第１回ちゃぼひば楽しんでいただけましたでしょうか？次回もお楽しみに！（コバ）
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介護老人保健施設
グリーンビレッジ安行
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〒334-0059 埼玉県川口市大字安行1145 ＴＥＬ：048-299-0018
～広報誌 ちゃぼひばの由来～
グリーンビレッジ安行のシンボルでもあるチャボヒバの木。この木のように、幾多の事にも挑戦して大きく成長して
いけるよう願いを込めて名付けました。

～

施

設

方

針

～

“グリーンビレッジ安行”は明るく暖かい雰囲気の中でリラックスできる環境を提供いたします。

人間の尊厳
正義・博愛・献身・科学的思考
１.施設を明るく家庭的な雰囲気に保ち、利用者が自立し
た日常生活を営むことができるよう支援します。
２.短期入所・通所リハビリテーションの機能を生かし、
在宅ケア支援を積極的に行います。
３.介護・医療・福祉に係わるすべての方々との連携を
密にし、地域の皆様に愛し愛される開かれた施設を
目指します。

○施設長挨拶 ………………………
○事務長挨拶 ………………………
○療養部長挨拶 ……………………
○ご利用者様の声 ………………･･
○行事写真館 ………………………
○部署紹介：栄養科 ………………
○アクセス方法 ……………………
「ちゃぼひば」ＶＯＬ.１
平成25年4月1日発行
発行責任者：療養部長 小島 明美
編集・制作：広報委員会
委員長：堀田 智博
委員：平野 真子・工藤 修・吉田 親正
佐藤 優里奈・小林 仁美
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介護老人保健施設「グリーンビレッジ安行」の介護・看護理念 ～

当施設は「愛し愛される施設」をモットーに埼玉県を中心に南関東で活動する戸田中央総合医科
グループの介護施設の一つとして、８年前に川口市安行に開設されました。介護を必要とする高
齢者の方々を施設でおあずかりし、より良い身体的・精神的状態を取り戻して頂くと同時に、在
宅復帰後は通所利用により健康維持を行って頂く支援をしています。
うちの よしお
お陰様で、当施設は埼玉県や川口市から高い評価を頂いておりますが、このような介護・看護に
施設長 内野 善生
各種のリハビリテーションは欠かせず、私達もその充実に努めています。
そして平成２４年度の介護関連の法改訂に伴い、今までの介護手法に加え、施設側から在宅の方々へ出向く、訪問リハビリテー
ションの開設に向け現在準備を進め、なんとか本年の７月の実施にこぎつけたいと思っております。
当施設は基本理念として「人間の尊厳」を掲げていますが、それを支える職員に科学的思考は欠かせません。そのため私たちは
認知症の理解と介護の質の向上に向けて臨床研究を続けてきました。この度その結果を「認知症の分類と認知症短期集中リハビ
リテーションの評価とその後のケア：内野善生ほか」として「老年精神医学雑誌」２３巻１２３３～１２４５頁（２０１２）に
論文として発表することが出来ました。認知症が社会問題となっている昨今、この研究結果は認知症の介護に関わる多くの方々
に有用であると信じています。皆様方におかれましては、このような当施設の現状をご理解頂き、今後ともご支援ご鞭撻頂きま
すよう、よろしくお願い致します。

事務長・療養部長よりあいさつ！
平成２５年度より施設広報誌「ち
ゃぼひば」を発行する事になりま
した。日頃、当施設をご利用いた
だいている方々に対し、季節ごと
すずき ひろし
の活動、イベント状況を詳しくお
事務長 鈴木 浩
伝えし、更なる開かれた明るい施
設を目指していきたいと考えております。今後もご利用者
様に心のこもったサービスが出来るよう職員一同協力して
まいります。

広報誌第１号の発行となりまし
た。施設で暮らすご利用者と多
職種が総動員して一緒に楽しむ
様子が伝わる内容にになりまし
こじま あけみ
た。これからも多くの皆さまに
療養部長 小島 明美
沢山の通な情報をお伝えしたい
と思います。今年度も知恵を寄せ合い、技術を高め、安行
をご利用いただく方皆さまに「選んで良かった！」と思っ
て頂けるよう力を尽くします。

行き

私たちが聞きました♪

ご利用者様の声
≪

入所

1F介護福祉士
佐藤

≫

昨年一番楽しかったことはなんですか？

夏祭りの時に外で間近に
花火を見たこと！

昨年一番楽しかったことはなんですか？
夏祭りで太鼓を叩いたこと！
今年も叩けたらいいな♪

施設の食事はいかがですか？

クラブ活動は楽しいですか？(手芸)
私は手芸が好きで、普段から編み物を
してるけど、クラブ活動での編み方は
いつもと違ってちょっと難しい。
けど、気分転換になって楽しい。

クラブ活動は楽しいですか？(園芸)
お花が好きなので出来てうれしい。
出来れば、活動回数とお花の植える
種類を増やしてほしい。
自分で育てた野菜はとてもおいしく
感じます♪

通所介護福祉士
川邉

昨年一番思い出に残ったことはなんですか？

やっぱり夏祭りが一番面白かった。
御神輿担いだり！
初めて車椅子での参加だったけど、
スタッフに押してもらって一緒に周って
良い思い出になった！
おいしいよ！
ただご飯が少ない。けど、入所者の
ことを考えてんだよなーきっと（笑
好きなメニューはカツかな！

2F介護員
吉田

≪

デイ

≫
好きなレクリエーションはなんですか？
月の行事を楽しみにしている。
節分や外出レクは楽しい。

クラブ活動は楽しいですか？(手芸・園芸)
どちらのクラブも自分で作れるという喜びが
あるので、とても楽しい。

職員の対応はいかがですか？
いいよねー。感じがとても良い。
食事の時など自分に合ったようにすぐ対応
してくれるし、送迎の時は玄関で事務の人
や運転手さんが協力しあい挨拶をしてくれ
て気持ちが良い。
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２月（節分）

1月（新年会）
手芸クラブ

新年会では獅子舞や福笑い
絵馬作りを行い甘酒やお
汁粉が振舞われました。
年の初めから皆様の
笑顔が溢れ、施設
に笑い声が響き
渡りました。

園芸クラブ

２月は豆まきや恵方巻きに見
立てたロールケーキ作りを
行いました。豆まきでは
鬼に扮した職員に皆さ
ん一生懸命紙のボー
ルを投げ厄払いを
していました。

音楽クラブ

将棋クラブ

クラブ活動
紹介
書道・絵手紙クラブ
3月はひな壇の
前で記念撮影を行
いました。また、ひ
なあられや甘酒が振舞
われました。

３月（ひな祭り）

７月には七夕
飾り、１２月には
クリスマスツリー等
ご利用者様に楽しんで
頂けるよう季節に合わせ
飾り付けを行っています。

イルミネーション
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施設紹介!! ～栄養科編♪～
≪行事食紹介≫
こ
い
と
ゆ
り
こ

小
糸

橋
本

由
里
子

浩
美

お正月

は
し
も
と
ひ
ろ
み

おせちということでな
ますや伊達巻、かまぼ
こが振る舞われました。

栄養科では、利用者様への食事提供と栄養不足にならな
いよう栄養管理を行っています。食事は楽しみのひとつで
すので、皆様に喜んでいただけるよう季節感を取り入れた
行事食や、選択食(主菜)をそれぞれ月１回行っています。
また年に１回、寿司バイキングといったイベントも企画し
ています。栄養管理面では体重の変化から食事提供量を調
節したり、栄養補助食品のアドバイスを行っています。食
事についてご不明な点、質問等ございましたらお気軽に
お声掛けください。

節分

丑の日

節分ではつみれ汁や大
豆を使ったものなどを
提供しました。

土用丑の日ではうなぎ
をひつまぶしにして提
供、皆様喜ばれました。

寿司バイキング

紅葉狩り

エビフライやお刺身な
どを提供し、召し上
がっていただきました。

アクセス方法
●お車でお越しの場合

●バス・電車でお越しの場合
■ＪＲ武蔵野線東川口駅下車
タクシー１０分
■埼玉高速鉄道線 戸塚安行下車
出口① 徒歩１５分
■国際興業バス
西川口駅東口〈３番〉より東川口駅行き
安行下車 徒歩3分
東川口駅南口より西川口駅南口行き
安行下車 徒歩3分
戸塚安行駅より西川口駅行き
安行下車 徒歩3分

≪施設送迎バス≫
東川口駅 発 ～ GV安行 行
○ 東京外環自動車道
三郷方面から草加出口より約２.５km
所沢方面から川口西出口より約４.５ｋｍ
○ 東北自動車道
浦和インター出口より国道１２２号、
国道２９８号経由で約７ｋｍ
○ 首都高速道路川口線
新井宿出口より、国道２９８号経由で約３.５ｋｍ

東川口駅（南口）

戸塚安行駅

GV安行

10:45
15:30

10:55
15:40

11:05
15:50

※平日のみの運行となります。

東川口駅（施設バス停留所）

編集後記～広報委員から一言っ!!
記念すべき発行１号にたずさわれてＨＡＰＰＹ！！（あけちゃん）
ちゃぼひばの次回作にご期待ください！（ホーリー）
皆さんのおかげで完成しました!ありがとうございました！!（ひら）
広報誌作りに参加するのは初めてなので出来上がりが楽しみです。（オサ）
若い人に交じって頑張ってます!!（ヨシ）
１番若いので、元気よく頑張ります！（S氏）
第１回ちゃぼひば楽しんでいただけましたでしょうか？次回もお楽しみに！（コバ）

ご意見・ご感想を
お寄せ下さい！
本誌に関するご意見・ご感想を
お待ちしております。
頂戴したご意見等は、今後の誌
面に役立たせて頂きます。皆様
の声を広報局のメールアドレス
g_angyo18@tmg.or.jpまでお
届けください♪
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