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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

大空に舞い︑地域へ向かって！
写真提供：第１回東みよし町フォトコンテスト「Sky Traveler」美 濃 透さん

かたちを変えてもつながる気持ち

実践的な職員研修
コロナ禍においても、地域との繋がりや施設の催し物を大切にしたい。その想いから感染症対策に十分配慮

利用者様の身体機能に合った介護技術の習得や介
護機器の使用方法など、日々のサービス提供をよ
り安全に行うために繰り返し研修を行っています。
時には施設の枠を超えてステージ間で連携するこ
とで専門職からの高度な知識に基づいた指導も
行っています。

しながら、可能な限り利用者様や地域に向けて様々な行事を実施しました。今年度は新たにリモートでの面
会や行事、職員研修にもチャレンジしました。

7 月 31 日「感謝の日」各地で想いの具現化活動！
健祥会グループでは7月31日を感謝の日と定め、利用者様に感謝、地
域の皆さまへの感謝、職員間のお互いへの感謝、そんな想いを形にす
るべく、各施設さまざまな工夫を凝らした活動を行いました。

防災・救命訓練
シェーンステージ各事業所におい
て、地震や火災をはじめとする災害
に対して防災訓練を年2回実施して
います。また、救命救急訓練など有
事の際に一人でも多くの人命を助け
られるよう取り組んでいます。

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識を学び、地域で
認知症の方をさりげなく支援でき
るサポーターを増やしていくため
講座を開催。今年度はオンライン
でのリモート講座も行いました。

功労賞受賞
地域福祉活動推進についての活動が評価され、徳島県社会福祉協
議会会長より表彰を受けました。日々の取り組みが評価されるこ
とでやりがいにもつながっています。

ドバイ旅
行
2020/1/2
1-24

職員親睦研修旅行

縁側訪問
コロナ禍で認知症カフェの実施がで
きないため、縁側訪問にて看護師に
よる健康チェックを行いました。久し
ぶりにお会いして話に花が咲き、楽
しい時間を過ごすことができました。
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安全ヨシッ !!

健祥会グループの職員親睦研修旅行はスケールが違います。旅行先は勤続年
数に合わせて国内外問わず様々な旅行先が準備されています。

現在は新型コロナウイルスの影響で自粛中ではありますが、職員同士の親睦
を深めながら各地の文化に触れることで多くの学びを感じています。

白熱！ゲートボール

認知症カフェ

オンライン面会

健祥会の会技でもあるゲート
ボール。定期的に地域の方を
お招きし、いつも白熱した試
合を繰り広げ ています。普段
は穏やかな方も試合中は真剣
そのものです。

健祥会たんぽぽや地域包括支
援センターで開催されている、
認知症カフェで体操などを実施
しています。施設内だけでなく、
地域の方の健康も大切にした
いとの想いで参加しています。

コロナ禍において施設での面
会についても制限がある中、
少しでも顔と顔を合わせて安
心していただけるようタブ
レットを使用したオンライン
面会を実施しています。

中東の一
大観光地
ドバイ！
言わずと
！
知れた世
界中のお
ドバイモ
金持ちが
ールから
集まる国
望む素 晴
スーク、
です。
らしい夜
アブダビ
景やゴー
砂漠など
満載でリ
ルド・
、見どこ
ッチな気
ろ
分に浸れ
ました！
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シェーンステージの取り組み

リハビリ

各施設の強みを活かした包括的ケアを実現。

力

約10名の理学療法士・作業療法士が多種多
様なリハビリテーションを提供しています。
在宅復帰を目標とし、利用者様お一人おひと
りの状態を的確に把握し、能力に応じたリハ

シェーンステージは、介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・ケアハウス・養護老人ホームと様々な種別で構成されており、事業

ビリテーションプログラムのもと、多職種連

所ごとの役割と強みを活かしたサービスを提供。住み慣れた地域で、人生のライフステージに合わせた施設機能を選択していただき、

携で心身機能の向上に努めています。ご自宅

安心した生活を継続していただけるよう包括的に取り組んでいます。

リハビリ力

健祥会シェーンブルンでは

に帰れるよう家族支援もおこなっています。

安心

住まい

空間

健祥会たんぽぽでは
介護の原点に立ち返り、利用者様が安心でき
る空間づくりをめざし、
「居室環境整備」
「優
しい対応」を心がけ実践しています。
環境や職員の接遇、ケア方法を見直すこと
で、利用者様中心に周囲の環境を整え、自分
らしい日常生活を継続していけるよう取り組
んでいます。

介護力

連携

自立
支援

ひかりでは
なじみの関係を作り、充実した毎日を送って
いただけるよう支援しています。また、ノー
リフティングに取り組み、利用者様の安全
と、職員の腰痛予防対策で、笑顔の介護をめ
ざしています。
しののめでは、施設理念である「自立と自
由」をもとにニーズに沿った生きがいのある

ステージ内連携体制を構築
シェーンステージでは介護老人保健施設である「健祥会シェーンブルン」を拠点として、それぞれの地域や施設種別が有する専門性、
組織的機動力、柔軟な多職種協働などを活用し、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで
きるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な支援や、サービス体制を構築します。

生活が送れるようサポートしています。

地域と
共生

健祥会清盛・健祥会頼朝では
利用者様が自宅で過ごしてきた生活を継続で
きるような取り組みをしています。農業をさ
れていた方が多い地域性を活かし、施設周辺
の畑で地域の方と一緒に栽培した蕎麦やジャ
ガイモを収穫するなど、毎日の生活に役割と
生きがいを持てるよう取り組んでいます。

自分を
表現

マリア・テレジアでは
それぞれの自立した生活を確保し趣味や運
動、外出を楽しんでいただいています。また
様々な行事を通じて他の利用者様や地域の方
とのふれあいを持ち、健康で心豊かに、快適
な暮らしを送っていただけるようお手伝いし
ています。
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シェーンステージの取り組み

ニーズに寄り添い、
安心をかたちに。

通所リハビリテーション
在宅で生活されている、介護やリハビリテーションを必
要とされる方が、自立した日常生活を送れるように、自
宅から施設に通ってリハビリテーションや入浴等を行う
サービスです。理学療法士や作業療法士による個別リハ
ビリテーションや集団での体操を行っています。
その他にも、物理療法やマシントレーニングなどを利用
者様の身体状況に合わせて選択し、多種多様なプログ
ラムに取り組んでいただいています。

在宅サービスの取り組み

訪問リハビリテーション

シェーンステージにおいては、通所リハビリテーションを
はじめ、通所介護、訪問リハビリテーション、訪問介護と

専門的知識と技術を学んだ理学療法士、作業療法士が
自宅に赴き、リハビリテーションを行うサービスです。
通所系サービスと違い、在宅でしか出来ない自立支援
のトレーニングを実施しています。自宅の生活環境で

さまざまな在宅サービス事業を展開しています。そして居
宅介護支援事業所を中心に、在宅生活を安心して継続して
いただけるよう、利用者様お一人おひとりの状態やニーズ
に合わせたサービスの選択をお手伝いしています。

す！
ましま
おじゃ

初めての

お宅の訪問だ

…

失礼がないように

しないと

通所介護

ケアマネの
大西と
申します。
お困りごとは
ありますか？

やご家族の想いに寄り添ったサービ
スを提案できるよう研鑽に努めてい
ます。健祥会ケアプランセンターみ
よしは「利用者ファースト」を合言
葉に取り組んでいます。

契約書です。
通いの
リハビリを
計画します。

リハビリで
動きやすく
なったら
助かるわ
２時間後 …

ケアマネあるある

お宅に訪問すると
ついつい長話を
してしまい、
時間の経過を
忘れてしまう

した！
ましま
おじゃ

ちょっと
長居しすぎ
ちゃった
かな？
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大西ケアマネは
今日もゆく！

膝が
痛くて
歩きづらく
なって
いるの

居宅介護支援事業
健祥会ケアプランセンターみよし
には介護支援専門員が3名配置され
ています。
居宅介護支援事業所は在宅生活を
支えていくため、利用者様お一人
おひとりの状態に合わせて介護保
険サービスを始めとするフォーマ
ルサービスやインフォーマルサー
ビスをプランニングし、提案して
います。令和２年度からはステー
ジの拠点施設である健
祥会シェーンブルンに
事業所を移し、新たな
メンバーで頑張ってい
ます。
幅広い視点と知識を習
得できるよう日々研修
や意見交換、事例検討
を繰り返し、利用者様

行うことで、具体的な生活課題を確認し、本当に困っ
ていることにピンポイントで効果的なリハビリテー
ションを行うことができます。
いつまでも住み慣れた環境で生活が続けられるよう、
利用者様やご家族の気持ちに寄り添い、心身機能の維
持・向上に努めています。

デイセンターバタフライでは、基本
的な運動機能維持のため、レッド
コードを使用した上半身の可動域運
動に加え、セラバンドによる筋力ト
レーニングを実施しています。
また、季節に合わせた作品作りでは、
細部まで丁寧な塗り絵を披露してく
ださる方や、手先の器用さを活かし
たマスクづくり、クリスマスに向け
たツリーづくりなど、個々の興味や
特技によって個性豊かな作品ができ
あがっています。事業所管理者自ら
が行うアロマのリラクゼーションが
あり、「気持ちがよくて、手がスベ
スベになる」と女性を中心に大人気
です。

訪問介護
「膝や腰が痛いから掃除をするのがつらい」「一人で入浴するのが不安に
なった」など、掃除・洗濯等の家事援助から入浴・排泄等の身体介護まで、
日常生活のちょっとした困りごとを専門のスタッフが訪問しサポートしま
す。利用者様の「自分の家で暮らしたい」、ご家族の「出来るだけ自宅
で過ごさせてあげたい」そんな思いを尊重すべく、担当ケアマネジャーと
連携を図るとともに、利用者様の残存能力を最大限に活かし、住み慣れ
た環境で安心して日常生活が送れるように努めています。
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多職種からなるチームケアを行い
安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します

シェーンステージ施設紹介

特別養護老人ホーム
・訪問介護

シェーンステージ施設紹介

健祥会清盛

〒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

・訪問介護

・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。

ふるさとを共に支え合う

ケアハウス

マリア・テレジア
快適で心豊かな生活空間づくり

健祥会頼朝

・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
ご自宅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。

︻入浴︼

︻機能訓練室︼

養護老人ホーム

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。

【訪問介護】

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。

〒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

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。

〒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

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。

ふるさとを共に支え合う

【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㎡

SCHON STAGE

シェーンステージ

三好市池田町
特別養護老人ホーム ひかり
養護老人ホーム しののめ

東みよし町

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］

・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。

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］

【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。

10

【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。

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

ケアハウス マリア･テレジア
［訪問介護 健祥会たんぽぽ］
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2021年号
発行編集／シェーンステージ

職 員 募 集

※紙面の写真・文章等に関してはご本人の同意を得て掲載しています︒ ※不許複製

私たちと一緒に
やりがいと喜びを共有しませんか！
健祥会グループ シェーンステージ
◆昇給：年１回・賞与：年 2 回
◆社会保険完備

◆退職金制度

◆職員親睦研修旅行

◆職員親睦懇談会

◆職員研修制度

◆ヘルスサポート制度

◆Ｕターン・Ｉターン助成制度
★勤務時間・勤務地 相談に応じます！
★シニアの方も活躍中

お問い合わせ

募集職種（正規職員・パート職員）
●介護職員

●看護職員

●管理栄養士・栄養士

●調理員

●理学療法士

●作業療法士

●介護支援専門員

●ヘルパー

●事務員

健祥会グループ 人事部

☎ 088-642-7522

〒779-3105 徳島市国府町東高輪字天満 356 番地 1

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

