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～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。

通所写真クラブ川口様撮影 密蔵院にて

～

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。

理

念

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。
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開設10周年を迎えて
平成27年度、新たな年度の始まりにあたり、ご挨拶を申し上げます。
昨年度、前施設長の内野先生が急逝し、年度途中でグリーンビレッジ安行施設長
に就任させていただきましたが、職員一人一人に支えてもらい、なんとか5ヶ月を
乗り切ることが出来たというのが率直な実感です。お陰様をもちまして、当施設
はＨ27年4月で開設10周年を迎えます。開設以来、数回の介護保険体制や報酬の
改定がありましたが、大きな事故もなく、入所・通所稼働率を初め、良好な経
営・運営が維持されましたことに改めて感謝を申し上げます。
皆様ご存知の通り、Ｈ27年度は介護報酬の改定がされました。社会問題化され
ております介護職員の確保、待遇等、職員の仕事へのやりがいに応えられる環境
づくりに施設として努力を続けていく所存でございます。また4月1日からは、新
たなメンバーが当施設に加わります。まずは例年のごとく新規採用の各職種の職
員さん。さらに佐藤事務長（前グリーンビレッジ朝霞台事務長）を迎え、介護
サービスの改善や新たな文化をもたらしていただけるものと期待しております。
新年度は予算も組織も人員体制も新たなものとなっております。しかし今年度
は介護報酬マイナス改定もあり、まだまだ試行錯誤が続くかと存じますが、どう
ぞ皆様のご高配を賜り、そして尚一層のご支援、ご協力をお願い申し上げますと
ともに、皆様にとって本年度がより良き年でありますようお祈り申し上げ、新年
度のご挨拶とさせていただきます。
今年度もよろしくお願い申し上げます。
施設長 髙瀨 通汪

「10年」を振り返って・・・
介護福祉士

ケアマネージャー

3階 初田 美智子

3階 中野博美
毎年桜の季節を迎えると、施設
がオープンした頃の緊張感が蘇りま
す。ケアマネージャー・看護師とし
てグリーンビレッジ安行で働き始め
て10年が経ちました。治療や延命
を目的とした援助から、残された
日々の生活を支援することへと役割
が大きく変わりました。試行錯誤の
中、ご利用者の笑顔やご家族からの
感謝の言葉、心優しい職員達に支え
られ乗り越えられてきました。今年
も桜の季節がやって来ます。施設の
窓から眺める木々や花々に、今日も
ご利用者や職員は癒されています。

10年前オープニングスタッフと
して入職した私は、ヘルパー初心者
で、今の様な教育プログラムはなく、
経験者に交ざって働くのはとても大
変でした。未経験なことばかりで思
うように動けず、失敗ばかりの私を
いつも周りのスタッフが助けてくれ
ました。移乗やオムツ介助に不安が
あれば、自らの身体を使って何度も
練習に付き合ってくれたり、記録や
プラン作成等もスタッフ同士切磋琢
磨してやってきたことを思い出すと、
とても感慨深いものがあります。こ
れからもご利用者に寄り添った介護
をしていけるよう努力していきます。

作業療法士

リハ科 一戸 昭伸
安行で勤務してから、はや10年
が経ちました。当施設が開設した当
初は、リハビリスタッフがたったの
2名でのスタートで、現在の10名
の体制からは考えられない状態でし
た。現在、スタッフを増員しただけ
ではなく、定期的に科内での勉強会
を開催し、個々の技術・知識の向上
に努めています。今年度行ったご利
用者満足調査のご意見では、お褒め
の言葉を頂きましたが、現状に満足
することなく、ご利用者が少しでも
楽に日常生活を送れる様に今後も努
力していきたいと思います。
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震災訓練を行いました
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通所リハビリ 菅野 圭子

通所では3月23日(月)に開設以来初めてとなる「来所者全員の避難訓練」を実施しました。
避難経路は2階フロアから中央階段を利用し玄関エントランスへ避難、実施内容は、13：30地震発
生・震度6強・建物倒壊の恐れあり・火災なし・停電ありという想定でした。
避難指示の院内放送後、職員の誘導により独歩の方から順番にエントランスへの避難をしていただきま
した。また、車椅子の方においては当施設初めての試みであるスロープを使用しての移動となり、緊張
感のある訓練となりました。訓練後、参加された利用者に聞き取りアンケートを実施し、「訓練を行っ
て良かった」という声が多数ありました。今後も更なる防災対策の強化取り組みとして、継続して行っ
ていきたいと思います。
ご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。

施設内★研究発表会

座長 リハビリテーション科 堀田智博

毎年安行では年に1回「施設内研究発表会」を
行っており、本年度は1月27日に開催されました。
これは、各フロアで日々の業務の中の気になること
や疑問点、改善すべき点などに対して研究していく
もので、今年は3演題の発表でした。どの発表も今
後の業務のヒントとなるような内容でした。
しかし、今回の発表だけで終わらせず、まだ明ら
かにならなかった点や新たに出てきた疑問点に対し、
追従研究を行っていき、更なる業務の改善へと繋げ
ていきたいと思います。

1Fフロア★

行 事

<発表内容>
■演題１：在宅における高齢者介護の一考察
■演題２：経口摂取が利用者に及ぼすプラスの
影響について
■演題３：貧血食の取り組み
■質疑応答
■講評
■ご利用者満足度調査の結果について

ご 報 告

3Fフロア★生け花

1月の新年会では、紙芝居と
職員による笑点で大変盛り上が
りました。お酒と甘酒を頂き、
良い一年のスタートとなりまし
た。
2月は節分行事！赤鬼、青鬼に
豆まきを行いました。写真撮影
では皆様、満面の笑顔でした。

2Fフロア★節分

３月は生け花に挑戦しました。
慣れない作業でしたが、とても
素敵な作品が出来上がりました。
ご利用者の笑顔は「花」にも増
して輝いていました。
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氏名： 髙橋 麻美
職種： 介護福祉士
特技： 絵を描くこと
趣味： 音楽鑑賞
ライブへ行くこと
一言：利用者様が日々
楽しく生活して頂ける
様、明るく頑張ります。

新入職員
ご紹介
氏名： 加藤 鮎奈
職種： 看護師
特技： マイペース
趣味： 映画鑑賞
一言： 川口出身で
す。よろしくお願い
します。

氏名： 増永 菜美
職種： 介護補助者
特技： 韓国語
趣味： 大相撲観戦
一言： 一生懸命頑張
ります。よろしくお願
いします。

氏名： 田中 寿美江
職種： 介護福祉士
特技： 簡単な洋裁
趣味： ハイキング
一言： 新しい職場で
一歩踏み出します。

氏名： 勝山 恵美子
職種： 作業療法士
特技： ベース
趣味： ドライブ
一言： 家が近所です。
見かけたら声をかけてく
ださい！

着任のご挨拶
事務長 佐藤

康之

年齢 ・・・ 42歳
住所 ・・・ 埼玉県朝霞市
この度、ＴＭＧグループの人事によりグリーンビレッ
ジ朝霞台から4月1日付で転勤してまいりました佐藤康之
（さとうやすゆき）と申します。
朝霞台では1年8カ月と短い期間ではございましたが、老
健を学んで参りましたので、こちらで活かせればと考え
ております。また、こちらの施設はイベントやクラブ活
動等が充実していると聞いて参りましたので、とても楽
しみにしております。今後も施設理念を忘れずに、地域
の皆様・ご利用者様・職員から愛し愛される施設を目指
して参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。
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氏名： 荻野 麻衣
職種： 事務（経理課）
特技： ﾙｰﾋﾞｯｸｷｭｰﾌﾞ
趣味： ドライブ
一言： H27年1月21
日に病院から赴任して参
りました。よろしくお願
い致します。
氏名： 山村 優美
職種： 介護福祉士
特技： バスケットボール
趣味： 買い物
一言： 笑顔で元気
いっぱいに頑張ります。
よろしくお願いします。

氏名： 大西 双美
職種： 事務
特技： ネコと遊ぶ事
趣味： 読書（マンガ）
一言： 早く仕事を覚
えたいです。

パンフレットを一新しました！
開設10周年の節目を迎え、施設のパンフレットを新
しくしました。ご利用者の日々の生活風景をはじめ、季
節ごとの行事の楽しい様子・ご利用の流れ等、ありのま
まにお伝え出来るよう、話し合いを重ね、やっと完成い
たしました。ご希望の方は、受付またはスタッフまでお
声かけください！

アクセス方法
≪

施設送迎バス

≫

東川口駅 発 ～ GV安行 行
東川口駅

戸塚安行駅

ＧＶ安行

10:45

10:55

11:00

15:30

15:40

≪東川口駅停留位置≫

南口出口
≪戸塚安行駅停留位置≫

出入口３番

15:50

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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