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☎088-642-7522

各地施設の見学も随時受付中です！お近くの施設へお気軽にお問い合わせください

〒779-3105 徳島市国府町東高輪字天満 356 番地 1
お問い合わせ 健祥会グループ 人事部

新しい介護時代の幕開け

健祥会シェーンブルン・健祥会たんぽぽ・マリア･テレジア・ひかり・しののめ・健祥会清盛・健祥会頼朝三 好 シェーンステージ



シェーンステージの取り組み シェーンステージの取り組み

近い将来起こると予想されている東南海地震をはじめ、火災から身を守るための訓練や、利用者様を避難させる訓練を行っています。いつ起こるか
わからない災害。いつ起こってもおかしくない災害に対して、地域の皆様と密に連携し、福祉避難所としての責務を果たしてまいります。

福祉体験を通して、園児や小中学生とふれあう機会を設けています。世代の違う子ども逹と利用者様が接することで、お互いが笑顔になり、元気をい
ただくことができます。また、車いす体験や高齢者疑似体験を行うことにより、優しい心や思いやりの気持ちを育むお手伝いをしています。

山間部に起こりやすい土砂災害や河川氾濫を
想定した避難訓練を行っています。

救命講習 講義は分かりやすく！避難訓練

消火訓練

いつまでも自分らしくありたい、安心して暮らしたい、認知症の方の想い
です。そのためには、地域全体で支えていく必要があります。私たちは
認知症についての普及・啓発を目的に、認知症サポーター養成講座を開
催し、そのお手伝いをしています。

認知症について、より身近
に感じ、よりわかりやすく
するため、寸劇を取り入れ
た講座を行っています。劇
団の魂のこもった演技に、
地域の方より毎回称賛の声
が挙がっています。

劇に称賛の声！

東祖谷認定こども園 白地小学校 三加茂中学校

住み慣れた街がいつも美しくあるように、積極的に
地域清掃に取り組んでいます。

オレンジ・カフェに参加し、体操や手芸を行いながら認
知症についての理解を深めていただいたり、意見交換や
相談をお受けするなど、楽しい時間を過ごします。

地域の方や利用者様を対象として介護予防講座を開
催し、健康の秘訣についての講義をしています。

介護予防講座 オレンジ・カフェ（認知症カフェ） 地域清掃

シェーンステージでは、施設
全体のサービスの質の向上を
めざし、より高度な知識や技
術を職員が身につけ、これま
で以上に地域に信頼される施
設となるよう、定期的に合同
勉強会を開催しています。

白地小学校 「
誤
嚥
性
肺
炎
予
防
研
修
会
」

「
口
腔
ケ
ア
研
修
」
職
員
も
一
生
懸
命
！

いい日、いい日、毎日、あったか
介護ありがとう。11月11日は「介
護の日」です。地域の方に対して
の健康介護相談や介護についての
勉強会などをおこないました。「介
護」について改めて深く考えるこ
とができた一日でした。

健
康
介
護
相
談

勉
強
会
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防災訓練 認知症サポーター養成講座

福祉体験学習 地域活動

合同勉強会 介護の日
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利用者様はもちろん、ご家族への相談支援も手厚
く行っています。利用中も自宅へ同行し「家に帰っ
てトイレに行けるだろうか」、「家の環境で転倒し
ないか」などの不安も一緒に解決します。

最適な支援方法を定期的に多職種間で協議しています。リハビリでは屋外歩行訓練
や段差昇降訓練など、実際の自宅での生活を想定した動作の再獲得をめざします。

今回で第16回目を迎え、令和で最初のあじさいまつりとなりました。三好中学生による吹奏
楽では会場全体がひとつになりました。
新時代の幕開けに相応しく、地域の皆様方や家族様とともに盛大に開催されました。

自宅での生活が継続で
きるよう、機能訓練指
導員の指導のもと、効
果的な歩行訓練や前身
運動などを実施してい
ます。また、各種行事
などを通じて「生きが
いづくり」にも取り組
んでいます。

毎年恒例の大藤・奥村地区での敬老会。一年
ぶりにふるさとの風景・空気を感じての再会
に、利用者様や地域の方々の笑顔が素敵です。

たんぽぽカフェ（認知症オレンジカフェ）オープン !!
地域の方々や地区民生委員の方にもご出席いただき、健康チェック
や談話、ゲームなどを実施しました。今後も皆様からのご意見をいた
だきながら、楽しく過ごす交流の場として継続していきます。

住み慣れた自宅でリハビリを行うので課題も明確になり、困って
いる事を専門職が一緒に解決していきます。

医師が自宅に赴き定期的に
状態確認をします。

マシンリハも専門職が丁寧に
指導しています。

笑顔いっぱいの通所リハビリ。一緒に運動を行うことで相乗効果が
高まり、意欲的に取り組むことができます。

老人保健施設 健祥会シェーンブルン 特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ

居宅介護支援事業所
健祥会ケアプランセンターみよし

医師による医学的管理のもと、在宅復帰をめざす介護施設です。
介護・看護・リハビリテーション・管理栄養士などの多職種で利用者様の願いを実現させます。

地
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と
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り
、
地
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に
寄
り
添
い
、
地
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と
と
も
に
歩
む

老人保健施設

通所リハビリテーション
専門職によるリハビリテーションで、いつまでも元気でアク
ティブに過ごせる身体作りをめざしています。

訪問リハビリテーション
作業療法士や理学療法士が自宅へ訪問し、「したいこと」を
支えます。

お屠蘇配り

感謝の日

合同敬老会
大運動会

ウェルネス教室
秋祭り

世代間交流

指揮者になって

4 5

地域の方と祝う
合同敬老会を開催。
演芸も迫力満点 !

秋晴れのもと笑顔
溢れる運動会です。

健祥会シェーンブルン
居宅介護支援事業所「健祥会ケアプランセンターみよし」

皆様のご要望に沿ったサービスをご提案
致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

これまでご利用の皆様は引き続きご利用いただけます。

2020 年 4月1日 　　 変わりました !
健祥会たんぽぽ ・居宅介護支援事業所「健祥会イントロセンターウエスト」

介護保険サービスのことなら、私たちケアマネジャーに
お任せ下さい !
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地域の皆様と共に

白地連阿波踊り

開所記念式典・合同敬老会

地域清掃

白地地区敬老会

利用者様お一人おひとりのニーズに合った生活が送れるよう、私たち職員が精一杯のサポートに努めています。
そして、快適な空間で生きがいのある生活をいつまでも送っていただけるよう支援しています。

外出支援母の日

陣屋連ボランティア白地地区秋祭り 白地防災訓練

ひかり・しののめは、皆様に支えられて令和元年11月１日に５周年を迎えることができました。
本当にありがとうございます。これからも安心・安全なサービスを提供し、皆様に必要とされる施設づくりに
努めてまいります。これからもよろしくお願いいたします。

充実の毎日を
緑あふれるのどかな雰囲気の中、ユニッ
トの仲間や職員と家族のようななじみの
関係を作り、利用者様に充実した毎日を
送っていただけるよ
う支援します。
ユニット内で、また
は施設全体でさまざ
まな行事を実施し皆
様に四季を感じてい
ただいています。

日常生活動作訓練
生活機能の向上を図
り、できるだけ自立
した生活を送れるよ
う支援します。

計算問題や、風船バレー、お
手玉などで遊びながら運動を
したり、思い出のおやつを
作って皆でおいしくいただ
き、楽しい時間を過ごします。

集団体操
心身機能や基本的動作の維持、
向上を目的に、月～金の午前中
に体操を行っています。音楽に
あわせて身体を動かしたり懐か
しい歌を歌うなど、楽しんで取
り組んでいただけるよう、趣向
を凝らしています。

外出行事（お買い物・外食）
外出支援を定期的に行い、自立支援や認知症予防につなげられる
ようサポートします。

自立した生活を
つくる楽しみをもち、できることは利用者様を
中心に行っていただき、自立した生活が送れる
よう支援します。

楽しみある生活を
季節の行事を定期的に開催し、利用者様・職員・地域の皆様と交流する
機会を大切にして、楽しみのある生活を送っていただいています。

口腔ケア研修
口腔環境を整え、肺炎
やその他の病気への予
防を行っています。

居室空間
自宅で使っていた物を活用
し、自宅と変わらない生活
をしていただきます。

特別養護老人ホーム ひかり・養護老人ホーム しののめ

笑顔で過ごせる暮らしを提供します 自立と自由いつまでも自分らしく生活できる居場所を実現

6 7
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笑顔で過ごせる暮らしを提供します 自立と自由いつまでも自分らしく生活できる居場所を実現
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春

夏 秋

冬

特別養護老人ホーム健祥会清盛、養護老人ホーム
健祥会頼朝は、利用者様をはじめ、地域や関係者
の方などたくさんの方々に祝福され、めでたく開
所20周年を迎えることができました。日々のご支
援ご協力、本当にありがとうございます。次の30
年をめざし、これまで以上に利用者様や地域の
ニーズに応え、より安心で信頼できる施設となる
べく、職員一丸となって歩んでまいります。これ
からも地域の方々の温かいご支援を、どうぞよろ
しくお願いいたします。

ふれあい行事
地域の園児・児童・生徒に来設し
ていただき、交流を深めています。

地域の方へのリハビリ
毎年地域の福祉まつりに
参加し、地域の方にリハ
ビリを行っています。

畑づくり
地域の方のご協力で、休耕畑を広くし復活す
る事ができました！ 蕎麦・粟・八又など、
昔から作り慣れ、食べ慣れた作物を作ること
ができ、楽しみや生きがいになっています。

ショッピング (三加茂 )
毎月、池田方面や三加茂方面へ
買い物に出かけます。

祖谷のかずら橋
四季折々に、違った景色を楽しみます。

バイキング

手芸品作り

毎日の生活に笑顔を！
父の日や母の日、誕生
会などを通して利用者
様の笑顔をいただいて
います。

健祥会清盛では、利用者様の今を見つめながら明日も笑顔で生活でき
るよう、ふるさとのような温かい介護を目標としています。また、さ
まざまな地域行事に参加したり、地域の方々を施設行事に招待したり
するなど、地域貢献に取り組んでいます。私たちが笑顔で接すると利
用者様も笑顔になります。これからも利用者様に寄り添い、想いのあ
る支援をさせていただきます。

健祥会頼朝では、お誕生月の外食や毎月のショッピングなど、
さまざまな外出支援を行っています。また、畑づくりや手芸
品作り・ハンドベル・カラオケなど、お一人おひとりの特技
や趣味を生かしたレクリエーションも行っています。
いつまでもその人らしく、いきいきとした生活を送ることが
できるよう、支援させていただきます。

地域の皆様にご協力いただきながら、職
員が東祖谷の伝統を受け継ぎ、祖谷の粉
引き節と祖谷衆太鼓を披露しました。

現在導入している「眠りスキャン」は、マットレスの下に設置したセンサーにより、
体動（寝返り・呼吸・心拍）を測定し、睡眠状態を把握します。
睡眠時もリアルタイムモニターで確認やサポートを行う事ができます。

特別養護老人ホーム 健祥会清盛・養護老人ホーム 健祥会頼朝

祝 開所20周年祝 開所20周年

【最先端システム搭載】介護の質を良くする「眠りスキャン」導入！

長い道のり、振り返れば
　いつも温かいふるさとがありました

ふるさとのぬくもりをお届けします いきいきにっこり、生きがいづくりいきいきにっこり、生きがいづくり

長い道のり、振り返れば
　いつも温かいふるさとがありました

日本の四季を感じながら　　過ごしていただけるよう支援しています
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ケアハウスマリア・テレジアは、故郷を厳しく、優しく見守る母
の存在であるようにとの願いが込められ、平成16年１月１日に
開所し、地域の方々や利用
者様、家族様に支えられ、
15周年を迎えることができ
ました。本当にありがとうご
ざいます。
これからも地域になくては
ならない存在であり続けら
れるよう取り組んでまいりま
す。今後ともよろしくお願い
いたします。

お正月は初詣へ、春と秋の遠足や、月に
何度かのお買い物で、リフレッシュされて
います。また、お出かけ先のご希望にも応
じており、喜んでいただいています。

毎月、さまざまなクラブ活動を実施しています。
手先を動かすことで脳の働きが活発になり、楽しみな
がら認知症予防につなげます。

「少しでも長く、住み慣れた自宅で過ごした
い」そんな、あなたの願いを全力でサポー
トいたします。介護スタッフがご自宅を訪問
し、入浴・食事・清掃・お買い物をお手伝
いします。
まずは、お気軽にご相談ください。スタッ
フが丁寧に対応いたします。

ケアハウス マリア・テレジア

外出行事

健祥会たんぽぽ
（訪問介護）

クラブ活動　

季節ごとに行事を開催し、利用者様
に楽しんでいただいています。また、
茶話会を開き皆様のご意見を聞くな
ど職員とのコミュニケーションを図っ
ています。

健祥会グループでは3年に１度、職員親睦研修旅行を
実施しています。国内外、日帰りや宿泊を問わず、
様々なコースから選択できます。子供のいる職員で
も無理なく参加できるよう配慮されています。

施設内行事 職員親睦研修旅行　

福　　利　　厚　　生

あなたの在宅生活を全力サポートします

ボランティア

15周年のあゆみを振り返って…

遠足（愛媛県） 運動会

お買い物

茶話会

感謝の日

宝塚歌劇団 観劇/2019.6.6

ハワイ観光/2019.10.27

施設長も踊ります！

職員チームの全国
社会人ゲートボール
大会 Ｖ10を祝して！

レストハウスウエノ/2019.9.5

アミンダ

阿波っ子手芸 手作りおやつ（月見団子づくり）

手作りおやつ（どら焼き）脳トレ

干し柿づくり

遠足（淡路島）
シェーンステージの職員が一堂に会し
て、親睦ソフトバレーボール大会が、池
田中学校体育館にて開催されました。心
身のリフレッシュを図るとともにステー
ジ内職員との親睦を深めました。

職員親睦
ソフトバレーボール大会　

大河の会は、職員間の親睦・交流を目的とし、開催しています。毎回、楽しい企画が催され皆
が一体となれる良い機会となっています。また、より良い職環境を構築するための貴重な意見
交換の場ともなっています。

大河の会　

2019.6.28

�������
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1階
【事務所】
施設利用、ご相談の窓口です。お気軽に
お越し下さい。

各階共通
【パブリックスペース】
歓談の場として、利用者様同士の交流や
ご家族との面会の場となっています。

2階・3階(居室）
【従来型多床室・個室】
多床室では、全室間仕切りなどを使用し、
プライバシー空間を確保しています。

【ユニット型個室】
全室、洗面とトイレを完備し、広くゆったりと
した生活空間です。

【食堂】
各ユニットに食堂があり、より家庭に近い温かい雰
囲気の中で食事ができます。愛用している箸や食器
を持参し使っていただけます。

【居室】
全室個室。思い出のある家具などをお持ちいただく
事で個人空間をいろどり、ゆったりとお住まいいた
だけます。

【入浴】
各ユニットの浴槽で、１人ずつゆったりと入浴できま
す。特殊浴槽も完備しています。

【ミニキッチン】
移動販売などで購入されたものを調理したり、
電子レンジやオーブントースターで温めて食べ
られます。

【談話室】
各階にある談話室にはソファ、テレビを設置。た
たみ、堀ごたつもありゆっくり過ごせます。

【食堂】
バランスの良いおいしい食事を提供していま
す。誕生会やカラオケも開催しています。

【個室】
全室個室。自分好みの部屋にしつらえ、余暇時
間は自由に過ごされています。

シェーンステージ施設紹介 シェーンステージ施設紹介

  【建物内容】
　１階：事務室、デイケアルーム、機能訓練室
            デイケア大浴室など
　２階：居室、食堂、大浴室、特浴室、家族室など
　３階：居室、食堂、診察室、ボランティアルーム
            など
　４階：居室、食堂、個人用小浴室、洗濯室他など
          （居室内訳/個室22室、２人室７室、４人室16室）
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〒779-4703
徳島県三好郡東みよし町中庄1369番地1
TEL 0883-82-6200　　FAX 0883-82-6450
schon@kenshokai.group

開所 1998/4/1
定員 100名
（内ショートステイ含む）

〒779-4703
徳島県三好郡東みよし町中庄1653番地1
TEL 0883-82-3711　　FAX 0883-82-3822     
tanpopo@kenshokai.group

開所 1997/4/1
定員 80名（従来型44名・
　　 ユニット型個室36名） 
       ショートステイ20名

〒778-5251
徳島県三好市池田町白地本名194番地8
TEL 0883-74-1005　　FAX 0883-74-1180
hikari@kenshokai.group

開所2014/11/1　
定員29名＋ショートステイ11名

〒778-5251
徳島県三好市池田町白地本名194番地8
TEL 0883-74-1006　　FAX 0883-74-1180
hikari@kenshokai.group

開所2014/11/1　
定員29名

・老人保健施設
利用条件：40歳以上の方で、要介護1以上と
認定された方。
ショートステイは要支援1以上と認定された方。

・通所リハビリテーション
定員40名/日　営業日：月～土曜日（原則）
利用条件：40歳以上の方で、要支援1以上と
認定された方。

・訪問リハビリテーション
営業日：月～土曜日（原則）
利用条件：40歳以上の方で、要支援1以上と
認定された方。

・居宅介護支援事業所
　健祥会ケアプランセンターみよし

介護が必要となっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる
ことを目指した小規模なユニット型特別養護老人ホームです。食事介助
や入浴・排泄などの日常生活支援、機能訓練などのサービスを提供し、
できる限り自立した生活をしていただけるようサポートします。

・利用条件
原則として三好市・東みよし町在住で、65歳以上の方。
日常生活に常時介護が必要で自宅では介護が困難な方で原則として要
介護３以上と認定された方。
ショートステイは、要支援または要介護1以上と認定された方。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、日常生活のお世話など行います。

環境的・経済的な理由などにより、在宅での生活が困難な方
に、住み慣れた町でいつまでも安心して暮らしていただける
よう、食事や日常生活上必要なサービスを提供します。全室
個室でプライバシーにも配慮し、できるだけ自立した生活を
送っていただきます。
介護保険施設ではなく、利用は市町村の措置により行われま
す。

・利用条件
原則として65歳以上の自立している方が利用できます
が、軽度の介護を必要とする方も対象となります。

・施設利用
利用条件：日常生活に常時介護が必要で、自
宅では介護が困難な高齢者の方。原則として
要介護3以上と認定された方。
ショートステイは要支援1以上と認定された方。

【機能訓練室】 【４階個室】【パワーリハビリ器具】

通所介護 /デイセンターバタフライ
併設事業所

   施設理念

   施設理念   施設理念
   

老人保健施設 健祥会シェーンブルン
・通所リハビリテーション　　・居宅介護支援事業所　
・訪問リハビリテーション

特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ
・通所介護

養護老人ホーム しののめ

特別養護老人ホーム ひかり
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【事務所】
施設利用、ご相談の窓口です。お気軽に
お越し下さい。

各階共通
【パブリックスペース】
歓談の場として、利用者様同士の交流や
ご家族との面会の場となっています。

2階・3階(居室）
【従来型多床室・個室】
多床室では、全室間仕切りなどを使用し、
プライバシー空間を確保しています。

【ユニット型個室】
全室、洗面とトイレを完備し、広くゆったりと
した生活空間です。

【食堂】
各ユニットに食堂があり、より家庭に近い温かい雰
囲気の中で食事ができます。愛用している箸や食器
を持参し使っていただけます。

【居室】
全室個室。思い出のある家具などをお持ちいただく
事で個人空間をいろどり、ゆったりとお住まいいた
だけます。

【入浴】
各ユニットの浴槽で、１人ずつゆったりと入浴できま
す。特殊浴槽も完備しています。

【ミニキッチン】
移動販売などで購入されたものを調理したり、
電子レンジやオーブントースターで温めて食べ
られます。

【談話室】
各階にある談話室にはソファ、テレビを設置。た
たみ、堀ごたつもありゆっくり過ごせます。

【食堂】
バランスの良いおいしい食事を提供していま
す。誕生会やカラオケも開催しています。

【個室】
全室個室。自分好みの部屋にしつらえ、余暇時
間は自由に過ごされています。

シェーンステージ施設紹介 シェーンステージ施設紹介

  【建物内容】
　１階：事務室、デイケアルーム、機能訓練室
            デイケア大浴室など
　２階：居室、食堂、大浴室、特浴室、家族室など
　３階：居室、食堂、診察室、ボランティアルーム
            など
　４階：居室、食堂、個人用小浴室、洗濯室他など
          （居室内訳/個室22室、２人室７室、４人室16室）

12

〒779-4703
徳島県三好郡東みよし町中庄1369番地1
TEL 0883-82-6200　　FAX 0883-82-6450
schon@kenshokai.group

開所 1998/4/1
定員 100名
（内ショートステイ含む）

〒779-4703
徳島県三好郡東みよし町中庄1653番地1
TEL 0883-82-3711　　FAX 0883-82-3822     
tanpopo@kenshokai.group

開所 1997/4/1
定員 80名（従来型44名・
　　 ユニット型個室36名） 
       ショートステイ20名

〒778-5251
徳島県三好市池田町白地本名194番地8
TEL 0883-74-1005　　FAX 0883-74-1180
hikari@kenshokai.group

開所2014/11/1　
定員29名＋ショートステイ11名

〒778-5251
徳島県三好市池田町白地本名194番地8
TEL 0883-74-1006　　FAX 0883-74-1180
hikari@kenshokai.group

開所2014/11/1　
定員29名

・老人保健施設
利用条件：40歳以上の方で、要介護1以上と
認定された方。
ショートステイは要支援1以上と認定された方。

・通所リハビリテーション
定員40名/日　営業日：月～土曜日（原則）
利用条件：40歳以上の方で、要支援1以上と
認定された方。

・訪問リハビリテーション
営業日：月～土曜日（原則）
利用条件：40歳以上の方で、要支援1以上と
認定された方。

・居宅介護支援事業所
　健祥会ケアプランセンターみよし

介護が必要となっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる
ことを目指した小規模なユニット型特別養護老人ホームです。食事介助
や入浴・排泄などの日常生活支援、機能訓練などのサービスを提供し、
できる限り自立した生活をしていただけるようサポートします。

・利用条件
原則として三好市・東みよし町在住で、65歳以上の方。
日常生活に常時介護が必要で自宅では介護が困難な方で原則として要
介護３以上と認定された方。
ショートステイは、要支援または要介護1以上と認定された方。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、日常生活のお世話など行います。

環境的・経済的な理由などにより、在宅での生活が困難な方
に、住み慣れた町でいつまでも安心して暮らしていただける
よう、食事や日常生活上必要なサービスを提供します。全室
個室でプライバシーにも配慮し、できるだけ自立した生活を
送っていただきます。
介護保険施設ではなく、利用は市町村の措置により行われま
す。

・利用条件
原則として65歳以上の自立している方が利用できます
が、軽度の介護を必要とする方も対象となります。

・施設利用
利用条件：日常生活に常時介護が必要で、自
宅では介護が困難な高齢者の方。原則として
要介護3以上と認定された方。
ショートステイは要支援1以上と認定された方。

【機能訓練室】 【４階個室】【パワーリハビリ器具】

通所介護 /デイセンターバタフライ
併設事業所

   施設理念

   施設理念   施設理念
   

老人保健施設 健祥会シェーンブルン
・通所リハビリテーション　　・居宅介護支援事業所　
・訪問リハビリテーション

特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ
・通所介護

養護老人ホーム しののめ

特別養護老人ホーム ひかり
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・施設利用
利用条件：日常生活に常時介護が必要で、自
宅では介護が困難な高齢者の方。原則として
要介護3以上と認定された方。
ショートステイは要支援1以上と認定された方。

【食堂】
食事だけでなく、毎月の茶話会やお誕
生会も行い、利用者様同士の交流の場
ともなっています。

【各階談話室】
テレビを見たり、キッチンでお茶を入れ
たり、皆さまそれぞれ自由にお使いい
ただいています。

【面会・家族室】
個室の談話室や宿泊可能な家族室を利用していただき、遠方のご家族にも
時間を気にせず利用者様との時間を過ごしていただけます。

シェーンステージ施設紹介 シェーンステージ施設紹介

14

〒778-0205
徳島県三好市東祖谷古味36番地1
TEL 0883-88-5611　　FAX 0883-88-5612
kiyomori@kenshokai.group

開所1999/12/26
定員30名＋ショートステイ10名

〒778-0205
徳島県三好市東祖谷古味36番地1
TEL 0883-88-5555　　FAX 0883-88-5612
kiyomori@kenshokai.group

開所1999/12/26
定員50名

〒779-4703
徳島県三好郡東みよし町中庄1641番地4
TEL 0883-82-3760　　FAX 0883-82-3773
maria@kenshokai.group

開所2004/1/1
定員30名

・利用条件
60歳以上で、身の回りのことができる自立可能な方。ただし、
ご夫婦の場合は、どちらか一方が60歳以上であれば利用可。

・ケアハウスとは
日常生活を快適に過ごしていただくため、それぞれの自立した
生活を確保しプライバシーを重視した住宅機能と、食事・入浴
などのサービスを提供する生活機能とを併せ持った、新しいス
タイルのシルバーマンションです。趣味やふれあい活動を通じ、
健康で心豊かに暮らすことができるようお手伝いします。

・訪問介護
利用条件：ご家庭にお住いの要介護者や独居、高齢者世帯の
ご家庭を訪問し、その有する能力に応じ、可能な限り自立した
生活を営むことができるように支援します。

環境的・経済的な理由などにより、在宅での生活が困難な
方に、住み慣れた町でいつまでも安心して暮らしていただ
けるよう、食事や日常生活上必要なサービスを提供しま
す。全室個室でプライバシーにも配慮し、できるだけ自立
した生活を送っていただきます。
介護保険施設ではなく、利用は市町村の措置により行われ
ます。

・利用条件
原則として65歳以上の自立している方が利用できます
が、軽度の介護を必要とする方も対象となります。

一番人気のウォーターベッド（水圧式）マッ
サージ機をはじめ、たくさんの機器がそろっ
ており、利用者様のリラクゼーションの場所
となっております。

【
機
能
訓
練
室
】

【
入
浴
】

【訪問介護】

寝台式特殊浴槽、座位式特殊浴槽にて入
浴の時間を楽しんでいただけます。

家庭を訪問し、食事・入浴・排泄などの「身体介護」や、掃除・洗濯・
買い物・調理などの「生活援助」を提供し、自宅で生活が送れるよ
うなサポートをします。

【建物内容】
１階：地域交流スペース・食堂・談話室・浴室・脱衣室
２階～４階：居室（個室24室、二人部屋３室）
屋　上：屋上庭園・遊歩道・エレベーターホール
その他 ： 家族室・ボランティアルーム・洗濯室等完備
構　造：鉄筋コンクリート造４階建
面　積：2,049.78㎡  建床面積： 2,082.60㎡　

三好市池田町

東みよし町

特別養護老人ホーム ひかり
養護老人ホーム しののめ

  老人保健施設 健祥会シェーンブルン
［通所リハビリテーション］
［訪問リハビリテーション］
［居宅介護支援事業所
  健祥会ケアプランセンターみよし］

  特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ
［通所介護 デイセンターバタフライ］

  ケアハウス マリア･テレジア
［訪問介護　健祥会たんぽぽ］

三好市東祖谷
  特別養護老人ホーム 健祥会清盛
［訪問介護］
  養護老人ホーム 健祥会頼朝

SCHON STAGE

特別養護老人ホーム 健祥会清盛
・訪問介護

養護老人ホーム 健祥会頼朝

ケアハウス マリア・テレジア
・訪問介護
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☎088-642-7522

各地施設の見学も随時受付中です！お近くの施設へお気軽にお問い合わせください

〒779-3105 徳島市国府町東高輪字天満 356 番地 1
お問い合わせ 健祥会グループ 人事部

新しい介護時代の幕開け

健祥会シェーンブルン・健祥会たんぽぽ・マリア･テレジア・ひかり・しののめ・健祥会清盛・健祥会頼朝三 好 シェーンステージ


