごせる毎日を送っていただける
よう、職員一同で取り組んでいます。

2018.10.22  合同運動会2018.9.19  合同敬老会

2018.10.31  ハロウィン 2018.11.13  ボランティア演芸

グループホーム笑顔毎日では、利用者様一人ひとりの性格やこ
れまでの生活歴を尊重しながら、掃除、洗濯、炊事などの日常
的な家事活動や外出行事を通してその人らしさを持ち続けてい
られるように、身体状況に合わせた生活リハビリで「できること」
の持続を支援しています。

2018.6.18  トマト収穫

2018.2.3  
巻き寿司作り

2018.10.19  買い物

個別誕生祝
お誕生日の記念すべき日に、利用者様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。好きな物を食べに外食したり、
自宅でご家族と一緒にお祝いされたりと記念すべき日を笑顔で
過ごされています。

2018.1.17  自宅でお祝い 2018.1.17  自宅でお祝い

2018.9.27  よもぎ田カフェで喫茶 2018.6.12  スシローで食事

～ 施設理念 ～
住み慣れた町で馴染みの人々に囲まれて

安らぎの毎日を支援します。

母の日
2018.5.15

父の日
2018.6.18

洗濯物たたみ

芋の苗付け
2018.5.25

七 夕
2018.7.7

ワタの種取り
2018.11.15

1月

2月

3月

●お屠蘇配り  ●七草粥
●新年会　　  ●鏡開き
●初詣　　    ●銘菓の日

●節分
●梅の花見学
●防災避難訓練

●ひな祭り
●ビッグひな祭り見学
●桃の花見学

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

●お花見
●ガーデニング
●新四国八十八カ所巡り

●端午の節句
●鯉のぼり見学
●春の遠足  ●母の日

●父の日
●外食遠足
●オレンジカフェ

●七夕　    ●土用丑の日
●ドライブ  ●感謝の日

●開所１４周年記念
●防災訓練
●阿波踊り　●納涼祭

●合同敬老会 
●お彼岸
●ガーデニング

●秋の遠足
●羽ノ浦神社秋祭り
●地域交流運動会

●紡年会
●クリスマス会  
●冬至

●焼き芋
●介護の日

笑顔あふれる毎日を
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デイセンター  ワーグナー特別養護老人ホーム  健祥会バイエルン

こだわり その3

一人ひとりの身体状態に合わせ、美味しく食べていただける
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。

体操やレクリエーションに参加していただいたり、交流室、
食堂などで職員や他の利用者様と談笑されたりと充実した
一日を過ごされています。

2018.7.31  感謝の日 フラワーアレンジメント 誕生日メニュー

2018.8.25  納涼祭 2018.11.7  コスモス散策 リハビリ体操

年間行事

●
初
詣 

●
銘
菓
の
日

●
お
屠
蘇

●
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

●
節
　
分
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ホ
ワ
イ
ト
デ
ー

●
防
災
訓
練 

●
ひ
な
祭

●
お
花
見

●
菖
蒲
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●
母
の
日

●
端
午
の
節
句 

●
鯉
の
ぼ
り

●
土
用
の
丑
の
日

●
開
所
記
念
日

●
感
謝
の
日
・
七
夕

●
阿
波
踊
り

●
防
災
訓
練

●
合
同
敬
老
会

●
コ
ス
モ
ス
畑
散
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●
紅
葉
狩
り

●
介
護
の
日

●
ゆ
ず
湯

●
ク
リ
ス
マ
ス
会

●
父
の
日

住み慣れた地域で
いつまでも安心の毎日を

毎週月曜日は
とくし丸で
お買い物！

ワーグナーではラジオ体操、嚥下体操、
阿波踊り体操を毎日実施しています！

地域のボランティアに
よる催し物など、楽しい
イベントが盛りだくさん
です！

本人の身体機能に合わせ、日常生活に必要なリハビリを提供
しています。

季節感を味わえるように、施設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、施設内でも季節を感じら
れるよう努めています。

日常生活 食  事

リハビリ
地域とのつながり

体操・機能訓練

2018.4.３ お花見

2018.10.20 秋の演奏会

2018.7.2
8 紙芝居

2018.4.10 わらいヨガ

2018.8.1
 うちわで

絵手紙

2018.11.19　

とくし丸でお買
い物

機能訓練の様子
タオル体操

活動内容

smile！
smile！

いただきます！
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デイセンター  モナ・リザ特別養護老人ホーム  緑風会ルネッサンス
デイセンターモナ・リザでは、住み慣れた地域やご自
宅でいつまでも安心して生活ができるように支援し
ています。食事や入浴はもちろん、趣味や教養を生か
したレクリエーション、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、健康
の保持、仲間作りなどをしながら、生きがいづくりと
在宅生活の継続につなげています。生活リハビリや
機能訓練を通して、認知症の進行予防と身体機能の
維持・改善に取り組み、ご自宅での生活がより豊かな
ものとなるよう、サポートをさせていただきます。

地元の旬の食材を献立に加え、健康に配慮した季節感のある食事を提供しています。視覚からも食欲が
出るように盛りつけを工夫することで、食事量低下の予防に努めています。開所から20年間、培ってきた
緑風会ルネッサンスの食の技で、モナ・リザの利用者様からも美味しいとご好評いただいております。

ラジオ体操、嚥下体
操、リハビリ体操を毎
日実施しています。
利用者様が毎日元気
に過ごせるよう、サポ
ートしています。

ボランティアの方々
による演奏やレクリ
エーションなど、楽し
いひとときを過ごし
ます。

2018.7.2  開所記念お楽しみ会

2018.11  ゲーゴルゲーム2018.11  ラジオ体操 2018.6  音楽を楽しむ会

「楽しい食事」で「健康増進」

こだわり その１ こだわり その２ こだわり その3

2018.8  昼食 2018.9  合同敬老会祝膳 2018.11  昼食

一汁三菜を基本とし、一食500kcal前後
の献立のなか、ビタミンやミネラルなどの
栄養をバランスよく摂ることができます。

旬の食材をたっぷりと使い、季節の移り変
わりを楽しんでいただけるよう心がけてい
ます。

見た目がおいしくなるよう盛りつけにもこ
だわり、器の形や色彩を考え、見た目にも
おいしい食事となるよう工夫しています。

配食サービス

阿南市の委託事業として食事の配食サ
ービスを行っています。
栄養バランスの整った、作り立ての温か
い食事を専用の容器に入れて、ご希望の
曜日にご自宅へお届けします。

介護が必要な方と介護保険サービスをつなぎ、住み慣れた地域・自
宅での生活が継続できるよう、ケアマネジャーが心身の状況や生活
環境、利用者様、ご家族の要望に沿ってケアプランを作成します。
複雑化する介護保険制度に精通しており、利用者様とサービスをつ
なぐ架け橋としてサポートいたします。

居宅介護支援事業所  緑風会イントロセンター阿南タッチパネルディスプレイを採用した
管理パソコン

2018.4  お花見に出かけよう

2018.9  買い物へ行こう
2018.11  たこ焼き

1998年7月1日、阿南市福井町に開所した緑風会
ルネッサンスは、2018年7月1日をもちまして開所
20周年を迎えることができました。激動の時代を乗
り越え、20周年を迎えられたことに感謝し、7月2日
には、利用者様やご家族とともにお祝いの式典を開
催しました。
岩浅嘉仁阿南市長をはじめ、いつもご協力いただい
ている地域の皆様、歴代の施設長にもご列席いただ
きました。2000年に利用者様が施設に贈ってくださ
った、むくの木も前庭でずいぶん大きくなりました。
そしてその利用者様は今もお元気で施設ですごして
くださっており、このたび、理事長 中村太一から感謝
状が贈呈され、笑顔で受け取ってくださいました。

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。

2018.7.2　開所20周年記念式

看取り介護とは

外出支援

季節の移り変わりを肌で感じていただ
けるよう、年間を通して屋外での行事
や外出の機会を設けています。

ショッピングなどにも出かけ、自分で欲
しいものを選び購入していただく機会
を作り、自立支援へと繋げています。

リハビリテーション

機能訓練指導員による個別機能訓練、
集団体操に加え、利用者様一人ひとり
の生活の質の向上を目指し、生活リハ
ビリを提供しています。

緑風会ルネッサンスでは、定期的に利
用者様と職員が協力しておやつを手
作りしています。自分でできることを
引き出し、自立を支援しています。

最新機器の導入

■コールシステム 「ココヘルパ」
健祥会グループでは初めての導入と
なる、最新のIoT技術・スマートフォン
を活用したナースコールシステム「コ
コヘルパ」を導入しています。
従来型と比べ設置場所を選ばず、利用
者様の使いやすい場所に置くことがで
きるだけでなく、専用スマートフォンを
使用し、業務の効率化を図ることが
でき、職員の負担軽減に繋がって
います。

レクリエーション

祝・20周年 ～これからも地域とともに～
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一汁三菜を基本とし、一食500kcal前後
の献立のなか、ビタミンやミネラルなどの
栄養をバランスよく摂ることができます。

旬の食材をたっぷりと使い、季節の移り変
わりを楽しんでいただけるよう心がけてい
ます。

見た目がおいしくなるよう盛りつけにもこ
だわり、器の形や色彩を考え、見た目にも
おいしい食事となるよう工夫しています。

配食サービス

阿南市の委託事業として食事の配食サ
ービスを行っています。
栄養バランスの整った、作り立ての温か
い食事を専用の容器に入れて、ご希望の
曜日にご自宅へお届けします。

介護が必要な方と介護保険サービスをつなぎ、住み慣れた地域・自
宅での生活が継続できるよう、ケアマネジャーが心身の状況や生活
環境、利用者様、ご家族の要望に沿ってケアプランを作成します。
複雑化する介護保険制度に精通しており、利用者様とサービスをつ
なぐ架け橋としてサポートいたします。

居宅介護支援事業所  緑風会イントロセンター阿南タッチパネルディスプレイを採用した
管理パソコン

2018.4  お花見に出かけよう

2018.9  買い物へ行こう
2018.11  たこ焼き

1998年7月1日、阿南市福井町に開所した緑風会
ルネッサンスは、2018年7月1日をもちまして開所
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には、利用者様やご家族とともにお祝いの式典を開
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そしてその利用者様は今もお元気で施設ですごして
くださっており、このたび、理事長 中村太一から感謝
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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
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2018.7.2　開所20周年記念式

看取り介護とは

外出支援

季節の移り変わりを肌で感じていただ
けるよう、年間を通して屋外での行事
や外出の機会を設けています。

ショッピングなどにも出かけ、自分で欲
しいものを選び購入していただく機会
を作り、自立支援へと繋げています。

リハビリテーション

機能訓練指導員による個別機能訓練、
集団体操に加え、利用者様一人ひとり
の生活の質の向上を目指し、生活リハ
ビリを提供しています。

緑風会ルネッサンスでは、定期的に利
用者様と職員が協力しておやつを手
作りしています。自分でできることを
引き出し、自立を支援しています。

最新機器の導入

■コールシステム 「ココヘルパ」
健祥会グループでは初めての導入と
なる、最新のIoT技術・スマートフォン
を活用したナースコールシステム「コ
コヘルパ」を導入しています。
従来型と比べ設置場所を選ばず、利用
者様の使いやすい場所に置くことがで
きるだけでなく、専用スマートフォンを
使用し、業務の効率化を図ることが
でき、職員の負担軽減に繋がって
います。

レクリエーション

祝・20周年 ～これからも地域とともに～
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当施設は、徳島県下でも数少ない『歩行浴専用の温水プール』
を備えています。同じ運動を陸上で行うよりも、膝や腰への負担を少な
くし、水の抵抗があるため運動負荷をご自身で行えるのが特徴です。
また、認知症の予防効果が期待できる「コグニサイズ運動」を取り
入れて、利用者の皆様と一緒に楽しく運動しています。

健康で生きがいのある生活を

食べる喜びを感じる日々を

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」を柔軟に利用し、住み慣れた地域での暮らしを支えます。
ぜひ当施設人気の足湯コーナーをご堪能ください。

緑風会登子では年間を通じて外出行事・施設内行事を行い、楽しみある充実
した生活を送っていただけるよう、努めています。加茂谷鯉のぼり見学では
地域の恒例行事となっている鯉まつりに参加し、端午の節句である昔ながら
の風情、また芋を自宅で栽培していた頃を思い、楽しまれていました。春には
菖蒲、秋にはコスモスと季節の花を見にお出かけをします。皆様若い頃を思い
出し、笑顔が増えて元気になって帰ります。お出かけをするのに衣服を選ばれ
たりと楽しみにされています。

緑風会登子では季節に応じた行事食を提供し、季
節の流れを感じられるよう、努めています。また利
用者様一人ひとりに合わせた食事形態で提供さ
せていただいたり、外食に行かれることで「食べ
る喜び」を感じていただけるよう、努めています。

今を大切に その人らしさを大切に

菖蒲園見学
2018.6.9

加茂谷鯉まつり  2018.5.4 立江寺参拝  2018.10.25

芋ほり  2018.10.17 コスモス畑見学  2018.11.13

デイセンター  緑風会尊氏小規模多機能ホーム  緑風会登子

運動後は温かい「ジャグジーバス」
田園風景を見ながらおくつろぎください。

【セラピーマスター（レッドコード）】
歩行浴と併せて行う事で、効率よく有酸素運動が行えます。主に下半身は
「歩行浴」で、上半身は「セラピーマスター」でトレーニングを行います。

体験利用も常時受け付けております。
緑風会尊氏で楽しく元気に健康を目指してみませんか。

ボランティアのハンドマッサージ♡　　いつもありがとうございます。(#^.^#)

足湯とメド
マー、

フットマッ
サージで

癒し中(*^
-^*)

フットマッサージ

ハンドマッサージ

セラピーマスター（レッドコー
ド）

ジャグジーバス

足　湯

ニューステップ

歩行浴専用の温水プール

「ニューステップ」で全身運動を！　   　　　　　　　　　
脚と腕を動かし、熱心にリハビリに
取り組んでいます。

マクドナル
ドに

いってきま
した！

快眠を得る

リラックス効果足のむくみ解消

免疫機能アップ

登子カレンダー

お屠蘇配り・初詣 ・ 銘菓の日1月

節分 ・ バレンタインデー2月

ひな祭り ・ ホワイトデー3月

野点 ・ 春の遠足4月

菖蒲湯 ・ 鯉のぼり見学5月

父の日 ・ 菖蒲園見学6月

七夕 ・ 感謝の日7月

納涼祭 ・ おやつ作り8月

合同敬老会 ・ お彼岸9月

芋ほり ・ 合同遠足10月

介護の日 ・ 大野町敬老会
ミニ遠足11月

クリスマス会 ・ 冬至12月

足湯の
五大効果

全身に対する保温

開所記念行事食  2018.5.1 合同敬老会祝膳  2018.9.13
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■ 健祥会アンダルシア

■ グループホーム 笑顔毎日

■ 小規模多機能ホーム 健祥会セビリア

■ 特別養護老人ホーム 健祥会バイエルン

■ 特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス

■ 小規模多機能ホーム 緑風会登子

ケアハウス　健祥会アンダルシア

施設情報
■開　　所　1999/12/1
■定　　員　50名
■利用条件
　60歳以上の方。ただし、ご夫婦の場合は利用の場合はどちらかが60歳以上。
■施設概要
　【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
　　　　　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】　デイセンターカルメン、イントロセンター那賀、ヘルパーステーシ
　　　　　ョン、お世話センター、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・
　椅子など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整備されており、事務所への通報システ
　ムを完備しています。

施設の目的　
利用者様に安心して、健康で自立した生活を送っていただけるよう努めて
います。

■定　　員　月曜～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　9：30～15：45（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、
　　　　　　調理員
●介護認定等（事業対象者、要支援者、要介護）を受けている方に運動、入浴、
　食事やレクリエーション活動などを提供し、自立した生活が出来るように努
　めています。認知症予防に向けてコグニバイクを導入し、健康作りにも力を
　入れています。

デイセンターカルメン（通所介護・総合事業）

居室（和室・洋室あり） 浴室（ケアハウス） 洗面・トイレ各室完備

浴室（デイサービス） チェア浴

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＠kensｈokai.group

TEL ０８８４－４４－６８３１

■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。
■実施地域　阿南市（伊島除く）、小松島市
●要介護者や、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。

デイセンターカルメン（訪問介護・総合事業）
TEL ０８８４－４４－６８３１

■対 象 者　要介護１以上の介護認定を受けた方
■営 業 日　月～土（日曜日は休み）
■実施地域　阿南市（伊島除く）、小松島市
●自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成に努めてい
　ます。また、利用者様に代わって要介護認定や介護認定更新申請を
　行っています。

健祥会イントロセンター那賀（居宅介護支援事業所）
TEL ０８８４－４４－６８３６

■営 業 日　月～土（日曜日は休み）
■実施地域　羽ノ浦町中庄、宮倉
●事業対象者、要支援の方で介護サービスが必要な方に介護予防計画
　を策定しています。

阿南北部第２高齢者お世話センター
TEL ０８８４－４４－６８３６

●医療・介護の相談窓口となっております。安心して在宅での生活が送
　れるよう、医療と介護の連携を推進していくこととしており、その体制
　づくりを行っています。

阿南市在宅医療・介護連携支援センター
TEL ０８８４－４４－６８６６

施  設  紹  介

周辺地図

羽ノ浦駅 西原駅 阿波中島駅　

羽ノ浦小学校

道の駅

健祥会バイエルン

那賀川

大京原橋

周辺地図 健祥会アンダルシア

・ 笑顔毎日
・ 健祥会セビリア

那賀乃坊
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　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・
　椅子など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整備されており、事務所への通報システ
　ムを完備しています。

施設の目的　
利用者様に安心して、健康で自立した生活を送っていただけるよう努めて
います。

■定　　員　月曜～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　9：30～15：45（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、
　　　　　　調理員
●介護認定等（事業対象者、要支援者、要介護）を受けている方に運動、入浴、
　食事やレクリエーション活動などを提供し、自立した生活が出来るように努
　めています。認知症予防に向けてコグニバイクを導入し、健康作りにも力を
　入れています。

デイセンターカルメン（通所介護・総合事業）

居室（和室・洋室あり） 浴室（ケアハウス） 洗面・トイレ各室完備

浴室（デイサービス） チェア浴

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＠kensｈokai.group

TEL ０８８４－４４－６８３１

■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。
■実施地域　阿南市（伊島除く）、小松島市
●要介護者や、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。

デイセンターカルメン（訪問介護・総合事業）
TEL ０８８４－４４－６８３１

■対 象 者　要介護１以上の介護認定を受けた方
■営 業 日　月～土（日曜日は休み）
■実施地域　阿南市（伊島除く）、小松島市
●自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成に努めてい
　ます。また、利用者様に代わって要介護認定や介護認定更新申請を
　行っています。

健祥会イントロセンター那賀（居宅介護支援事業所）
TEL ０８８４－４４－６８３６

■営 業 日　月～土（日曜日は休み）
■実施地域　羽ノ浦町中庄、宮倉
●事業対象者、要支援の方で介護サービスが必要な方に介護予防計画
　を策定しています。

阿南北部第２高齢者お世話センター
TEL ０８８４－４４－６８３６

●医療・介護の相談窓口となっております。安心して在宅での生活が送
　れるよう、医療と介護の連携を推進していくこととしており、その体制
　づくりを行っています。

阿南市在宅医療・介護連携支援センター
TEL ０８８４－４４－６８６６

施  設  紹  介

周辺地図

羽ノ浦駅 西原駅 阿波中島駅　

羽ノ浦小学校

道の駅

健祥会バイエルン

那賀川

大京原橋

周辺地図 健祥会アンダルシア

・ 笑顔毎日
・ 健祥会セビリア

那賀乃坊



施設情報
■開　　所　2004/8/1
■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以上の方で、認
　知症と診断を受けられた方

■施設概要
　【居室】（個室） 和室（6畳）：14室、洋室13室
　・ 食堂（床暖房完備）　・談話室　・浴室（一般浴・機械浴）
　【木造平屋建】
　・ 敷地面積：2015.14㎡　・ 建築面積：936.75㎡
　

施設情報
■開　　所　2001/7/1
■定　　員　５０名＋ショートステイ２０名
■利用条件
　介護保険要介護認定において、要介護３以上の認定を受けられた方
　が利用できます。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お世話や機能訓練、健康
　管理などの療養上のお世話を提供します。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。ショートステイは要介護の
　方もご利用いただけます。
■利 用 料 　
　ご本人様の収入及び同一世帯の所得などに応じて決まります。

■施設概要
　【居室】 個室：26室、２人部屋：22室
　・大浴場・特殊浴室（特浴・チェアー浴）　・カラオケ室　
　・機能訓練室（ウォーターベッド・メドマー他）
　【鉄筋コンクリート造  4階建】
　・ 敷地面積：3345.00㎡　・ 建築面積：3995.27㎡

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。

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。
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特別養護老人ホーム  健祥会バイエルン

健祥会バイエルンは、２００１年に開所し、皆様のおかげで、今年１８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よかっ

た」と、そう思っていただける施設づくりに

精一杯取り組んでまいります。

施設情報
■定　　員　１８名
■営 業 日　年中無休
■利用時間　9時～16時30分
■利用条件
原則として、阿南市に住所を有する65歳以上の方で、身体上、精神上の障害
がある為に支援や介護の必要な方で、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
地域で生活され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。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。

地域密着型通所介護  デイセンター ワーグナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県阿南市那賀川町苅屋２８９番地２
TEL０８８４－２１－２４2０　FAX０８８４－２１－２４３１
MAIL bayern@kenshokai.group

施設紹介

光明石温泉

効　能
神経痛 腰痛 痔 疲労回復

冷え性 リウマチ 肩こり

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。利用者様には施設
内の機具を自由にご利用して
いただいています。

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

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

グループホーム  笑顔毎日

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

常生活のお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。

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＠kenshokai.group

施設情報
■開　　所　2011/3/1
■定　　員　登録 25名/日（内通い15名/日、泊り９名/日）
■利用条件
　阿南市在住で要支援1・2、要介護1～5の認定を受けられた方。

■事業内容：小規模多機能型居宅介護

■施設概要
　【居室】（全室個室） 洋室：７室、和室：2室
　・浴室（チェア浴）　・食堂（床暖房完備）
　【鉄骨造平屋建】
　・ 敷地面積：838.62㎡　・ 建築面積　326.70㎡

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

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

小規模多機能ホーム  健祥会セビリア 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕31番地
TEL ０８８４－４４－６８７０　FAX ０８８４－４４－６８７１
MAIL sevilla＠kenshokai.group

居室 浴室 トイレ

介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・

地域での生活を継続することができるように、

利用者様の状態や必要に応じて、「通い」を

中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを組み合

わせて提供する在宅介護サービスです。

那賀川図書館 那賀川支所 タカイチ

至徳島

ミートセンター
のべ

那賀川
道の駅

那賀川中学校

周辺地図

健祥会バイエルン

居室

浴室

ウォーターベッド

玄関ホール

施設理念 
心身ともに、健やかにゆとりある生活の中で 　　
個々のニーズに応えながら自立への援助をいたします 　　　　　　

羽ノ浦駅 西原駅 阿波中島駅　

羽ノ浦小学校

道の駅

健祥会バイエルン

那賀川

那賀乃坊

大京原橋

周辺地図 健祥会セビリア

羽ノ浦駅 西原駅 阿波中島駅　

羽ノ浦小学校

道の駅

健祥会バイエルン

那賀川

那賀乃坊

大京原橋

周辺地図 笑顔毎日

・ 健祥会アンダルシア
・ 健祥会セビリア

・ 健祥会アンダルシア
・ 笑顔毎日



施設情報
■開　　所　2004/8/1
■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以上の方で、認
　知症と診断を受けられた方

■施設概要
　【居室】（個室） 和室（6畳）：14室、洋室13室
　・ 食堂（床暖房完備）　・談話室　・浴室（一般浴・機械浴）
　【木造平屋建】
　・ 敷地面積：2015.14㎡　・ 建築面積：936.75㎡
　

施設情報
■開　　所　2001/7/1
■定　　員　５０名＋ショートステイ２０名
■利用条件
　介護保険要介護認定において、要介護３以上の認定を受けられた方
　が利用できます。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お世話や機能訓練、健康
　管理などの療養上のお世話を提供します。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。ショートステイは要介護の
　方もご利用いただけます。
■利 用 料 　
　ご本人様の収入及び同一世帯の所得などに応じて決まります。

■施設概要
　【居室】 個室：26室、２人部屋：22室
　・大浴場・特殊浴室（特浴・チェアー浴）　・カラオケ室　
　・機能訓練室（ウォーターベッド・メドマー他）
　【鉄筋コンクリート造  4階建】
　・ 敷地面積：3345.00㎡　・ 建築面積：3995.27㎡

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。

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。
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特別養護老人ホーム  健祥会バイエルン

健祥会バイエルンは、２００１年に開所し、皆様のおかげで、今年１８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よかっ

た」と、そう思っていただける施設づくりに

精一杯取り組んでまいります。

施設情報
■定　　員　１８名
■営 業 日　年中無休
■利用時間　9時～16時30分
■利用条件
原則として、阿南市に住所を有する65歳以上の方で、身体上、精神上の障害
がある為に支援や介護の必要な方で、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
地域で生活され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。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。

地域密着型通所介護  デイセンター ワーグナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島県阿南市那賀川町苅屋２８９番地２
TEL０８８４－２１－２４2０　FAX０８８４－２１－２４３１
MAIL bayern@kenshokai.group

施設紹介

光明石温泉

効　能
神経痛 腰痛 痔 疲労回復

冷え性 リウマチ 肩こり

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。利用者様には施設
内の機具を自由にご利用して
いただいています。

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

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

グループホーム  笑顔毎日

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

常生活のお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。

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＠kenshokai.group

施設情報
■開　　所　2011/3/1
■定　　員　登録 25名/日（内通い15名/日、泊り９名/日）
■利用条件
　阿南市在住で要支援1・2、要介護1～5の認定を受けられた方。

■事業内容：小規模多機能型居宅介護

■施設概要
　【居室】（全室個室） 洋室：７室、和室：2室
　・浴室（チェア浴）　・食堂（床暖房完備）
　【鉄骨造平屋建】
　・ 敷地面積：838.62㎡　・ 建築面積　326.70㎡

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

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

小規模多機能ホーム  健祥会セビリア 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄大知渕31番地
TEL ０８８４－４４－６８７０　FAX ０８８４－４４－６８７１
MAIL sevilla＠kenshokai.group

居室 浴室 トイレ

介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・

地域での生活を継続することができるように、

利用者様の状態や必要に応じて、「通い」を

中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを組み合

わせて提供する在宅介護サービスです。

那賀川図書館 那賀川支所 タカイチ

至徳島

ミートセンター
のべ

那賀川
道の駅

那賀川中学校

周辺地図

健祥会バイエルン

居室

浴室

ウォーターベッド

玄関ホール

施設理念 
心身ともに、健やかにゆとりある生活の中で 　　
個々のニーズに応えながら自立への援助をいたします 　　　　　　

羽ノ浦駅 西原駅 阿波中島駅　

羽ノ浦小学校

道の駅

健祥会バイエルン

那賀川

那賀乃坊

大京原橋

周辺地図 健祥会セビリア

羽ノ浦駅 西原駅 阿波中島駅　

羽ノ浦小学校

道の駅

健祥会バイエルン

那賀川

那賀乃坊

大京原橋

周辺地図 笑顔毎日

・ 健祥会アンダルシア
・ 健祥会セビリア

・ 健祥会アンダルシア
・ 笑顔毎日



施設情報
■開　　所　2011/5/1
■定　　員　登録 29名/日（内通い18名/日、泊り９名/日）
■利用条件
　阿南市在住で要支援1・2、要介護1～5の認定を受けられた方。

■施設概要
　【居室】（全室個室）  洋室:7室、和室：2室
　・居間　・食堂　・浴室
　【木造平屋建】
　・ 敷地面積:2624.43㎡　・ 建築面積:860.831㎡
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小規模多機能ホーム  緑風会登子

介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することが

できるように、利用者様の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」

「訪問」の3サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。

入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどのサービスを提供。日常生活動作の

向上・健康の保持・仲間づくりなどをしながら楽しい一日を過ごしていただける

ようサポートします。県内有数のリハビリプールをぜひご堪能ください。  

施設情報
■事業内容　地域密着型通所介護
　　　　　　第1号通所事業
　　　　　　（阿南市はつらつデイサービス）

■定　　員　地域密着型通所介護　18名/日
　　　　　　第1号通所事業　
　　　　　　（月～金）15名/日　（土・日）10名/日
■利用条件
　阿南市在住で事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の認定を受け
　られた方。

■施設概要
　・食堂　・機能回復室　・大浴室・機械浴（チェアー浴）
　・リハビリプール・足湯コーナー

デイセンター 緑風会尊氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

施設情報
■開　　所　1998/7/1
■定　　員　５０名＋ショートステイ２０名
■利用条件
　介護保険要介護認定において、要介護３以上の認定を受けられた方
　が利用できます。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お世話や機能訓練、健康
　管理などの療養上のお世話を提供します。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。ショートステイは要介護の
　方もご利用いただけます。
■利 用 料 　
　ご本人様の収入及び同一世帯の所得などに応じて決まります。

■施設概要
　【居室】  個室:１６室、２人部屋：１１室、４人部屋：８室
　・大浴場・特殊浴室(特浴・チェアー浴)
　・機能訓練室(ウォーターベッド・メドマー他)
　【建物構造:鉄筋コンクリート造  3階建】
　・ 敷地面積:3,860.00㎡　・ 建築面積:6,147.86㎡

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

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

特別養護老人ホーム  緑風会ルネッサンス

地域で暮らしているすべての人が尊厳をもって、住み慣れた地域でその人らし

い生活を営む支援づくりの拠点となれるよう、科学的根拠のもと専門性のあ

る介護の提供を目指しています。特に排泄の自立と認知症ケア、看取り介護に

重点を置き、安心と笑顔に充ちた生活を送っていただけるよう、身体的なケア

だけでなく、自身の価値観が尊重される個別ケアに取り組んでいます。

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

ホール

居室

デイルーム

リハビリプール

足湯コーナー

■定　　員　１８名
■営 業 日　月～土曜日
　　　　　　※台風・積雪などの悪天候の場合は除きます
■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
　施設とご自宅の間を送迎し、入浴・食事・機能訓練・リハビリ体操や様々な
　レクリエーションを通して、心身機能の維持向上とご家族の負担軽減を図り
　ます。

地域密着型通所介護  デイセンター モナ・リザ

要介護1以上の認定を受けた方を対象に、家庭で介護を受ける本人の
心身の状況、置かれている環境、本人および家族の希望などを踏まえ、
ケアプランを作成するとともに、サービス提供事業者との連絡調整を
行います。また、サービスに関すること、介護保険施設への利用希望
などの相談にも応じています。

居宅介護支援事業所  緑風会イントロセンター阿南

個室

チェアー浴槽

ウォーターベッド

デイルーム マッサージチェア

至阿南

緑風会ルネッサンス

福井川

レストラン

コンビニ

GS

R55

天理教
福井分教会

南部ふるさと
ふれあい公園

周辺地図

■自動車
国道55号線を室戸方面へ下り、
福井町天理教前のガソリンスタンド
を右折し、川沿いを直進500ｍ。

至勝浦

至小松島

阿南支援学校

大野小学校

日亜化学工業
至阿南市街

緑風会登子
緑風会尊氏

那賀川

周辺地図



施設情報
■開　　所　2011/5/1
■定　　員　登録 29名/日（内通い18名/日、泊り９名/日）
■利用条件
　阿南市在住で要支援1・2、要介護1～5の認定を受けられた方。

■施設概要
　【居室】（全室個室）  洋室:7室、和室：2室
　・居間　・食堂　・浴室
　【木造平屋建】
　・ 敷地面積:2624.43㎡　・ 建築面積:860.831㎡
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小規模多機能ホーム  緑風会登子

介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することが

できるように、利用者様の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」

「訪問」の3サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。

入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどのサービスを提供。日常生活動作の

向上・健康の保持・仲間づくりなどをしながら楽しい一日を過ごしていただける

ようサポートします。県内有数のリハビリプールをぜひご堪能ください。  

施設情報
■事業内容　地域密着型通所介護
　　　　　　第1号通所事業
　　　　　　（阿南市はつらつデイサービス）

■定　　員　地域密着型通所介護　18名/日
　　　　　　第1号通所事業　
　　　　　　（月～金）15名/日　（土・日）10名/日
■利用条件
　阿南市在住で事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の認定を受け
　られた方。

■施設概要
　・食堂　・機能回復室　・大浴室・機械浴（チェアー浴）
　・リハビリプール・足湯コーナー

デイセンター 緑風会尊氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

施設情報
■開　　所　1998/7/1
■定　　員　５０名＋ショートステイ２０名
■利用条件
　介護保険要介護認定において、要介護３以上の認定を受けられた方
　が利用できます。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お世話や機能訓練、健康
　管理などの療養上のお世話を提供します。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。ショートステイは要介護の
　方もご利用いただけます。
■利 用 料 　
　ご本人様の収入及び同一世帯の所得などに応じて決まります。

■施設概要
　【居室】  個室:１６室、２人部屋：１１室、４人部屋：８室
　・大浴場・特殊浴室(特浴・チェアー浴)
　・機能訓練室(ウォーターベッド・メドマー他)
　【建物構造:鉄筋コンクリート造  3階建】
　・ 敷地面積:3,860.00㎡　・ 建築面積:6,147.86㎡

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

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

特別養護老人ホーム  緑風会ルネッサンス

地域で暮らしているすべての人が尊厳をもって、住み慣れた地域でその人らし

い生活を営む支援づくりの拠点となれるよう、科学的根拠のもと専門性のあ

る介護の提供を目指しています。特に排泄の自立と認知症ケア、看取り介護に

重点を置き、安心と笑顔に充ちた生活を送っていただけるよう、身体的なケア

だけでなく、自身の価値観が尊重される個別ケアに取り組んでいます。

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

ホール

居室

デイルーム

リハビリプール

足湯コーナー

■定　　員　１８名
■営 業 日　月～土曜日
　　　　　　※台風・積雪などの悪天候の場合は除きます
■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
　施設とご自宅の間を送迎し、入浴・食事・機能訓練・リハビリ体操や様々な
　レクリエーションを通して、心身機能の維持向上とご家族の負担軽減を図り
　ます。

地域密着型通所介護  デイセンター モナ・リザ

要介護1以上の認定を受けた方を対象に、家庭で介護を受ける本人の
心身の状況、置かれている環境、本人および家族の希望などを踏まえ、
ケアプランを作成するとともに、サービス提供事業者との連絡調整を
行います。また、サービスに関すること、介護保険施設への利用希望
などの相談にも応じています。

居宅介護支援事業所  緑風会イントロセンター阿南

個室

チェアー浴槽

ウォーターベッド

デイルーム マッサージチェア

至阿南

緑風会ルネッサンス

福井川

レストラン

コンビニ

GS

R55

天理教
福井分教会

南部ふるさと
ふれあい公園

周辺地図

■自動車
国道55号線を室戸方面へ下り、
福井町天理教前のガソリンスタンド
を右折し、川沿いを直進500ｍ。

至勝浦

至小松島

阿南支援学校

大野小学校

日亜化学工業
至阿南市街

緑風会登子
緑風会尊氏

那賀川

周辺地図



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
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これまでも
　　　これからも
　　　　　　この地域とともに

介護職員 看護職員 調理員 栄養士

◎昇給 / 年１回 ・ 賞与 / 年2回
◎職員研修制度
◎Uターン ・ Iターン助成制度あり

年齢・資格(介護・調理員)は問いません。パート可・勤務時間相談に応じます。

◎社会保険完備　　◎退職金制度　　
◎職員親睦懇談会　　　◎職員親睦研修旅行

健祥会グループ  集え人財室
☎088-642-7522

お問い合わせ先 各施設へも
お問い合わせください

職 員 募 集
TOUKO

RENAISSANCE

BAYERN

ANDALUCIA
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男同士!!
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Merry Xmas!

青空の下で

二人の絆
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