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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。 

理 念 
○2月行事報告（餅つき＆節分） 

〇震災訓練実施報告 

〇新入職員紹介 

○実習生受け入れの活動報告 

○クラブ活動紹介 
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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。 

～ 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。 

ホームページ http：//gv-angyo.jp/ ぜひご覧下さい!! 

「ちゃぼひば」ＶＯＬ.13 
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震災訓練実施 ～グリーンビレッジ安行の取組～ 
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 平成28年２月５日(金)に行事委員会主催で節分と餅つきを開催いたしました。 

 当日は、川口市にある相撲部屋「湊部屋」から、朱鷺ノ若(ときのわか)さんと副湊(ふくみなと)さんのお二人

にお越し頂きました。ご利用者と一緒に豆まきを行い、一斉に「鬼は外」と鬼退治に励みますが、鬼はなかなか

逃げません。そこで朱鷺ノ若さんと副湊さんの力をお借りした所、鬼は一目散に逃げて行きました。その光景に

盛り上がり、見ている方全てに力が湧いてくるようなイベントになりました。 

   鬼退治の後は、朱鷺ノ若さんと副湊さんと餅つきを行いました。普段、車椅子で過ごしているご利用者も自ら

立ち上がり朱鷺ノ若さんと一緒に餅つきをしました。終わった後に「昔はよく餅をついていたけれど、また餅を

つけるなんて思っていなかったよ。」と笑顔で話して下さったのが印象に残ります。 

 施設全体の餅つきは、今年が初めての試みでしたが、ご利用者に「楽しかった。」と言って頂き嬉しく思いま

す。今回のイベントによって実施時間の見直しなど改善点も多く気付けました。来年もご利用者が笑顔で楽しん

でいただける餅つき・節分を企画したいと思います。        

 行事委員長 奈良 綾 

 当施設では年2回の消防訓練の他、施設生活の安全性

を確保するため震災訓練を例年3月と9月に実施していま

す。 

 今年の1回目は平成28年3月18日(金)に震度6強の地

震があり停電になったと仮定して行いました。今回はデ

イケアご利用者に加え、1階フロアご利用者にもご協力

を仰ぎ、避難誘導、緊急放送、設備点検訓練など実施し

ました。実際に災害が起きたことを想定し、自らタオル

を防災ずきんの代わりに着用する方もおり、施設職員側

からも周知すべき内容だと勉強さていただき収穫のある

震災訓練となりました。今年は東日本大震災から５年。

記憶を風化させないためにも今年度は全てのご利用者に

避難体験をしていただく大規模災害訓練を予定しており、

安全・安心を強化するため今後も訓練を重ねてまいりま

す。 

                総務課 瀧田 潤一 

 

お相撲さんとの 餅つき・豆まき 
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氏名：遠藤 美緒 

職種：看護師 

特技：手芸  

趣味：ドライブ  

一言：ご利用者が笑顔

になれるようお手伝い

をしたいと思います。

氏名：伊藤 香織 

職種：看護師 

特技：睡眠  

趣味：温泉巡り  

一言：毎日笑顔で過ご

せるよう頑張ります。

よろしくお願いします。 

氏名：水本 佳子 

職種：介護員 

特技：特になし 

趣味：DVD鑑賞 

一言：未経験で年配で

すが、丁寧な介護がで

きるように頑張ります。 
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氏名：大生 絵梨奈 

職種：介護福祉士 

特技：バトミントン  

趣味：ディズニー巡り 

一言：一生懸命頑張り

ます。よろしくお願い

します。  

氏名：池田 明子 

職種：介護助手 

特技：絵本作り 

趣味：献血 

一言：知識も経験もない

介護職の卵ですが、頑張

ります。 

氏名：平石 恭子 

職種：作業療法士 

特技：サイクリング    

趣味：買い物 

一言：ご利用者のため、

業務に取り組みます。

よろしくお願いします。  

氏名：野中 幸 

職種：作業療法士 

特技：絵画・工作  

趣味：音楽鑑賞 

一言：何事も挑戦！頑

張ります。  

 

氏名：榊原 恵里 

職種：介護員 

特技：継続すること 

趣味：音楽鑑賞 

一言：社会人として不

安はありますが積極的

に頑張りたいです。 

氏名：内田 秋音 

職種：事務（総務課） 

特技：懸垂逆上がり 

趣味：マンガを読む事 

一言：いつも元気に頑

張ります。よろしくお

願いします。 

氏名：立山 佳子 

職種：事務（総務課） 

特技：着物の着付け 

趣味：音楽・映画鑑賞 

一言：お役に立てる様、

精一杯頑張ります。よ

ろしくお願いします。 

氏名：山﨑 未帆 

職種：事務（医事課） 

特技：あやとり 

趣味：読書（マンガ） 

一言：一生懸命頑張り

ます。よろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

氏名：阿部 澄 

職種：介護員 

特技：どこでも寝れる  

趣味：旅行  

一言：早く仕事を覚え

て、ご利用者のために

頑張ります。  

氏名：鈴木 カツミ 

職種：看護師 

特技：特になし 

趣味：旅行 

一言：覚えが悪いです

が、根強くお付合いを

お願い申しあげます。 

氏名：関根 千恵子 

職種：介護員      

特技：食べ歩き    

趣味：女子会  

一言：ご利用者を自

分の家族と思い頑張

ります。  

氏名：後藤 美喜 

職種：看護師 

特技：字を綺麗に書く 

趣味：スノボー・ドライブ 

一言：今までの経験や新

しい学びを実践に活かし

ていきたいと思います。 

氏名：稲川 遥 

職種：介護員 

特技：模索中  

趣味：読書  

一言：いつも笑顔を

絶やさず、頑張りま

す。  

氏名：舘野 幸子 

職種：介護員 

特技：特になし  

趣味：ドラマ鑑賞  

一言：こう見えて人見

知りしますが、よろし

くお願いします。 

  

氏名：遠藤 京子 

職種：介護員 

特技：特になし 

趣味：食べること 

一言：皆様にご迷惑

をおかけしないよう

頑張ってまいります。 

新入職員ご紹介 

H27年度4月以降から入職した職員を含めてのご紹介になります。新しい職員と共に今後もご利用者・ご家族・

地域の皆様から信頼していただける施設運営を心がけてまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 



≪　施設送迎バス　≫

≪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

15:30 15:40 15:50

 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
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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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ご意見・ご感想を 

お寄せ下さい！ 

Vol.13 

アクセス方法 

 いつもクラブ活動にご参加して頂き誠にありがとうございます。 

 今年度は新しい取り組みに挑戦していく所存です。最初の取組とし

て園芸クラブの活動の中に施設の庭で畑を作る計画を練っております。

安行の地域性を活かすことができる企画が何かないかと試行錯誤して

いましたが、ようやく形になりましたので報告させていただきます。

季節の野菜を栽培し、収穫祭を行えたらと考えています。 

 また、将棋クラブは今までありましたが、施設内で麻雀もクラブ活

動として行いたいと多数の声が聴こえ、将棋クラブの名前を変え「娯

楽同好会」として新しい活動を開始します。 

 今後も入所・通所含め全てのご利用者が楽しくまた来たくなる施設

を目指して参りたいと考えておりますので、引き続きの参加はもちろ

んのこと、ご意見・ご希望あれば遠慮なくお申し付け下さい。 

事務長 佐藤 康之 

 グリーンビレッジ安行にはいろいろな学生が勉強に来て下さっています。看護学生は高齢社会を意識し、

実習時間が増えている背景があり、意欲的に参加していただいています。また、介護学生の実習も学校や就

学時期は様々ですが、ご利用者と向き合い生活の支えていくことの難しさを学んでいただいています。その

他も小学校から大学生まで、またリハビリテーションの学生と言った幅広い層が実習として当施設との関わ

りを持って下さっています。多くの職種が連携を取り合う介護老人保健施設は医療・福祉の分野で重要視さ

れている多職種協働を学ぶ実践の場として最適です。昨年は合計300名強の学生さんをお受け入れすること

ができました。これは、職員のみならずご利用者・ご家族の多大なご理解とご協力があり実施できておりま

す。高齢者との関わりに興味を持っていただける後輩が育つことを願い、私たち職員も実習を通して沢山の

感動と勉強をさせていただいています。これからも継続して実習活動に取り組みしていきたいと考えており

ます、引き続き皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

療養部長 梅川 奈緒 

ク ラ ブ 活 動 
紹 介 ！ ！ 

実習生の活動報告 


