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更なる、
その先へ・・・

育ててくれた皆様に
「感謝」
エリザベート成城・緑風は、2019年12月1日で開所５周年を迎えることが
できました。思い返せば2014年12月1日。健祥会グループとして初めて
東京・成城の地にオープンしました。開所の頃は、右も左も分からない中、期待

2018年8月。成城8、9丁目の地域で互いに支え合い、楽しく
暮らし続けられるように施設と関係機関が中心となって成城

と責任の気持ちで胸がいっぱいであったことを覚えています。それから５年が

8989ネットワークを設立、地域の方々が交流できるような
イベントの企画や困りごとなどを相談しやすい環境づくりに

経ち、利用者様、
ここ成城の地での事業
ご家族、地域の皆様に支えられながら、
５周年を迎えて施設を支えてくださる全ての
展開が軌道にのって参りました。

努めています。写真は、地域の方々と一緒に防災まつり
（訓練）
を開催したときの様子です。

方々に改めて感謝いたします。本当にありがとうございます。

利用者様やご家族の方々のご

初めてEPA介護福祉士候補者を迎えたのは2016年

要望に応え、四季折々のレクリ
エーション行事も充実してき

8月。以来積極的に受け入れ、2019年末現在、1施設

ました。施設内で流しそうめん
を楽しんでいる様子です。

として健 祥 会グループ最 多 の 1 7 名 の E P A 人 財が

2019

2019年8月4日。親子介護施設体験を開催し
ました。施設内の介護機器を見学したり、高齢
者体験ができるゲームを通して楽しみながら
福祉について理解を深めることができました。

2018

勤務しています。写真は、2019年1月、根本匠厚生
労働大臣（当時）が教育支援体制とEPA人財の仕事
ぶりを視察くださった折のものです。

施 設での 夏まつりは、8 月の
恒例行事となりました。地元の
阿波踊り連「下北沢やっとこ連」
の 皆さんにお越しいただき、

2016

2019年8月31日。地域の方々と一緒に夏まつ
りを開催しました。小さな子ども達から高齢者
まで一緒に楽しんでいただけました。

見事な演舞と迫力に毎年楽し
ませていただいています。

2014

2017

2017年12月1日。エリザベート成城・緑風は無事に３周年を迎え
ました 。３周 年 記 念 の 家 族 会 に は 中 村 太 一 理 事 長も駆けつけ
ご家族の皆様に感謝の気持ちとこれからの施設のめざすとこ
られ、
ろを共有させていただきました。

2015

カフェ・エリザベートは、2016年5月より
定期的に開催しています。利用者様やご家
族様にも大変好評で、いつも楽しみにして
くれています。美味しいケーキとコーヒー
をいかがですか？

2014年12月1日。特別養護老人ホームエリザベート成城
都市型軽費老人ホーム緑風が世田谷区成城に開所しました。
開所に先立ち開催された2014年11月19日開所の集い
には、鈴木宗男参議院議員も駆けつけてくださいました。

2

2019年11月12日。地域のカフェを企画し、施設の管理栄養士が栄養相談
に伺いました。
「普段聞けないことを聞くことが出来て良かった」など相談
された方は喜んでいました。

さらに皆様に 喜ばれる 施設へ
2019年5月1日より新たな元号「令和」
となりました。新時代を迎え、私たち施設にも更なる進化が求められています。
また地域の皆様に愛される活動を展開し、職員一丸となって頑張って参ります。
皆様に喜ばれるサービスを、
これからも変わらぬご支援とご指導をいただけますよう、
よろしくお願いいたします。

3
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特別養護老人ホーム

エリザベート成城

都市型軽費老人ホーム

緑風

自分らしく暮らせる施設を目指して

「私たちは、利用者の皆様のこれまでの「暮らし」を継続し
心と心を大切に 笑顔で豊かな生活を支援します」

都市型軽費老人ホーム緑風は、利用者様一人ひとりのこれまでの「暮らし」、そして緑風での自分らしい「暮らし」を尊重し

この理念は５周年を迎えても、そしてこれからも変わらない不変の施設理念です。
これからも一人ひとりの「暮らし」を大切にして頑張っていきます。

た支援に努めています。

「暮らし」を支えるためには、
「暮らし」を知ることから・
・
・
利用者様一人ひとりが安心した暮らしを支えるためには、どんな「暮らし」をしていたのかを知ることから始まります。
「起きる
時刻は？」
「寝る時刻は？」
「朝食は何時にどんなものを食べていたの？」利用者様一人ひとりの「暮らし」について詳しく聞き

買い物や地域のクラブ活動やサロン・デイサ ービスなどの外出、ご家族・ご友人との交流など、自宅で暮らしていた時と変
わらない暮らしを継続できるよう支援しています。施設内でも花を生け、おやつをつくり、時には外出行事も行っています。
また地域ボランティアの訪問によるレクリエーション活動や地域交流ホー ル内で地域の方々の介護予防体操に参加した
りと地域との交流機会もあり、施設の中で、そして地域の中で、自分らしく暮らせる施設づくりに取り組んでいます。

取りを行います。そして、どんなサポートが必要なのか多職種や家族も一緒に話し合い決めています。それらをうまく進める
ために24時間シートを作成しています。24時間シートとは、利用者様が1日をどのように暮らしたいのか、それを多職種
でどうサポートすればよいか、視点を１日の暮らしに合わせて文章にあらわしたものです。24時間シートが作成され、
うま
く活用できるよう施設内の多職種が協同して取り組みを進めています。

一日の始まりは
コーヒーから

より良い暮らしをつくる懇談会
都市型軽費老人ホーム緑風では、定期的に運営懇談会を開催しています。利用者様から

買い物に
出掛けたり・
・
・

の暮らしに関する希望や施設への要望、
また施設側からのお願い、行事やレクリエーショ
ンの相談、施設生活内でのルールの見直しなど、様々なことを懇談会の中で話し合って
います。もちろん大勢の前で言いにくいことなどは、個別にお話

時間
6:00

生活リズム
着替え
（朝）

意向・好み

自分で出来ること

サポートが必要なこと

・朝方トイレに起きた時には
洋服に着替えたい。

・二者択一であれば
服を選べる。

・二種類の服装を準備し、
どちらが良いか聞く。
羽織るものが必要か聞く。

・楽な服装が好き。
あまり薄着はしたくない。

・上着は自分で脱げる。

・リハビリパンツは使用しない。
本人のパンツを使用する。

・ベッドから起きる時に
靴を履く。

・上着を着る時は袖を
持ってもらえれば腕を
通せる。

・毎朝パンツの交換をしたい。
リハビリパンツは嫌なので
布のパンツを使用したい。

・ズボンをはく時は
座っていれば足を上げて
足を通せる。

【衣類の着脱方法】
・上着は自分で脱いでもらうように声をかける。
・上着を着てもらうときは、袖を持って腕が通しやすいよう
にする。ボタンをはめる。
・ズボンをはくときは、座った状態で行い、
足を上げるように声掛けをおこなう。
両足入れたら、立ってもらい上まで上げて整える。

を聞かせていただきます。利用者様一人ひとりの暮らしは自由
でありながらも、みんなが仲良く幸せに暮らしていくため、それ
ぞれ意見を述べ、聞き、互いを敬い尊重しあえる関係を育む
懇談会となっています。

歓迎会！ようこそ緑風へ
都市型軽費老人ホーム緑風は定員10名の小さなホームです。だからこそ、
利用者様同士や職員とも馴染みの関係性が築けるので、家族のように

＊２４時間シートを一部抜粋したものです

毎日を過ごしています。今年は2名の仲間を迎えました。新たな仲間を
みんなで歓迎し、
これから互いに支え、助け合いながら一緒に暮らしていく

同じ趣味を共有できる！
！

めの絆を深めます。もちろんご馳走を楽しみながら!(^^)!
ための絆を深めます。

「クラブ活動」の一部を紹介します。利用者様の中で、
同じ趣味を持つ方々が集まり活動しています。例えば、
折り紙やお話好きが集まる茶話会、歌好きが集まる会
など今 後 も 更にお 料 理クラブも 始まる予 定になっ
て います。好きなことできる空間があるっていいです
よね。
茶話会

4

2019.9.24

折り紙クラブ

2019.7.21
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て います。好きなことできる空間があるっていいです
よね。
茶話会
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施設のご案内
特別養護老人ホーム エリザベート成城

都市型軽費老人ホーム 緑 風

事業種別

特別養護老人ホーム
（ユニット型）

事業種別

都市型軽費老人ホーム

定

員

100名（10ユニット） 全室個室

定

員

10名

概

要

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お世話と、機能訓練や健康管理な
どの療養上のお世話をします。できるだけ自立した生活が送れるようサポートします。

概

要

世田谷区に在住する方を対象とした小規模な軽費老人ホームです。家庭環境、住宅事情などの理由により、在宅での生活
が困難な方に、低額な料金で食事や日常生活上必要なサービスを提供する事業所です。

利用要件と
サービス内容

利用までの流れ

原則として65歳以上で、身体上、精神上著しい障害があるために常時介護が必要な方のうち、病状が安定している方で、
在宅介護が困難な要介護者（要介護3〜5）
が利用対象となります。
食事、入浴、排泄などの日常生活の支援と機能訓練やレクリエーションなどのサービスが受けられます。

利用希望

区保健福祉課
または
あんしんすこやかセンター
に相談

区へ
利用申込書
提出

施設に
空きが出れば
順番に連絡

利用
決定

事業種別

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）

定

員

20名（2ユニット） 全室個室

概

要

利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることを目的に、
自宅にこもりきりの利用者様の孤立感の解消や心身
機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的としています。

利用要件と
サービス内容

利用までの流れ

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。一時的に施設入所サービスを利用することにより、介護
を行うご家族の介護軽減を図り、また、利用者様は食事、入浴などの日常生活の支援・介護と機能訓練やレクリエーシ
ョンなどを受けられます。

利用希望

担当居宅
ケアマネジャーに相談

居宅
ケアマネージャー
から
利用申込

日程調整

利用
決定

エリザベート成城は、東京都福祉サービス第三者評価を毎年受審しています！
第三者評価とは、東京都から認証された評価機関が専門的、客観的な立場から評価した結果を幅広く利用者様や事業者に公表することにより、
利用者様に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用者様本位の福祉の実現を
めざすものです。

エリザベート成城の
詳しい評価結果はこちらから→
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見学やご利用のご相談は
随時受付をしております。
お気軽にお問合せください。

利用要件

利用までの流れ
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原則として60歳以上で世田谷区に住民票があり、身体機能の低下などにより自立した生活を営むのに不安があり、
家族による援助を受けるのが難しい方が対象となります。
＊所得に応じて利用料（負担金）
が変わります。

利用希望

お近くの総合支所へ申込

施設に
空きが出れば
順番に連絡

利用前
面接し
日程を調整

利用
決定
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