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利用者様の

ご家族の

地域の方々の

「明日を想う」
それが私たちの使命です

「居室担当制」から
「パートナー制」が始まります！

「職員をもっと身近に感じて欲しい」

「利用者様やご家族に寄り添える存在でありたい」の想いから

居室担当者の名称から、「パートナー」に変更し、

何でも話し合える、分かり合える存在（パートナー）をめざします。

サウスステージから健祥会グループへ

緑風会登子・緑風会尊氏



サウスステージの取り組み  
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ロードアドプト事業

ありがとう いつもみんなが通る道
きれいになったら気 持ちも晴々

ロードアドプト事業とは、徳島県が管理する、
県内の県道の清掃美化を行う制度です。

徳島県ＯＵＲロードアドプト事業へ参加しています。
道路などの清掃を積極的に行い、地域の美化活動を行っています。

ふるさと那賀

ふるさと那賀では、四国道路ふれあい協
議会会長より、国道195号線沿いの清掃
活動に対して、感謝状をいただきました。
地道な活動を評価していただき、非常に
嬉しく思っています。これからも清掃活動
を継続していきます。

健祥会グループでは（一部の施設を除く）統一
献立がスタートしました。統一献立では、健祥
会グループ全体で同じ内容の食事を提供し、
食の向上に努めています。また、栄養面やコス
ト面など、利用者様に満足していただける食事
の提供を行えるよう、利用者様の嗜好や要望
に耳を傾け、研修などを通し意見交換を行い、
創意工夫に努めています。

新型コロナウイルスについては国内外で新たな感染者が発生しており地域における感染の拡大が懸
念されるところです。感染を防止するために、サウスステージの各施設ではマスク着用、消毒の徹底は
もちろんのこと、様々な取り組みを行い、皆様に安心安全にご利用いただけるようにしております。

入館前の手指消毒 手洗いの徹底 オンライン面会

食の研修・料理コンテスト

各施設のコロナ対策

2020年12月6日、阿南市新野公民館で行われた「阿南市国際交流協会創立
30周年記念AIA日本語スピーチコンテスト」に緑風会ルネッサンス介護福祉
士スダリオ・ジャベット・エドワード（フィリピン出身）が「日本で見つけた私のやり
がい」と題して、利用者様への想いや介護の魅力を発表し、優勝しました。

日本語スピーチコンテストで見事優勝

地域貢献活動は社会福祉法人に課せ
られた重要な使命です。地域に根差し
た施設運営を行っていく上で、「地域
のために」できることを考え、知恵を出
し合いながら取り組んでいます。地域
の清掃活動はサウスステージの各施
設で行っており、開かれた施設作りに
取り組んでいます。

七夕 合同敬老会

食・栄養向上委員会

2020.12.6

感謝の日 クリスマス会
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認知症サポーター養成講座

羽ノ浦町の顔として皆様にお支えいただいている健祥会アンダルシアが、昨年２０周年を迎えることができました。これをひとつ
の区切りとして、外装のリニューアルを行いました。地域の皆様にも親しみを持っていただけるような、今までにはない重厚な色
合いの外観となっております。　　　　

お近くを通られた際には、是非お立ち寄りく
ださい。これからも職員一人ひとりが、様々な
ニーズに応えることができるよう、サービスの
質の向上をめざし安全で安心な地域に根差し
た施設をめざしてまいります。

学校や集いの場など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。
認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、
さりげなく生活を支えることで
いつまでも住み慣れた地域で
暮らし続けられるように温かく見守る「応援者」です。
講座の開催を希望される場合には、
お気軽にご相談ください。

介護に関する入門的研修

健祥会グループでは、介護現場を熟知している職員を派遣して、より多くの方々へ介護の魅
力を知ってもらう取り組みを行っております。また、介護業界で就労する不安を払拭し、未経
験の方でも働きやすく、長く続けることができるようにサポートさせていただいています。

地域のピックアップニュース

福利厚生

看護職員 調理員 管理栄養士 栄養士

●社会保険完備　　
●退職金制度　　
●職員研修制度　　
●職員親睦懇談会　

　

●職員親睦研修旅行
●Uターン ・ Iターン助成制度　
●ヘルスサポート制度
●資格取得支援

◎研修制度も福利厚生も充実！
◎キャリアアップ応援します！
◎活気のある職場・仲間があなたを待っています！
◎利用者様と共に喜びを感じ、やりがいを感じる仕事です！

職 員 募 集

※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。

健祥会グループ　人事部　

TEL.088.642-7522  各施設へもお問い合わせください。

アンダルシア
が

グレードアップ
しました！

心と心
 

令和元年９月に緑風会チロル職員寮『緑風会サミット』が
完成しました。落ち着いたおしゃれな外観と各個室のプ
ライベート空間は快適そのものです。南向きの窓からは
明るい陽射しがたっぷり射し込み、通風に優れており、毎
日を心地よく送ることができます。オンからオフへとやす
らぎの空間を提供できるため良質な職環境が働くあな
たをサポートしてくれます。

今回は新型コロナウイルスの影響により多くのコースが
延期、中止となりましたが、健祥会グループでは職員の
心身のリフレッシュ及び知性・教養づくりを目的として、３
年に１度、職員親睦研修旅行を実施しています。国内外
たくさんのコースの中から自分の好きなコースを選ん
で参加することで、施設や職種を超えて親睦を深めるこ
とができ、有意義な時間を過ごすことができます。

●職員寮『緑風会サミット』 ●職員親睦研修旅行

ドバイ

大阪府

介護職員

富岡東高等学校羽ノ浦校

ザ・リッツ・カールトン大阪
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当施設では健康寿命を延ばすことを目標とし、利用者様一人ひとりが自立した生活を送れるように支援しています。
クラブ活動や四季を感じていただけるような行事など様々な活動を行っています。それぞれ興味のある行事に参加し
ていただき、「やりがい」の発見やその人らしい生活が送れるように過ごしていただいております。

日常生活動作の向上と健康の維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。「ホンダ歩行アシスト」での歩行改善や「コグニバイク」を活用した認知症予防への効果
が出ております。

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。

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
ターンを無理なく補助し、できる動作に変えていきます。

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。

●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
各種団体との連携体制の充実に努めています。

阿南市の医療機関・介護事業所の連
携促進を進めております。コロナ禍に
おける連絡会や研修会のあり方につ
いては動画配信やウェブ会議など、新
たな取り組みを行い、阿南市民の生活
の安心につながるようにしています。

居宅介護支援事業
健祥会ケアプランセンター
健祥会ケアプランセンター阿南

阿南市委託事業
阿南北部第2高齢者お世話センター
阿南西部高齢者お世話センター
お世話センターの役割

出前講座
2020.6.16 

訪問介護事業所連絡会
2020.9.20  

阿南市委託事業
阿南市在宅医療・介護連携支援センター

訪問介護・総合事業
デイセンターカルメン
資格を持った介護職員がご自宅に伺い、身の回りのお世話や
自立のために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 
・ 日常生活の身体介護
・ 自立のための支援
・ 日常生活の相談

見守りネットワーク
2020.7.18 

例年であれば、季節の行事や外出なども行っていましたが、
新型コロナウイルスの感染予防のため施設内での取り組
みを行っています。

●頭の体操
●カラオケクラブ
●歯科衛生士による「お口の健康講座」 

　

●四季の会（俳句）
●音楽クラブ

●羽衣体操
●フラワーアレンジ

●健康クラブ
●手指運動

サークル活動では「参加ポイント制」を継続し、少し
でも多くの方が活動に参加していきいきとした生活
が送れるような環境作りに努めています！

秋 祭 り

■ホンダ歩行アシスト

■コグニバイク

歩行改善  自立した生活を支援
 

認知症予防  自分らしい生活を維持

ケアハウス 健祥会アンダルシア デイセンター  カルメン

サークル活動

施設内行事

 

見学や体験利用も随時受け付けています!

・ モーターを腰につけて歩くだけです。
・ 歩行時のデータを測定・分析し、
  その場で調整をしながら行います。

カラオケクラブ

「お口の健康講座」

 歯科衛生士さん          

フラワーアレンジ

健康クラブ

気軽に参加でき、

新たな趣味を発見

羽衣体操

輪投げ

ボール蹴り

缶積みゲーム縁日のような

ゲームで

お祭り気分！

サークル活動に
多く参加いただいた方は

表彰を行います！
感謝の日  2020.7.31

阿波踊り  2020.8.12

サイクリングをしながら、
画面を見て計算などをタッチして答えます。Point!

Point!

健祥会ケアプランセンター 健祥会ケアプランセンター阿南

手指運動

工作クラブ
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「お口の健康講座」
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気軽に参加でき、

新たな趣味を発見
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サークル活動に
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手指運動
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テイクアウトランチ会  2020.10.29   

納涼祭　2020.8.21

8 9

グループホーム笑顔毎日では、１ユニット９名の３ユニットで家
庭的な環境のもと、生活をしています。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、身体状況に合わせ
た生活リハビリで、身体能力の維持と認知症予防に努め、その
人らしい生活を送れるよう支援させていただきます。

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

自分らしくいられる場所

フラワーアレンジ　2020.10.30  

ガーデニング
2020.9.23  

カフェタイム　2020.10.11  

合同敬老会　2020.9.23  テイクアウトランチ会　2020.10.30   

納涼祭　2020.8.21　

納涼祭　2020.8.28 

テイクアウトランチ会　2020.10.29   
 

絵手紙制作　2020.7.21 

お弁当をテイクアウトし、外でランチ会を行ったり、ユニットごとで納涼祭、敬老
会を行い、施設内でも充実した日々を過ごしていただけるよう努めています。

～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。

七夕　2020.7.7  お花見　2020.4.5  感謝の日　2020.7.31  

合同敬老会　2020.9.23  

プチトマト収穫　2020.6.27  

ホットケーキを食べよう　2020.6.17 

秋祭り（ゲーム大会）　2020.10.23  

たこ焼き作り　2020..4.27  

通  い

野菜収穫 2020.7.12  

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

利用者様、ご家族のご要望に合わせ、
「通い」「訪問」「泊まり」のサービスを組み合わせ、
住み慣れた地域での在宅生活を支援させていただきます。

朝食から夕食まで、ご希望の時間帯で利用することができます。
健康チェック・入浴・排泄支援・レクリエーションなどを提供します。

日常介護・病院受診・服薬介助・調理・買い物・安否確認・配食サービスなど、
日常生活でのお困りごとを支援させていただきます。

ご家族が出張等で不在になる場合、施設で宿泊することができます。

訪  問

泊まり

父の日　2020.6.23  

母の日　2020.5.12  

野菜栽培　2020.6.8  

秋祭り　2020.10.23  
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健祥会バイエルンでは、施設での暮らしを安心して過ごしていただけるようサポートさせていただ
いております。一人ひとりの状態に合わせ、介助方法を変更することにより、その人に合った食事
形態を提供できるように努め、職員一丸となって「進化」と「深化」ができるように、勉強会や研修
会を定期的に開催し、様々なニーズに対応できるよう日々、努力を続けています。

特別養護老人ホーム  健祥会バイエルン デイセンター  ワーグナー

「生きる喜び」と「安心」をお届けするために 阿南市にお住まいで、要介護認定を受けている方が、可能な限り住み慣れ
た自宅や地域で生活を送れるように、入浴や食事といった日常生活のケア・
機能維持を目的としたレク・機能訓練を提供させていただいています。

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に
工夫しています。

節分　2020.2.3　 感謝の日　2020.7.31　

四季を感じていただくために

いつまでも自分らしく
利用者様が昔から好きなもの（カラオケ・生け
花・体操・小物作り）など趣味活動を継続できる
ようにサポートさせていただいています。

レクリエーション　2020.6.12　

ちぎり絵など 書道・俳句 将棋・囲碁・オセロ　

フラワーアレンジメント　2020.6.14　

大規模災害を想定し、利用者様の安心安全を確保する
ため「防災訓練」に取り組んでいます。停電が発生した
ことを想定して車椅子を担いで階段を上ったり、火災
を想定しマスクをして煙を吸い込まないように避難す
る等、様々なシーンを想定し「想定外を想定内に」を合
言葉に緊張感を持って取り組んでいます。利用者様に
も参加していただき、日頃から防災に対する知識を高
めるとともに、自助・共助・公助の心を育んでいます。

レクリエーション活動 趣味活動を楽しみ、生活の活性化に努めます。

カラオケ体操 歩行運動 下肢強化訓練

とくし丸
（移動販売）

☆毎週月曜日☆

出張理容サービス
☆偶数月に実施☆

移動販売や理容サービスをご利用することができます。
一人暮らしの利用者様からも好評をいただいています。

■介護保険外サービス■

お花見  2020.4.10 納涼祭(阿波踊り)  2020.8.3

合同敬老会  2020.9.28
(演芸：職員による時代劇)

節分  2020.2.3

四   季   折   々

運動・機能訓練 体調に合わせて実施し、心身機能の維持向上に努めます。

非常時に万全の
備えを

地域密着型通所介護とは
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緑風会ルネッサンスでは「幸せ再発見」の施設理念のもと、利用者様一人ひとりの個性や生活リズムに応じ充実した生活を過
ごしていただき、できるだけ自立した生活を送っていただけるようにサポートしています。できないことよりも「できること」を
見つけて、職員一丸となってサポートいたします。住み慣れた自宅に近い環境で過ごしていただけるように、慣れ親しんだ家
具などを持ってこられる方もおり、施設での生活が穏やかで安心したものになるように、共に寄り添い支援いたします。

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

利用者様の満足度向上にむけて
デイセンターモナ・リザでは、積極的に利用者様
参加型の行事を行い、利用者様の意欲を引き出
し、「できる」を増やしています。自宅でも「でき
る」ように簡単なことから始めて、生活の中での
継続をお手伝いしています。

「できる」を増やして、生きがい作り

コロナ禍の中で、様々な行動に制限がありましたが、
「今何ができるか」を考え、取り組みを行いました。

「認知症」を正しく理解するために 長寿のお祝いをご家族の皆様

専門学校健祥会学園より講師を招き、職員を対象にVR
認知症体験プロジェクトが開催されました。実際に認知
症の方に見えている風景や景色を体験する事で「認知
症」への理解を深めるとともに、グループワークを通し
て共通理解を深める良い機会となりました。

今年100歳を迎えられた神野シズ様のお祝い会は新型
コロナウイルス感染拡大予防の観点から、規模を縮小
して行いました。ご家族をご招待し、穏やかでゆったりと
した時間を共に過ごしていただくことができました。

園芸活動　2020.5.19　
音楽レク　2020.5.1３

阿波踊り　2020.8.12

感謝の日　2020.7.31

手作りおやつ　２０２０.6.25　 手作りおやつ　２０２０.4.16

コロナ禍だからこそ、利用者様に
は楽しんでいただきたい気持ちが
強く、感染症予防を徹底し、納涼祭
や阿波踊りなどを行い、楽しい時
間を過ごしていただきました。

納涼祭　２０２０.8.18　 納涼祭　２０２０.8.18　

感謝の日　２０２０.7.31　 納涼祭　２０２０.8.18　

配食サービス
100歳を迎えられて

合同敬老会　2020.9.16　

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。

デイセンターモナ・リザ最高
齢である、林タマエ様。元気
の秘訣は「毎朝自宅の花の手
入れをする
こと」です。

百歳を祝う会　
2020.9.21　

コロナに負けるな！
今「できること」を

考えて



12 13

緑風会ルネッサンスでは「幸せ再発見」の施設理念のもと、利用者様一人ひとりの個性や生活リズムに応じ充実した生活を過
ごしていただき、できるだけ自立した生活を送っていただけるようにサポートしています。できないことよりも「できること」を
見つけて、職員一丸となってサポートいたします。住み慣れた自宅に近い環境で過ごしていただけるように、慣れ親しんだ家
具などを持ってこられる方もおり、施設での生活が穏やかで安心したものになるように、共に寄り添い支援いたします。

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

利用者様の満足度向上にむけて
デイセンターモナ・リザでは、積極的に利用者様
参加型の行事を行い、利用者様の意欲を引き出
し、「できる」を増やしています。自宅でも「でき
る」ように簡単なことから始めて、生活の中での
継続をお手伝いしています。

「できる」を増やして、生きがい作り

コロナ禍の中で、様々な行動に制限がありましたが、
「今何ができるか」を考え、取り組みを行いました。

「認知症」を正しく理解するために 長寿のお祝いをご家族の皆様

専門学校健祥会学園より講師を招き、職員を対象にVR
認知症体験プロジェクトが開催されました。実際に認知
症の方に見えている風景や景色を体験する事で「認知
症」への理解を深めるとともに、グループワークを通し
て共通理解を深める良い機会となりました。

今年100歳を迎えられた神野シズ様のお祝い会は新型
コロナウイルス感染拡大予防の観点から、規模を縮小
して行いました。ご家族をご招待し、穏やかでゆったりと
した時間を共に過ごしていただくことができました。

園芸活動　2020.5.19　
音楽レク　2020.5.1３

阿波踊り　2020.8.12

感謝の日　2020.7.31

手作りおやつ　２０２０.6.25　 手作りおやつ　２０２０.4.16

コロナ禍だからこそ、利用者様に
は楽しんでいただきたい気持ちが
強く、感染症予防を徹底し、納涼祭
や阿波踊りなどを行い、楽しい時
間を過ごしていただきました。

納涼祭　２０２０.8.18　 納涼祭　２０２０.8.18　

感謝の日　２０２０.7.31　 納涼祭　２０２０.8.18　

配食サービス
100歳を迎えられて
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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。

デイセンターモナ・リザ最高
齢である、林タマエ様。元気
の秘訣は「毎朝自宅の花の手
入れをする
こと」です。

百歳を祝う会　
2020.9.21　

コロナに負けるな！
今「できること」を

考えて



ニューステップ
足だけでなく、腕や肩まで含めた
全身運動がこれ１台で可能。

セラピーマスター
ゴムの反発力を利用し、効率良く
全身の筋力向上が期待できます。

14 15

緑風会登子は、自宅のような雰囲気を感じながら住み慣れた地域でいつま
でもお元気に過ごしていただけるように、ゆったりとした時間が流れ、笑顔
と笑い声が絶えない場所です。

小規模多機能ホーム  緑風会登子 デイセンター  緑風会尊氏

◆緑風会登子の特徴は・・・

浮力や水圧の作用により、普段あまり使わ
ない筋肉を動かすことができ、身体の機能
を高めます。水圧により、血行を良くし、足先
からの血液のめぐりを促します。お湯の中を
歩く歩行浴は、浮力の効果で体重の負荷が
少なく、リハビリや腰痛、筋力向上が期待で
きます。

小規模多機能ホームの一番の特徴は、
住み慣れた地域で自立した生活をし続けられ
るように、通いのサービスを中心として訪問
サービス、宿泊サービスを組み合わせ、日常
生活の支援や機能訓練を行っています。
     　　　24時間365日サービスの利用が
　　　　　可能です。

レクリエーションにも工夫を
普段のレクリエーションにも「運動」の要素を取り入れ
ています。楽しみながら体を動かすことで、頭と体を同
時に動かし、運動と同時に「認知症予防」にも取り組ん
でいます。笑い声も交じって大変盛り上がっています。

～施設理念～

ご家族が出張等で不在になる場合、施設で宿泊
することができます。泊まれます！！！

訪問します！！

厨房で作ったできたての食事を
要望に合わせてお届けします。

配食サービス

～温水プールでの歩行浴～

歩行浴後は自慢の「ジャグジーバス」に浸かり、
疲れを癒やしてください ♨

充実のリハビリを一部紹介します！

運動で明日への活力を

日常介護・病院受診・服薬介助・調理・買い物・
安否確認・配食サービス等、日常生活でのお困
りごとを支援させていただきます。

通えます！

施設内行事

朝食から夕食まで、ご希望の時間帯で利用する
ことができます。健康チェック・入浴・排泄支援・
レクリエーション等を提供します。

施設内行事
秋祭り

2020.10.3

カレー作り
2020.5.11

相手の立場に立って尊厳をまもり、
安心・健康づくりをお手伝いします

合同敬老会
2020.9.16
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チロル
デイサービスセンター

16 17

２０１９年１２月よりフィリピンのＥＰＡ介護福祉士
候補者２名が緑風会チロルにて就労開始となりま
した。業務と勉強の両立は大変ですが、介護福祉
士国家試験合格に向けて、日々頑張っています。

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

地域密着サテライト型  チロルデイサービスセンター

私があなたのパートナー

四季折々の行事

上那賀地区にある“チロルデイサー
ビスセンター”と木頭地区にある“デ
イセンターきとうゆず”の２つの地
区で日替わり運営をしています。

緑風会チロルでは、令和元年度より『パートナー制』を
導入しており、令和２年度より法人内の全施設でも取
り入れられることとなりました。
『居室担当者』から『パートナー』に変わることで利用
者様やご家族との距離感を縮めることができ、つなが
りをもっと身近なものとして感じていただいています。
緑風会チロルは、『パートナー制 発祥の施設』として、
これからも住み慣れた地域で利用者様にたくさんの
幸せが訪れるようにパートナーが寄り添い、『暮らし』
をサポートしてまいります。

チロルデイサービスセンターでは、利用者様ができる
限りのことをご自分で行えるよう、身体面・精神面・社会
面などさまざまな方面から利用者様を理解し、ご本人
に応じた援助・訓練を行っています。利用者様やご家族
のサポート役として、『自立支援』や『在宅生活の継続』
に努めてまいります。
月に２回、上那賀病院から理学療法士の先生に来てい
ただき、利用者様がいつまでも健康で在宅生活が送れ
るように機能訓練やレクリエーションを行っています。

季節に応じた行事を行うことで
活動性や認知機能を維持し、楽し
く過ごしていだだいております。

お屠蘇振る舞い  2020.1.1 お花見  2020.4.1 こいのぼり見学  2020.5.5 七　夕  2020.7.7

合同敬老会
2020.9.23

納涼祭
2020.8.22

合同敬老会  2020.9.23　
成田カネ子様が米寿を迎えられました。

｜季｜節｜行｜事｜

利用者様
との

共同作品

リハビリ教室

サテライトの仕組み

個別レクリエーション

俳句
教室

【本人様からのメッセージ】米寿を迎えることができて、嬉しい気持ちでいっぱいです。長生きの秘訣は友達とおしゃべりをしながら楽しく過ごし、好きな俳句を詠むことです！

お花見 七　夕 お月見

デイセンター
きとうゆず

施
設
長
賞

特  

選

緑風会チロルへようこそ！

火 木 土月日 水 金

ノール ジャン デルフィン デラ マロン アンパー
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洗濯物は任せてよ　

18 19

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

ふるさとに共に生き共に育つ

2020年コロナの報道が連日始まり、利用
者

様も日 「々コロナ」を気にされるほど、私達の

生活に大いに影響を受けた年になりました。

ご家族との面会もできない期間が長く、人と
の

密を遠ざける世の中ですが、施設では変わ
ら

ない日常があり、利用者様と職員の心が密
に

なることの大切さを改めて感じました。

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設として開設し、8年が
経過し、今年は新型コロナウイルス予防対策に追われた一年となり
ました。例年開催の行事もこれまでとは違う方法を模索しながらの
実施となりましたが、変化のあるいきいきとした毎日を送っていただ
くために、これからも行事や日々の暮らしを大切にしていきます。

めざすのは介護が必要な状態になってもごく普通の生活を営むこと

第9回ふるさと那賀合同敬老会

7/31 感謝の日
感謝の気持ちを込めて
創始者の好物を利用者様も一緒に調理しました

お花見
～春の気配に誘われて～

いきいきほのぼのクラブ
～押し花～

地域と共に  これからも
| 個別機能訓練
理学療法士が個別に機能訓練計画書を作成し、筋力訓
練や歩行訓練などその方に合ったプログラムを考え、
リハビリテーションを実施します。また、介護職員と連
携し生活の中でもリハビリ
を行い、少しでも自分でで
きることを増やし、生活に楽
しみが持てるよう支援して
います。 スライディングボード研修とろみ食の研修

| 研修会
利用者様に安心安全に生活してい
ただくため、また職員の腰痛予防
のためにも研修会を行っています。

百歳体操・テレビ体操を活用して

あの婆さん、どこ行ったで？
(誰かいないと気になります）よう寝れ

たで？

（聞きあ
う入居者

様）

今日も一日よろしくお願いします(職員に丁寧な挨拶） ご飯食べたか～？？

(入居者様同士で尋
ね合う）

変わらない日常
　

姉さん、

今日残ってくれるん
で？

ありがとう。

何かあったら一人で
せんと

起こしてよ！

(夜勤職員に向けて
）

今年のハロウィン
２Fから見学♪♪

秋まつり
～縁日気分で大盛況～

練習の成果を披露！ 

皿回しの技にも

磨きがかかってきました！

感謝の日

祝・百歳！！福井 季義様2人で探そう!

食事前のお手伝い

利用者様の密な言葉集
夜お休み前に

朝のひとコマ

ユニットキッチンを活用し
、

模擬店をオープン！
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ケアハウス

健祥会アンダルシア
・ デイセンターカルメン（通所・訪問・配食）
・ 健祥会ケアプランセンター
・ 阿南北部第２高齢者お世話センター
・ 阿南西部高齢者お世話センター
・ 健祥会在宅介護支援センター羽ノ浦
・ 阿南市在宅医療・介護連携支援センター

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

健祥会ケアプランセンター阿南

特別養護老人ホーム

健祥会バイエルン
・ デイセンターワーグナー

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（通所・配食）

特別養護老人ホーム

緑風会チロル（配食）
・ ケアハウス モントゼー
・ 通所介護 チロルデイサービスセンター
・ 緑風会ケアプランセンター那賀
・ 特別養護老人ホーム 緑風会チロル（訪問介護）

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（配食）
・ 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

小規模多機能ホーム

緑風会登子
・ デイセンター緑風会尊氏

石井町
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ケアハウス　健祥会アンダルシア

居室（和室・洋室あり） 浴室（ケアハウス） 洗面・トイレ各室完備

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

■ ケアハウス 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

■ 特別養護老人ホーム 緑風会チロル

■ 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   

施設紹介 Facility introduction

浴室（デイサービス） チェア浴

■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（伊島地区除く）、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。

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

■定　　員　月曜～金曜日：40名　土曜日：35名　日曜日：25名
■営 業 日　年中無休（年末年始除く）
■実施地域　阿南市（伊島地区除く）、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（要介護、要支援者、事業対象者）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
　生活ができ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。

通所介護・総合事業  デイセンターカルメン
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（伊島地区除く）、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。

居宅介護支援事業  健祥会ケアプランセンター
TEL.０８８４－４４－６８３６

徳島県阿南市宝田町川原7番地3（阿南医療センター横）

■対  象  者　 要介護1以上の認定を受けた方
■営  業  日　月～金(土日は休み）
■実施地域　阿南市(伊島地区除く）
●入退院時のスムーズな対応や
　自宅での生活が安心してできるように
　相談支援を行っています。

居宅介護支援事業  健祥会ケアプランセンター阿南
TEL.０８８４－24－8830

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、ご夫婦でご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
　　　　　ナ 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、健祥会ケアプランセンター、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。

【営 業 日】　月～土（日曜日は休み）
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

【実施地域】　阿南市（羽ノ浦町中庄、宮倉地区）

●阿南西部高齢者お世話センター
【実施地域】　阿南市（大野・長生・加茂谷地区）

・ 

阿南医療センターの
入口すぐ横です。
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ケアハウス

健祥会アンダルシア
・ デイセンターカルメン（通所・訪問・配食）
・ 健祥会ケアプランセンター
・ 阿南北部第２高齢者お世話センター
・ 阿南西部高齢者お世話センター
・ 健祥会在宅介護支援センター羽ノ浦
・ 阿南市在宅医療・介護連携支援センター

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

健祥会ケアプランセンター阿南

特別養護老人ホーム

健祥会バイエルン
・ デイセンターワーグナー

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（通所・配食）

特別養護老人ホーム

緑風会チロル（配食）
・ ケアハウス モントゼー
・ 通所介護 チロルデイサービスセンター
・ 緑風会ケアプランセンター那賀
・ 特別養護老人ホーム 緑風会チロル（訪問介護）

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（配食）
・ 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

小規模多機能ホーム

緑風会登子
・ デイセンター緑風会尊氏

石井町
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ケアハウス　健祥会アンダルシア

居室（和室・洋室あり） 浴室（ケアハウス） 洗面・トイレ各室完備

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

■ ケアハウス 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

■ 特別養護老人ホーム 緑風会チロル

■ 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   

施設紹介 Facility introduction

浴室（デイサービス） チェア浴

■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（伊島地区除く）、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。

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

■定　　員　月曜～金曜日：40名　土曜日：35名　日曜日：25名
■営 業 日　年中無休（年末年始除く）
■実施地域　阿南市（伊島地区除く）、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（要介護、要支援者、事業対象者）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
　生活ができ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。

通所介護・総合事業  デイセンターカルメン
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（伊島地区除く）、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。

居宅介護支援事業  健祥会ケアプランセンター
TEL.０８８４－４４－６８３６

徳島県阿南市宝田町川原7番地3（阿南医療センター横）

■対  象  者　 要介護1以上の認定を受けた方
■営  業  日　月～金(土日は休み）
■実施地域　阿南市(伊島地区除く）
●入退院時のスムーズな対応や
　自宅での生活が安心してできるように
　相談支援を行っています。

居宅介護支援事業  健祥会ケアプランセンター阿南
TEL.０８８４－24－8830

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、ご夫婦でご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
　　　　　ナ 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、健祥会ケアプランセンター、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。

【営 業 日】　月～土（日曜日は休み）
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

【実施地域】　阿南市（羽ノ浦町中庄、宮倉地区）

●阿南西部高齢者お世話センター
【実施地域】　阿南市（大野・長生・加茂谷地区）

・ 

阿南医療センターの
入口すぐ横です。



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㎡
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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 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。

■事業内容　（介護予防）小規模多機能型居宅介護
　　　　　　（介護予防）短期利用

■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㎡
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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

介護保険要介護認定で要支援・要介護の認

定を受けられた方が、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。

居室

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 　　　　　　

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支援・
　要介護1・2の方もご利用いただけます。

■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㎡
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特別養護老人ホーム  健祥会バイエルン

施設情報
■定　　員　１８名
■営 業 日　年中無休
■利用時間　9時15分～16時30分
■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。

施設の目的
地域で生活される高齢者がいつまでも「いきいきと健康な生活」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。
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。

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
TEL.０８８４－２１－２４2０　FAX.０８８４－２１－２４３１
MAIL bayern@kenshokai.group

ウォーターベッド

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。

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

R55

那賀川
道の駅

那賀川中学校

周辺地図

健祥会バイエルン

玄関ホール

浴室

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乃坊

那賀川

大京原橋

周辺地図 健祥会セビリア

・ 健祥会アンダルシア
・ 笑顔毎日

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乃坊

那賀川

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

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。

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

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。

施設サービス向上に向けて

プライバシー保護の観点から、多床室間仕切り工事を
行いました。利用者様に快適に過ごしていただくよう、
取り組みを進めています。働きやすい環境づくりとして
リフト移乗をしています。

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

施設理念

リフト



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㎡

22 23

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

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

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 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。

■事業内容　（介護予防）小規模多機能型居宅介護
　　　　　　（介護予防）短期利用

■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㎡

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

介護保険要介護認定で要支援・要介護の認

定を受けられた方が、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。

居室

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 　　　　　　

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支援・
　要介護1・2の方もご利用いただけます。

■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㎡

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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特別養護老人ホーム  健祥会バイエルン

施設情報
■定　　員　１８名
■営 業 日　年中無休
■利用時間　9時15分～16時30分
■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。

施設の目的
地域で生活される高齢者がいつまでも「いきいきと健康な生活」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。
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。

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
TEL.０８８４－２１－２４2０　FAX.０８８４－２１－２４３１
MAIL bayern@kenshokai.group

ウォーターベッド

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。

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

R55

那賀川
道の駅

那賀川中学校

周辺地図

健祥会バイエルン

玄関ホール

浴室

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乃坊

那賀川

大京原橋

周辺地図 健祥会セビリア

・ 健祥会アンダルシア
・ 笑顔毎日

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乃坊

那賀川

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

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。

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

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。

施設サービス向上に向けて

プライバシー保護の観点から、多床室間仕切り工事を
行いました。利用者様に快適に過ごしていただくよう、
取り組みを進めています。働きやすい環境づくりとして
リフト移乗をしています。

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

施設理念

リフト



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

■事業内容　（介護予防）小規模多機能型居宅介護
　　　　　　（介護予防）短期利用

■施設概要
　【居室】（全室個室）  
　洋室:7室（うち3室が可動間仕切り部屋）、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

介護保険要介護認定で要支援・要介護の認定を受けられた方が、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
　阿南市在住で介護保険要介護認定において、要介護・要支援及び事業
　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。

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

デイセンターモナ・リザでは、家庭的な環境の下で、利用者様一人ひとりが
活躍できるよう、個別の状態に合わせた支援を行っています。
また、様々な行事や生活リハビリなどを実施することで、認知症ケアにつなげ
つつ、楽しみながらより充実した生活が送れるよう、職員が一丸になって取り
組んでいます。

■定　　員　地域密着型通所介護　18名/日
　　　　　　第1号通所事業（阿南市はつらつデイサービス）10名/日
■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・要支援及び事業
　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。

■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）

地域密着型通所介護  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支援・
　要介護1・2の方もご利用いただけます。

■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㎡

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

る介護の提供をめざしています。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

地域密着型通所介護  デイセンターモナ・リザ

2人部屋

チェアー浴槽

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

室内（2人部屋）
　　　　　　　　　　　　



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

■事業内容　（介護予防）小規模多機能型居宅介護
　　　　　　（介護予防）短期利用

■施設概要
　【居室】（全室個室）  
　洋室:7室（うち3室が可動間仕切り部屋）、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

介護保険要介護認定で要支援・要介護の認定を受けられた方が、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
　阿南市在住で介護保険要介護認定において、要介護・要支援及び事業
　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。

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

デイセンターモナ・リザでは、家庭的な環境の下で、利用者様一人ひとりが
活躍できるよう、個別の状態に合わせた支援を行っています。
また、様々な行事や生活リハビリなどを実施することで、認知症ケアにつなげ
つつ、楽しみながらより充実した生活が送れるよう、職員が一丸になって取り
組んでいます。

■定　　員　地域密着型通所介護　18名/日
　　　　　　第1号通所事業（阿南市はつらつデイサービス）10名/日
■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・要支援及び事業
　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。

■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）

地域密着型通所介護  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支援・
　要介護1・2の方もご利用いただけます。

■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

る介護の提供をめざしています。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

地域密着型通所介護  デイセンターモナ・リザ

2人部屋

チェアー浴槽

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

室内（2人部屋）
　　　　　　　　　　　　



施設情報
■開　　所　2012/4/1
■定　　員　入居（3ユニット 29名）　短期入所（1ユニット 11名）
■利用条件
　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。ショートステイは要支援・要介護1・2
　の方もご利用いただけます。

■施設概要
　【居室】（全室個室）  
　居間 ・ 共同生活室 ・ 浴室 ・ 談話コーナー
　【鉄骨造4階建】 ・ 敷地面積:３，９５９．００㎡　・ 建築面積:９６２．３９㎡
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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

で豊かな暮らしを提供します。

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  
MAIL  furusato@ryokufu1984.or.jp

施設情報
■開　　所　2007/9/1
■定　　員　1ユニット 9名
■利用条件
　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

■施設概要
　【居室】（全室個室）  
　居間 ・ 食堂 ・ 浴室
　【木造平屋建】 ・ 敷地面積:２３７０．５５㎡　・ 建築面積:８４４．６１㎡

●併設事業所
　・ 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

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

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

グループホーム  あめごの里

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。

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  
MAIL  amego@ryokufu1984.or.jp

施設情報
■開　　所　1999/7/1
■定　　員　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）
■利用条件
　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。

■施設概要
　【居室】 
　従来型個室１０室、２人部屋１１室、４人部屋２室、
　ユニット型個室２０室
　居間 ・ 食堂 ・ 浴室 ・ 機能回復訓練室 ・ ふれあいコーナー
　【RC造3階建】
　・ 敷地面積:3,002.63㎡　・ 建築面積:3,959.78㎡

●併設事業所
　・ ケアハウスモントゼー
　・ チロルデイサービスセンター
　・ 緑風会ケアプランセンター那賀
　・ 緑風会チロル訪問介護

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

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

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。

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  
MAIL  tirol@ryokufu1984.or.jp

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。

■定　　員　18名/日
■開 催 日　〈チロル〉 月・水・金・日  〈きとうゆず〉 火・木・土
■利用時間　9:45～16:00
■利用条件　要介護認定を受けた方および総合事業対象者

地域密着型通所介護・総合事業  チロルデイサービスセンター

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。

■定　　員　18名
■利用条件　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。

■施設概要
　【居室】
　個室１６室、２人部屋１室
　居間 ・ 食堂 ・ 浴室　
　談話室

ケアハウス  モントゼー

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）

緑風会ケアプランセンター那賀

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

訪問介護・総合事業  特別養護老人ホーム 緑風会チロル

ふるさとに共に生き 共に育つ

ふるさと那賀は、入居後も地域の一員として暮らし続けられるよう、
地域とのつながりを大切に開かれた施設運営を行っています。
また、ユニットケアによる家庭的な雰囲気を大切に、
在宅からの暮らしの継続をめざした介護を行っています。     
     

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

チロルデイサービスセンター

・ ２階ユニット　
  一人ひとりのニーズに合ったサービスや趣味の時間を提供し
  生活のリズムを作リます
・ ３階ユニット　
  リラックスした時間の中 尊厳を保ちながら 
  快適な環境で過ごしていただきます

施設理念

あめごの里

木頭南宇

R195

木頭文化会館

木頭診療所

くるく

出原郵便局

木頭町立
体育館

木頭学園

那賀川

那賀町 木頭支所

KEN's ギャラリー カフェ

（株）きとうむら

木頭和無田
佐々木自動車

木頭こども園

周辺地図周辺地図

那賀町

御所谷

成瀬

大殿

日真

木頭
白石

平谷

那賀町立 平谷小学校

海川郵便局
緑風会チロル

那賀川

R195

R195

R193

中山

和食郷

四国霊場
第２１番札所
太龍寺

阿井

仁宇

小仁宇

太龍寺
ロープウェイ

阿瀬比町

加茂町

クラブコルツ

ふるさと那賀

那
賀
川

大田井町

徳島県立 
那賀高等学校

周辺地図

施設理念

施設理念



施設情報
■開　　所　2012/4/1
■定　　員　入居（3ユニット 29名）　短期入所（1ユニット 11名）
■利用条件
　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。ショートステイは要支援・要介護1・2
　の方もご利用いただけます。

■施設概要
　【居室】（全室個室）  
　居間 ・ 共同生活室 ・ 浴室 ・ 談話コーナー
　【鉄骨造4階建】 ・ 敷地面積:３，９５９．００㎡　・ 建築面積:９６２．３９㎡
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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

で豊かな暮らしを提供します。

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  
MAIL  furusato@ryokufu1984.or.jp

施設情報
■開　　所　2007/9/1
■定　　員　1ユニット 9名
■利用条件
　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

■施設概要
　【居室】（全室個室）  
　居間 ・ 食堂 ・ 浴室
　【木造平屋建】 ・ 敷地面積:２３７０．５５㎡　・ 建築面積:８４４．６１㎡

●併設事業所
　・ 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

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

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

グループホーム  あめごの里

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。

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  
MAIL  amego@ryokufu1984.or.jp

施設情報
■開　　所　1999/7/1
■定　　員　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）
■利用条件
　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。

■施設概要
　【居室】 
　従来型個室１０室、２人部屋１１室、４人部屋２室、
　ユニット型個室２０室
　居間 ・ 食堂 ・ 浴室 ・ 機能回復訓練室 ・ ふれあいコーナー
　【RC造3階建】
　・ 敷地面積:3,002.63㎡　・ 建築面積:3,959.78㎡

●併設事業所
　・ ケアハウスモントゼー
　・ チロルデイサービスセンター
　・ 緑風会ケアプランセンター那賀
　・ 緑風会チロル訪問介護

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

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

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。

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  
MAIL  tirol@ryokufu1984.or.jp

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。

■定　　員　18名/日
■開 催 日　〈チロル〉 月・水・金・日  〈きとうゆず〉 火・木・土
■利用時間　9:45～16:00
■利用条件　要介護認定を受けた方および総合事業対象者

地域密着型通所介護・総合事業  チロルデイサービスセンター

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。

■定　　員　18名
■利用条件　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。

■施設概要
　【居室】
　個室１６室、２人部屋１室
　居間 ・ 食堂 ・ 浴室　
　談話室

ケアハウス  モントゼー

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）

緑風会ケアプランセンター那賀

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

訪問介護・総合事業  特別養護老人ホーム 緑風会チロル

ふるさとに共に生き 共に育つ

ふるさと那賀は、入居後も地域の一員として暮らし続けられるよう、
地域とのつながりを大切に開かれた施設運営を行っています。
また、ユニットケアによる家庭的な雰囲気を大切に、
在宅からの暮らしの継続をめざした介護を行っています。     
     

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

チロルデイサービスセンター

・ ２階ユニット　
  一人ひとりのニーズに合ったサービスや趣味の時間を提供し
  生活のリズムを作リます
・ ３階ユニット　
  リラックスした時間の中 尊厳を保ちながら 
  快適な環境で過ごしていただきます

施設理念
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健祥会バイエルン

健祥会アンダルシア

笑顔毎日

健祥会セビリア

緑風会ルネッサンス

緑風会チロル・モントゼー

あめごの里

ふるさと那賀
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阿南・那賀
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地
域
と
と
も
に
。

利用者様の

ご家族の

地域の方々の

「明日を想う」
それが私たちの使命です

「居室担当制」から
「パートナー制」が始まります！

「職員をもっと身近に感じて欲しい」

「利用者様やご家族に寄り添える存在でありたい」の想いから

居室担当者の名称から、「パートナー」に変更し、

何でも話し合える、分かり合える存在（パートナー）をめざします。

サウスステージから健祥会グループへ

緑風会登子・緑風会尊氏




