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●特別養護老人ホーム 緑風会チロル
●ケアハウス モントゼー
●チロルデイサービスセンター
●緑風会イントロセンター丹生谷
●特別養護老人ホーム 緑風会チロル（訪問介護）

広げよう共生の輪　人を想い　地域を想い　明日を想う

2019
緑風会チロル・モントゼー・ふるさと那賀・あめごの里

ずっとこのまちで暮らしたい
緑風会なかよし支援ネットワーク
緑風会（サウスⅢステージ）では那賀町にある3拠点7事業所が協働し、
皆様の介護の相談にお答えします。
まずは、お近くの施設までご連絡ください。

●介護老人福祉施設 ふるさと那賀

お気軽にお問合せください　
緑風会イントロセンター丹生谷
チロルデイサービスセンター

特別養護老人ホーム 緑風会チロル（訪問介護）
住み慣れた自宅での生活をお手伝いさせていただきます。

☎0884-67-0888

表紙イラスト/緑風会チロル職員  平川知宏 画

職員募集
介護の仕事は、利用者様やご家族と共に、
笑顔を分かち合えるとてもやりがいのある仕事です。
是非、健祥会グループで
私たちと一緒に働いてみませんか？

健祥会グループ 集え人財室
☎088-642-7522

●グループホーム あめごの里　
●チロルデイサービスセンター
   (サテライト)デイセンターきとうゆず

特別養護老人ホーム 緑風会チロル
ケアハウス モントゼー

介護老人福祉施設 ふるさと那賀
グループホーム あめごの里
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地域で支えよう
～認知症サポーター養成講座～

認知症について正しく理解し、認知症の人やご家族に対して、
「応援者」として温かい目で見守ることを期待して認知症サポータ
ー養成講座を開催しています。丁寧な説明や実体験を交えながら認
知症についての正しい知識をわかりやすくお伝えしています。これか
らも、多くの方に講座を受講していただきたいと思います。

緊急時に備えて
～緊急時対応研修会～

誤嚥・窒息のリスクを把握し、組織的に管理することで事故を

未然に防ぐ活動です。自分の周りにも起こるかもしれない

とっさの緊急事態に対応できる心と技術を学ぶために取り

組んでいます。

”動くこと”は生きることの基本であり、利用者様の暮らしを

支えるために必要不可欠な動作です。負担のかからない、残

存機能を活かした介助方法を職員間で共有し、介護技術の

向上に繋げています。

自立支援に向けて
～リハビリテーション研修会～

暮らせるように」
人は誰しも心の中に「故郷」を抱き、

光の中の「故郷」に励まされながら、人生の道を歩んでいます。

自然豊かなふるさと那賀町で笑顔あふれる生活・尊厳ある生活・

何よりも「生きる嬉しさ」を感じられる生活を送ってほしい…そんな想いを抱き、

地域の皆様に選ばれる施設づくりをめざして今日まで努めてまいりました。

2019年、総合福祉施設として誕生いたしました特別養護老人ホーム 緑風会チロル、

ケアハウス モントゼーは創立20年の節目の年。

徳島県で初の地域密着型特別養護老人ホームとしてスタートした介護老人福祉施設ふるさと那賀は８年、

少人数でアットホーム感が漂うグループホームあめごの里は12年を迎えます。

これまでの先人の教えや、歴史を顧み、地域の安心と組織の永続性のために、

職員は自己研鑽と確かな進化を図り、その人らしさを最大限に発揮していただけるように

サウスⅢステージ協力のもと、一丸となってサービスの質の向上に挑戦していきます。

頑張って頑張って日本の激動期を支えてくださった方々に安らぎに満ちた人生を送っていただけるように、

地域に根ざした施設づくりをより一層構築してまいります。

緑風会チロルにて

那賀高校にて
（ふるさと那賀）

サウスⅢステージの取り組み

沖縄（首里城） カナダ（サンタンヌ ド ボープレ大聖堂）

職員親睦研修旅行
職員の福利厚生のひとつとして、
たくさんの企画の中から
希望のコースを選んで

参加する職員親睦研修旅行。
その土地の風土を味わい、

歴史や伝統文化を学ぶとともに、
他施設の職員と交流を深める
貴重な機会でもあります。

「地域でなかよく、
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地域とのつながり地域とのつながり地域とのつながり
～元気な地域づくりをめざして～

4 5

介護の日をPRするための
チラシを配布しました。

地域の人たちと
心を一つに
御神輿を担ぎました。

施設の利用者様、ご家族、老人会の皆様と一緒に
ご長寿のお祝いをしました。

秋祭り
(矢鉾八幡神社)
2018.10.14

生徒の皆さんと触れ合い
元気をもらいました。

緑風会チロル

清掃活動

小・中学生との
交流会

木頭学園

平谷小学校の生徒さん
お手製の

パンフレットです。

平谷小学校

合同敬老会
2018.9.19

ふるさと那賀

杉の子祭
見学

ボランティアの
方々と散歩

鷲敷小学校

ふるさと那賀（太龍寺ロープウェイ）

緑風会チロル（もみじ川温泉）

啓発活動
(介護の日)
2018.11.11

あめごの里（高の瀬峡）
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ケアハウス  モントゼー

チロルデイサービスセンター
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特別養護老人ホーム  緑風会チロル
〒771-6327 徳島県那賀郡那賀町成瀬字小谷口2番地
TEL.0884-67-0888   FAX.0884-64-7022
E-MAIL  tirol@ryokufu1984.or.jp

身体拘束廃止委員会 施設サービス力向上研修会

委員会・研修会

いつまでも 愛したこの地で あなたとともに

お誕生会 演芸ボランティア あいさい広場にて外食

集団レクリエーション 理学療法士によるリハビリ教室 まごころ込めた美味しいご飯

利用者様との
コミュニケーション母の日

個別レクリエーション
（左）囲碁 （右）お手玉

集団体操 シルバーカー歩行練習

生活リハビリ

平谷こども園来設 演芸ボランティア

地域との関わり
ボランティアの方々や小学生と
の関わりを通して楽しいひとと
きを過ごしています。また、家族
会を開催することでご家族や地
域の方々とのコミュニケーショ
ンを密に図っています。

モントゼーは利用者様一人ひとりが自立した生活を送れるように心身の

状況や希望に応じたサービスを提供しています。また、季節行事や買い

物、お食事などの外出行事も豊富であり、刺激のある毎日を利用者様と

過ごしています。

全国でも初めての取り組みとなった地域密着サテライト

型デイサービス。高齢化の進む那賀町で、社会的交流や

閉じこもり予防など、さまざまな地域の方々のニーズに

お応えできるよう、上那賀にある”チロルデイサービスセ

ンター”と那賀町木頭にある”デイセンターきとうゆず”の

２つの地区を日替わりで運営しています。

ウォーターベッドや多種多種多様な運動機器な
ど、快適な空間の中で心地よく筋力維持や血行
促進ができる設備を完備しています。また、利用
者様が日常生活の中で抱いている不安を解消
できるように、個別での機能訓練を実施していま
す。楽しく運動を行いながら、日々の生活に生き
がいを持っていただけるように職員一同さらに
努力してまいります。

家族会
納涼祭 お花見

七夕飾りお屠蘇振る舞い

レクリエーション

季節行事

カラオケ ゲートボール

フラワーアレンジメントケーキ作り

正御影供 お花見 笑いのつどい

緑風会チロルでは、生まれ育った故郷で生活し続けられるよう心身の機能訓練だけでなく、
多職種協同で活動・参加に繋がる生活リハビリを実施しています。

利用者様一人ひとりの「これがしたい！」という想いを大切に、生活全体を支援しています。

定期的に委員会や研修会を開催し、多職種間で情報共有や知識・
技術の習得を図ることで施設サービスの向上に努めています。

いつまでも現在の心身機能を維持できるように一人ひとりに沿っ
た計画のもと機能訓練を楽しみややりがいを感じながら取り組め
るように実施しています。

季節行事に参加していただくことで、四季を感じていただくととも
に、活動性の向上を図り、認知症予防に繋げています。

利用者様に刺激のある生活を送っていただけるように利用者様
の「できること」に着目し、『昔取った杵柄』を活かしたさまざまな
活動を行っています。

扉を開けば、いつでも仲間がいる安心感。
川のせせらぎや自然豊かなこの地で、
楽しい毎日を過ごしていきましょう。
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グループホーム  あめごの里
〒771-6403 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ1番地
TEL.0884-68-2021 FAX.0884-64-8022
Ｅ-Ｍail　amego＠ryokufu1984.or.jp
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介護老人福祉施設  ふるさと那賀

2012年４月、水と緑の町、那賀町に徳島県で第１号のユニット型
地域密着型介護老人福祉施設として開所し８年目を迎えます。ふ
るさと那賀のモットーは「母への想いをかたちに」私たちはこの想
いを胸に“心と心”のつながりを何よりも大切に施設づくりを行って
きました。健康や生活面などさまざまな不安を抱えて利用される
高齢者に、日々心を込めてかかわり、楽しみを感じていただくこと
で、不安から生きがいへと変えられます。私たちはこれからもこの
想いに叶う施設となるため努力してまいります。

徳島県が推進するアクティブシニア生涯活躍雇用促進事業に参画し、8月に説明
会を実施したくさんの住民の皆様にご参加いただきました。希望者の中から現在
2名の方が介護助手として働き、居室の清掃や洗濯たたみ、シーツ交換、レクリエ
ーションなど介護の周辺業務を担っていただいております。

ふるさと那賀では11月から見守りシステム「眠りス
キャン」を導入しました。マットレスの下に設置したセ
ンサーが、体動（寝返り、呼吸、心拍など）を測定しま
す。利用者様の生活や行動に合わせ安心安全、満足
度の向上に繋げています。

ふるさと那賀では利用者様の暮らしの継続に着目し、施設
に畑をつくりました。畑づくりでのイキイキした姿は認知
症ケアや個別ケアに繋がり、4月に行われた健祥会グルー
プ年間取組発表会では発表部門3位、ポスター部門1位と
なり表彰を受けました。

併設型小中一貫校「木頭学園」の公開授業に招待していた
だき、4名の利用者様が参加しました。以前、生徒さんがあ
めごの里へ来てくれたことがありますが、利用者様の方が
木頭学園へ行くのは初めてです。最初は緊張してい
ましたが、すぐに 打ち解け、楽しい時間を過ごすことができ
ました。最後に「おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に学べ
て楽しかったです。」と温かい言
葉をいただきました。利用者様
も大変喜ばれていました。 今年のハロウィンも可愛い衣

装で踊ってくれました。
来年もお菓子を用意して待っ
ています。

母への想いをかたちに

ふるさと那賀は地域と共に歩み開かれた施設として、行事毎に地
域の方々を積極的にお招きし、交流を図っています。また、地元の
文化祭や運動会など地域行事への参加も恒例となっています。ふ
るさと那賀は地域を支え地域の架け橋として存在する福祉施設と
して、これからも信頼の輪を広げ続けていきます。

地域との共存・共栄

笑顔と食の施設サービス

アクティブシニア生涯活躍雇用促進事業

❶中山ふるさと夏祭り    
❷矢鉾八幡神社秋祭り
❸中山ミニ運動会

❹いきものと触れ合う会 
❺介護の日 予防体操　   
❻鷲敷小学校生徒交流会

【地域活動・交流】

①お誕生日会
②行事食

① 特別な日のお祝いの気持ちを込め、手作りのバースデイケーキを送ります。
② 行事食は季節感を大切に栄養や目と味で楽しむ食事を提供しています。

介護ロボットの活用

笑顔いっぱいの一日でした。

肩たたきをしてもらい
おばあちゃんもにっこり。

〒771-5204 徳島県那賀郡那賀町中山字とふめん18番地7
TEL.0884-62-0082 FAX.0884-62-0083
E-Mail  furusato@ryokufu1984.or.jp

【年間取り組み】

地域の方 と々のふれあい
慣れ親しんだ場所で
自分らしさを大切に
過ごしていただきたい

地域の方 と々のふれあい
慣れ親しんだ場所で
自分らしさを大切に
過ごしていただきたい

月２回ボランティアの皆さんが
訪問してくださいます。一緒に
体操したり歌を歌ったり、楽しい
時間を過ごしています。

感謝の日
2018.7.31

ボランティア・地
域の皆様

いつもありがとう
ございます ご家族とともに 

こども園の園児さん
小学校の生徒さんが
遊びに来てくれました

藤の花の前で

ハイチーズ

職員と一緒に花見に
行ってきました

介護の日
2 018.11.11

  

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻



グループホーム  あめごの里
〒771-6403 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ1番地
TEL.0884-68-2021 FAX.0884-64-8022
Ｅ-Ｍail　amego＠ryokufu1984.or.jp
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緑風会チロル  在宅サービス
■ 緑風会イントロセンター丹生谷
ケアマネジャー（介護支援専門員）が、介護に関する相談に応じ、ご本人のニーズにあった介護計画（ケアプラン）を作成し、
介護保険サービスなどの利用調整を行います。（利用料無料）

■ 特別養護老人ホーム緑風会チロル（訪問介護）
住み慣れたご自宅で安心した生活が送れるよう、訪問介護（ホームヘルパーの派遣）サービスを提供し、
在宅生活を総合的にバックアップします。

【利用条件】 要介護認定を受けた方および総合事業対象者

特別養護老人ホーム  緑風会チロル

身体的・精神的な理由により、日常生活において
常に介護が必要な方に、
専門的でぬくもりのあるケアを提供します。

利用条件

定　　員

併設事業所

本館  40名（内ショートステイ10名）　　
新館  20名（ユニット型地域密着型介護老人福祉施設）

●特別養護老人ホーム緑風会チロル
●ケアハウスモントゼー
●チロルデイサービスセンター
●緑風会イントロセンター丹生谷
●緑風会チロル訪問介護

要介護認定で「要介護3・4・5」と認定された方
「要介護1・2」の方は、特例入所要件に該当する場合に限って
利用できます。

徳島県那賀郡那賀町成瀬字小谷口2番地
☎0884-67-0888  FAX.0884-64-7022  E-mail  tirol@ryokufu1984.or.jp

開設年:1999年

通所介護  チロルデイサービスセンター

体操などの軽い運動から専門的な訓練まで、
その方の目標に合わせたプログラムを実践し、
生活能力の向上を図り、地域で元気に生活できるよう支援します。
広大な面積を誇る那賀町で利用者様を支援するために、
きとうゆず（木頭）をサテライトとして、一体運営します。

利用条件

定　　員

要介護認定を受けた方および総合事業対象者

1日18名

開 催 日 ＜チロル＞月・水・金・日　＜きとうゆず＞火・木・土

利用条件

定　　員

ケアハウス  モントゼー

プライバシーを重視し、それぞれの自立した生活を確保する住宅機能と、
食事、入浴、健康管理などの生活サービスを提供し、
快適で安心な毎日をサポートします。

18名

60歳以上の方
ただし、ご夫婦の場合どちらか60歳以上であれば
ご利用いただけます。

施設のご案内

・ ２階ユニット　一人一人のニーズに合ったサービスや趣味を中心に提供し生活のリズムを作っていきたい
・ ３階ユニット　リラックスした時間の中　尊厳を保ち素敵な環境で過ごしたい施設理念

介護老人福祉施設  ふるさと那賀

～母への想いをかたちに～
一人ひとりの個性や生活のリズムを大切にしたユニットケアにより、あたたかで豊かな暮らしのサービスを提供します。

利用条件

定　　員 入居 ＜3ユニット 29名＞　短期入所 ＜1ユニット 11名＞

地域密着型施設であるため、那賀町に住所地があり
要介護3以上と認定された方が対象です。
要介護1・2の方は特例入所の要件に該当する場合は
利用対象となります。

徳島県那賀郡那賀町中山字とふめん18番地7
☎0884-62-0082  FAX.0884-62-0083  E-mail  furusato@ryokufu1984.or.jp

グループホーム  あめごの里

開設年:2012年

徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ1番地
☎0884-68-2021　FAX.0884-64-8022  E-mail  amego@ryokufu1984.or.jp

開設年:2007年

利用条件

定　　員 1ユニット 9名

併設事業所 ●サービスセンター（サテライト）デイセンターきとうゆず

認知症により介護を必要とする概ね65歳以上で
「要支援2以上」と認定された方

少人数で家庭的な雰囲気の中、認知症の方々ができるだけ自立した生活を営めるよう、
自己選択・自己決定ができる環境づくりをしながら、専門スタッフによるあたたかな介護を提供します。

「ぬくもり介護」を理念として、地域密着型サービスとしてそれぞれの暮らしを尊重したケアの提供に努めている。
また、1ユニットの特性を生かし、家庭的な雰囲気を大切にしている。施設理念

ふるさとに共に生き共に育つ施設理念
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鷲敷

相生

上那賀
木頭

木沢

●特別養護老人ホーム 緑風会チロル
●ケアハウス モントゼー
●チロルデイサービスセンター
●緑風会イントロセンター丹生谷
●特別養護老人ホーム 緑風会チロル（訪問介護）

広げよう共生の輪　人を想い　地域を想い　明日を想う

2019
緑風会チロル・モントゼー・ふるさと那賀・あめごの里

ずっとこのまちで暮らしたい
緑風会なかよし支援ネットワーク
緑風会（サウスⅢステージ）では那賀町にある3拠点7事業所が協働し、
皆様の介護の相談にお答えします。
まずは、お近くの施設までご連絡ください。

●介護老人福祉施設 ふるさと那賀

お気軽にお問合せください　
緑風会イントロセンター丹生谷
チロルデイサービスセンター

特別養護老人ホーム 緑風会チロル（訪問介護）
住み慣れた自宅での生活をお手伝いさせていただきます。

☎0884-67-0888

表紙イラスト/緑風会チロル職員  平川知宏 画

職員募集
介護の仕事は、利用者様やご家族と共に、
笑顔を分かち合えるとてもやりがいのある仕事です。
是非、健祥会グループで
私たちと一緒に働いてみませんか？

健祥会グループ 集え人財室
☎088-642-7522

●グループホーム あめごの里　
●チロルデイサービスセンター
   (サテライト)デイセンターきとうゆず

特別養護老人ホーム 緑風会チロル
ケアハウス モントゼー

介護老人福祉施設 ふるさと那賀
グループホーム あめごの里
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