繋 が る こ こ ろ

三好

シェーンステージ

だより 2022

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

いつまでも地域と共に
つながる心

縁側訪問にて

シェーンステージの取り組み

老健

特養

養護

ケア
ハウス

施設の強みを
利用者様とともに

シェーンステージでは、老人保健施設を中心として、各施設の機能を活かし利用者様の
「在宅復帰」に向け連携を図っています。利用者様の心身機能や住宅環境、それぞれに
異なる課題やニーズに合わせて訓練の場、住まいの提供、そして終末ケアまで住み慣れた
地域で安心した生活が実現できるよう、協力・連携体制を構築しています。
入所調整会議の様子

リハビリの専門職を有するデイケアや
老人保健施設においては、常に機能
回復と維持を目的として取り組んで
います。
また、在宅復帰となった際にも訪問
サービ ス、通 所 サービ スの 提 供 を
はじめ、ショート
ステイやケアハウ
スへの入居など復
帰後の生活を柔軟
にサポートしてい
ます。
訪問リハビリの様子

デイサービスでの理学療法士による指導

Ｗith コロナ…
新型コロナウイルス感染症の蔓延は県内においても例外で
はなく、私たちの生活に大きな影を落としました。
しかし、ワクチンの普及や感染症に対する予防知識を正し
く持ち、手洗い、消毒、マスク着用の徹底など様々な感染
予防策に取り組んでいます。

オンライン面会

ワクチン接種

窓越し面会
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感染症研修

ローソン出張販売

家庭菜園で野菜作り

福祉避難所運営訓練
地震、豪雨など、各地で多
発している自然災害時に地
域の要配慮者を受け入れる
ため、福祉避難所協定を結
んでいます。
いつ起きるか分からない大
規模災害に備え福祉避難所
の立ち上げ訓練を実施し、
受け入れ時の流れや課題の
抽出を行っています。
（2021.12.3）

訓練

SOS見守り模擬訓練

講座

福祉の仕事をPR

いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう

東みよし町では、認知症高齢者の行方不明を想定した「捜索訓
練」を社会福祉協議会と近隣施設の合同で実施しました。高齢に

「11月11日は介護の日」

なっても住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう関係機

ということで、福祉に関する仕事

（2021.10.4）
関の連携・体制づくりを行っています。

を幅広く知ってもらおうと地元の
小学校にお邪魔し、授業のひとコ
マをいただき児童の皆さんにPRし
てきました！（2021.11.11）

研修

介護に関する入門的研修

介護の基本的な知識を習得していた
だけるよう公開講座を実施しました。
この研修をきっかけにケアサポーター
（介護助手）としての新たな雇用も生ま

れています。（2021.10.13）

地域活動

「JR四国」から感謝状！

シェーンステージでは各施設で地域の清掃活動を継続してきました。
健祥会グループが定める「感謝の日」をきっかけに7年間最寄りの駅舎清掃
を行ってきたことが評価され、この度感謝状をいただきました。これからも
綺麗で住みやすい地域づくりに貢献していけるよう頑張っていきます。
（2021.10.11）

JR 四国池田駅 駅長 小川芳弘様より感謝状
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老人保健施設 健祥会シェーンブルン

愛・優・技

～チームケアで想いに応える～

老人保健施設 ( 施設サービス )
リハビリテーション
自 立 支 援 を 念 頭 に、質 の 評 価 や
データを活用することで科学的に
効果が裏付けられた高品質なサー
ビスを提供します。更には、テク
ノロジーの活用や業務効率化・負
担軽減を図り、スタッフにとって
も働きやすい環境づくりに取り組
んでいます。

医療的ケア

在宅復帰支援

定期的に医師と会議の場をもち、利用者様の心身状態に
関する情報を共有することで、高品質な医療ケア体制を
整 え て い ま す。ま た、
利用者様、職員に対し
てワクチン接種を実施
するなど、感染症予防
に取り組みました。今
後 も、安 心・安 全 な 施
設生活を提供します。

利用者様の「歩けるようにな
りたい」「家に帰りたい」等
の想いに応えるため、理学療
法士・作業療法士がリハビリ
テーションを提供します。専
門職の視点からリハビリテー
ションプログラムを作成し、
効果的な訓練を実施します。
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通所リハビリテーション
（在宅サービス）

訪問リハビリテーション
（在宅サービス）

居宅介護支援事業所
（居宅サービス計画）

当通所リハビリテーションでは、心身

コロナ禍において、閉じこもりがちに

健祥会ケアプランセンターみよしでは、

機能の維持向上を目的に、運動療法を

なり、心身機能の低下をきたす方が増

利用者様と各事業所との橋渡しの役割

中心に行っています。在宅生活におい

えてきています。そんな中、専門職が

を担います。利用したい介護サービス

て、一人でできることが増え、友人と

自宅へ赴き、利用者様お一人おひとり

の内容を分かり易く説明し、不安なく

の交流の場があることは、心身機能を

に合ったリハビリを提供します。また、

必要なサービスが受けられるようサ

保つこと、そして生きがいをもつこと

定期的な医師の

ポートします。

においても重要なポイントになります。

訪 問 も 実 施 し、

身体的な機能だけでなく、新たな交流

医学的な視点か

を作成し、皆様の在宅生活をサポート

の場としても提供できるよう努めてい

らもサポートし

します。

ます。

ます。

出発！
！

利用者ニーズに寄り添ったケアプラン

▼ ▼ 研修・勉強会

季節の行事
季節を感じ、充実した施設生活を送っていただくために、様々な行事を実施してい
ます。会場とフロアをTV中継するなど感染症対策も万全に、楽しい時間を過ごし
ました。
元旦 お屠蘇配り

合同敬老会

秋まつり

2021.10.17

2021.9.17
2021.11.11

介護の日に
定期的に各種研修・勉強会を開催し
ています。介護の日には健祥会学園
より講師を招き「コミュニケーショ
ンの基本とコツ」を学びました。
職員の資質向上、キャリアアップに
入所者様と

通所リハビリテーション利用者様と

取り組んでいます。
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特別養護老人ホーム 健祥会たんぽぽ

原点回帰 をテーマに。

看取りケアの充実をめざして
健祥会たんぽぽでは、重度化する中で終末期ケアに対してのニーズに
柔軟に応えるべく、多職種からの視点で積極的な意見交換を行い、日
常生活の延長上での自然な看取りケアが実現できるよう取り組んでい
ます。また、基本的なケア方法を見直し利用者様の心身状況に合わせ
た安楽な介護を実践するため福祉用具の使用方法や緊急時に役立つ「心
肺蘇生法」など随時研修会も実施しています。

看取りカンファレンス

地域に向けて
コロナ禍であっても地域との繋がりを何より大切にしてきました。
感染症対策に配慮しながらご家族、地域の皆様との交流の場を
積極的に作ることで、福祉の拠点施設として安心できる存在に
なれるよう取り組んでいます。

毎年楽しみに

あじさい面会 2021.6.20

たんぽぽカフェ 2021.7.31

毎年恒例の「あじさい祭り」が、コ

健康に対する不安をお聞きしながら施

哉様より綺麗な菊が届きます。施設

ロナ禍の影響で開催することは叶い

設のサービスを幅広く知っていただこ

チェックや近況をお聞きしています。

ませんでしたが、ご家族とのひと時

うと「たんぽぽカフェ」を開催。デイ

アロママッサージを行いながらのコ

を過ごしていただける機会となりま

サービスの体験利用も実施しました。

ミュニケーションで会話が弾みます。

毎年11月になると施設近隣の川原領
玄関に立派な菊が飾られるのを利用
者様も楽しみにしています。

縁側訪問 2021.9.28

近 隣 地 域 の 方 の ご 自 宅 を 訪 問。健 康

した。

ホッと

やすらぎのデイサービス
デイセンターバタフライでは、心身機能維持に向け
た全身運動（レッドコード、セラバン体操）の他、
ぬり絵や小物づくりといったアクティビティに加えて、

合同敬老会
2021.9.17

手作りおやつの提供やアロママッサージなど利用時
に「やすらぎ」のひと時を感じていただける空間づく
りに努めています。
6

母の日の
手作りおやつ
2021.5.6

ケアハウス マリア・テレジア

その人らしい暮らしを大切に
ケアハウス マリア・テレジアでは、それぞれ自立した生活
の中で、趣味や運動、外出を楽しんでいただき、その人ら
しい暮らしが送れるように過ごしていただいています。
様々な行事を通じて他の利用者様や地域の皆様とのふれあ
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ます。

趣味を活かして．
．
．
花はいつ見ても可愛いなぁ〜♡

毎日の運動に！
！
訪問リハビリや毎日の散歩！

美味しそうな
この笑顔！
！

茶話会

施設内では、季節ごとに行事

手芸
お買いもの

を開催し、利用者様に楽しん
で い た だ い て い ま す。ま た、
毎月、様々なクラブ活動を実

ドライブ

施しています。手先を動かす

行ってきまぁーす！

訪

問

体操

介

護

ことで脳の働きが活発になり、
皆さん笑顔で楽しみながら、
認知症予防に繋げています。

選ばれる事業所として
健祥会たんぽぽ訪問事業
所では、訪問介護 員がご
自宅を訪問し、入浴、排せ
つ、調理、清掃など日常生
活の困りごとをサポートし
ています。

お花見

少しでも利用者様のご希
望に添えるよう、集団・個
別の研修を通し、訪問介
護員各々の資質向上に取
り組んでいます。
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特別養護老人ホーム ひかり

入居者様が 笑顔で過ごせる暮らしを提供します
こころのつながり
「コロナ禍で思うように面会ができない…。」
そんな中、少しでもつながりを感じていただける
よう心を込めてメッセージカードをお送りしまし
た。元気なご様子を写真で見ていただいた家族様
からお礼の言葉をいただきました。

メッセージカード
オンライン面会

ユニットでの過ごし方
その人が望む生活スタイルにあったケアをめざしてい
ます。若い時に身につけた技量や感覚をこれからも活
かしていただけるよう、様々な活動を行っています。

洗濯たたみ

梅干し作り
散歩

生け花

介護の日

新しい日常生活の中で

2021.11.11

11月11日の「介護の日」には、白地小学

少人数ずつにわかれるなど感染対策を

校を訪問し、認知症サポーター養成講座を

行いながら、施設での行事で季節を感

開催しました。職員が寸劇を行い、介護を

じていただけるよう取り組んでいます。

身近なものとしてとらえていただくととも
に、それぞれの立場で考えていただく機会
になったと思います。
合同敬老会・手品でお祝い

秋まつり
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2021.10.13

もっとリモート阿波踊り

2021.9.21

2021.8.12

特別養護老人ホーム 健祥会清盛

ふるさとを共に支え合う 住み慣れた場所で、ふるさとのぬくもりを届けます
健祥会清盛では、これまで以上に利用者様や地域の皆様のニーズに応え、信頼していただける施設作りをめざします。

Refresh

利用者様が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、施設一丸となって取り組んでいきます。

100歳おめでとうございます

山下コウメ様

100歳記念式典

100歳を迎えられても元気に施設でお過ごし
いただけるよう、様々な行事やイベントを実
施。活気ある日常生活の構築をめざし、施設
一丸となって取り組んでいます。

コロナ禍においても、感染予防対策をしっか
りととりながら外出行事を実施。地域の展望
台までお出かけをして、リフレッシュすること
ができました。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

東京五輪聖火ランナーを務められた、東
祖谷出身の中石氏をお迎えし、講演会を
開催。貴重なお話をお聞きすることがで
きました。実物の衣装やトーチも披露し
ていただき、素晴らしいひと時となりま
した。

地域社会への

オンライン研修・介護ロボット

貢献

★ICT の活用

2020
東京五輪聖火ランナーを
お迎えして

介護ロボットの使用方法を学び、利用者様に対
して負担の少ないケアの確立をめざします。

コロナ禍での新しい
取り組みである、リ
モート研修を積極的
に実施しています。

清盛アーカイブ

健祥会グループが定める、7月31日の「感謝
の日」にはいつもお世話になっている地域
の清掃を毎年実施。また、年2回の防災訓
練では、火災だけでなく災害に対しての訓
練も実施しています。

季節を感じていただけるような様々な行事を開催しています !!

お屠蘇配り（１月）

節分（２月）

喫茶会（3月）

花見（４月）

七夕（7月）

夏まつり（8月）

合同敬老会（9月）

干し柿作り（10月）

Kiyomori archive

母の日（５月）
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養護老人ホーム 健祥会頼朝・しののめ

養護老人ホームってどんなところ？
養護老人ホームとは、身体的に自立していますが、生活環境や経済的に困窮している高齢者を
受け入れる施設です。食事や健康管理のサービスはありますが、介護施設ではないので養護の職員による介護は受けられません。
掃除や洗濯、入浴、リハビリなどが必要となったら、ヘルパー、デイサービス、訪問リハビリ等、介護保険サービスを利用すること
ができます。

申し込み手順

2

１
入所相談

へ

市町村

申し込み

3

調査

4

入所判定

食事の提供

干し柿作り

誕生日食事会

ちまき作り

お気軽に
ご相談下さい
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6

決定

入所

自立支援

季節にあった、栄養バランスのとれた
食事を提供しています。

父の日

5

お申し込み方法が
わからない場合は、
下記の電話番号まで
ご相談下さい。

野菜作りや体操など趣味や特技を活かした楽しみの
ある暮らしづくりに努めています。

デイサービスへ

花植え

養護老人ホーム健祥会頼朝
養護老人ホームしののめ

ゲートボール

メイクアップ

ふれあい体操

☎0883-88-5555
☎0883-74-1006

（三好市東祖谷）
（三好市池田町）

職員PICKPICK
UP!

UP!

趣味や特技を活かして、明日の活力へ

仕事や家事・育児など、日々の生活に追われる中で趣味や特技

を活かし、リフレッシュしながら活力を見出して、元気に頑張っ

ている職員を紹介します。施設内行事にも腕を振るっています。

を聞いて気分をリフレッシュ
させています。落語を聞くだ
けではなく、自分で演じて、

介護職員

松本 修治

趣味で休日などによく落語

利用者様に披露することも

健祥会清盛

P!
PICK U

あり、自分も楽しく、利用者
様にも楽しんでいただける
一石二鳥の趣味です。

主任生活相談員

森本 美子

着付けが得意です。
施 設 行 事では、阿 波
踊りの 浴 衣を着 付 け
「踊っていても崩れな
かったよ」と好評で喜
んでいただきました。

しののめ

P!
PICK U

テレジアでは数回、「田口うど

介護職員

田口 明男

うどん作りが得意で、マリア・
ん」をお披露目しています。
とにかく、できたては美味しく
て利用者様に大好評となり、
「ま
マリア・テレジア

P!
PICK U

た作ってよ！」という声を多くい
ただいています。

栄養士

上笹 梨紗

趣味や特技といったものとは
違いますが、子供たちの成長
が仕事のやりがいに繋がって
います。体調を崩しやすいや
んちゃ盛りな子育て期ですが
職場のサポートもあり、仕事と
子育ての両立ができています。

プ、多くの気付き等々、瞑想の効果は計

理学療法士

焦り、不安からの解放、若返り、免疫力アッ

P!
PICK U

吉岡 香織

心身の疲労の回復、執着心やイライラ感、

健祥会たんぽぽ

り知れないものがあり、日々の日課となっ
ています。
ヨガを行うことで心身がリフレッ
シュされ、穏やかな気持ちで利用者様に
向き合うことができます。血行促進効果
健祥会シェーンブルン

P!
PICK U

もあるので、肩コリ等にお悩みの方にも
オススメです。
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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

介護を必要とする方の自立を支援し、家庭への復
帰をめざすために医療・看護・介護・リハビリ・栄
養管理などのサービスを提供し、利用者様やご家
族が安心した生活を送っていただけるよう支援す
る、介護保険で利用できる施設です。
・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

【パワーリハビリ器具】

【機能訓練室】

【４階個室】

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・排せつなどの日常生活上の介助、機能訓練、
健康管理など療養上のケアを提供し、できるだけ自立し
た生活を送っていただけるよう支援します。
・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。
・通所介護

デイセンターバタフライ

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
ることをめざした小 規 模なユニット型 施 設です。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
り自立した生活を送っ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。
ご家庭における介護が一時的に困難になった時や、ご家族の介護負担
の軽減のお役に立ちます。

【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。

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。

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

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

開所 1999/12/26
定員 30名＋ショートステイ10名

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・排せつなどの日常生活上の介助、機能訓練、健康管
理など療養上のケアを提供し、できるだけ自立した生活を
送っていただけるよう支援します。

ふるさとを共に支え合う

・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。
・訪問介護
ご家庭を訪問し、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、ご自宅
で生活が送れるようサポートをします。

【機能訓練室】
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。

養護老人ホーム

【入浴】
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。

健祥会頼朝

〒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

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

・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。

【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。
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【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

ケアハウス
・訪問介護

マリア・テレジア
快適で心豊かな生活空間づくり

〒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

開所 2004/1/1
定員 30名

プライバシーの保たれた居住空間で、自立した快適な生活を確
保しつつ、比較的安い料金で日常生活のサポートを受けられる
施設です。食事や入浴、生活支援のほか緊急時対応、見守りサー
ビスなどにより、大きな安心をお届けします。
・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
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。

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］

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］

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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2022年号
発行編集／シェーンステージ

募集職種（正規職員・パート職員）
●ケアワーカー（介護職員）
●理学療法士

●ケアサポーター（介護助手）

●作業療法士

●介護支援専門員

●看護職員
●ヘルパー

●管理栄養士・栄養士

●調理員

●事務員

◆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

健祥会グループ シェーンステージ

お問い合せ

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

施設見学も随時受付中です。お近くの施設までお気軽にお問合せ下さい

※不許複製

健祥会グループ 採用サイトは
こちらからどうぞ！

※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︒

職員募集

