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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。

～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。
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○もちつき大会

○訪問リハビリテーションのご紹介

○新入職員紹介

○「全部署紹介」いたします！

○施設外清掃活動の様子

○クラブ活動紹介

○リハビリコラム

〒334-0059 埼玉県川口市大字安行1145 ＴＥＬ：048-299-0018 FAX：048-299-0041

ホームページ http：//gv-angyo.jp/ ぜひご覧下さい!!
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新入職員紹介

さいたま市にある入間川部屋の元幕内磋牙司関（さがつかさ

）と勇司（ゆうつかさ）さんをお招きし、餅つき大会を行いま

した。力強い餅つきとお二人の優しいお人柄に触れ、笑顔と歓

声があふれ、素晴らしい一日となりました。以下、ご利用者よ

り感想をいただきました。

日時、曜日等、ご利用者

の都合に合わせた調整をい

たします。※ご希望に添え

ない場合もございます。ご

了承ください。

氏名：勅使河原 義大

職種：看護師

趣味：ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ･映画

一言：一生懸命頑張り

ます‼よろしくお願い

します。

氏名：石井 眞奈美

職種：介護員

趣味：TVで相撲観戦

一言：明るい毎日を過

ごせるようお手伝いさ

せて頂きます。

氏名：工藤 葵

職種：看護師

趣味：登山・阿波踊り

一言：看護師として

成長していけるよう努

力していくので、よろ

しくお願い致します。

氏名：小泉 朋子

職種：看護師

趣味：マラソン・ヨガ

一言：いつも笑顔を心掛

けています。

氏名：中川 美佳

職種：作業療法士

趣味：旅行

一言：気軽に声をかけて

下さい。よろしくお願い

します。

Ｈ28.10.1～Ｈ29.3.31

①ご利用相談 ③往診

④利用開始

②ご利用に向けて調整

埼玉新聞に掲載されました

氏名：廣田 美恵

職種：介護福祉士

一言：「笑う門には

福来たる！」

病気やケガで自宅での暮

らしに不安を感じている、

生活の目標を作りたい等、

皆様のご相談を訪問リハビ

リ受付窓口にて承ります。

元気溢れる当施設のドク

ターとリハビリ担当者でご

自宅に伺い、お身体の状態

を診させて頂きます。※往

診は三ヶ月毎に行います。

安心、安全を基に心から

笑顔になれる訪問リハビリ

テーションの提供をいたし

ます。

【営業日】 平日・祝日

【営業時間】 9：00～17：30

【休業日】 日曜・年末年始

（12/31～1/3）

【訪問地域】

川口市全域
蕨市、草加市、越谷市、さいたま市の一部

※当施設より車で片道30分程度の範囲

詳細についてのお問い合わせは

☎048-299-0018

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ責任者 まで

★訪問リハビリテーションご利用紹介★

もちつき大会 ～Ｈ29.2.8～

２

間近で見ると、テレビで見るより身体が大きくて驚きました。

お話も上手で楽しかったです。これから力をつけて頑張って

欲しいです。ご活躍を期待しています。（デイケア 利用者様）

初めてお相撲さんを見ましたが、大きくてビックリ！杵が小さく

見えました。お相撲さんは歌が上手なイメージがあるので、少し

歌を聞いてみたかったです。 （1F 入所者様）

お相撲さんを近くで見れて嬉しかった。餅つきをしている姿がかっ

こよかったよ。良い思い出になったな～。（2F 入所者様）

http://3.bp.blogspot.com/-6AYDr-QKKc4/VlmeNX8CIrI/AAAAAAAA1KI/pDweyYq3Rdc/s800/nenga_mark17_gunbai.pn
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『全部署紹介』いたします！！

3
絵梨奈

デイケアです。朝ご自宅までお迎えに伺い、リ

ハビリ・入浴等を行っています。季節ごとの行事

やクラブ活動など色々な事を企画し皆様が楽しく

通えるデイケアを目指しております。新しくご利

用をお考えの方には〝半日体験″も行っておりま

すので、是非お気軽にご相談下さい。

事務部は、医事課・経理課・総務課

・車輌部で構成されております。ご利

用される皆様が安心して快適な生活が

送れるよう、環境整備・情報発信・ご

案内・受付・会計・送迎等の業務を行

っております。お気軽にお声かけくだ

さい。

薬剤科では、医師の処方に基

づいて処方箋をチェックし、

入所されている方に安全に安

心してお薬を服用して頂ける

よう調剤しています。日々、

適正な提供が出来るよう努力

していきます。

相談室では施設を利用する全てのご利用者に対し、利用

前から入所相談の受付などを行い、利用終了までご家族

や他職種と協働しじっくりと支援に関わっています。皆

様に愛される地域に根付いた施設となるよう、施設の窓

口として多様な関わりと連携をはかっています。

リハビリ科は、現在ST・PT・OTの3職種、14名

が在籍しており、2月から開設した訪問リハビリを

含めた3本柱でサービスを充実させていきたいと考

えています。個別リハを中心にご利用者の日常生活

が向上する様に取り組んで行きます。

私達２階フロア職員は、看護職６名、介護職２０名、

介護補助1名で、ご利用者の健康や生活をみんなで

考え、楽しく安全と安心を感じて頂けるフロアを目

指して頑張っています！！＼(＾0＾)／

介護支援専門員１名、看護職７名、介護職２０名、介護

補助2名の１階スタッフです。平均年齢が45.95歳と

少々高めではありますが、落ち着いた雰囲気の中きめ細

やかなケアの提供を目指しています「fight!!」

栄養科は、ご利用者への食

事の提供と栄養管理を行っ

ています。月１回の行事食

や選択メニューを実施し、

みなさまに喜んでいただけ

る食事作りに努めています。

生れた時から少しずつ獲得してきた能力を失い、不安と

混乱の中で大きな声で誰かの名前を呼び、さまようご利

用者に日々寄り添い、生活を援助しているのが認知専門

棟です。Ｈ29年も笑顔で乗り切りたいと思います。暖

かいご支援よろしくお願い致します。
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≪　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♪

4

ご意見・ご感想を

お寄せ下さい！

アクセス方法

リハビリコラム
作業療法士はリハビリテーションに携わる国家資格の一つで、英語で『Occupational Therapist』

略して「OT」と呼ばれています。この「作業療法士（OT）」の他にリハビリテーション

に携わる国家資格には「理学療法士（PT）」や「言語聴覚士（ST）」などがあります。

作業療法士は、“さまざまな活動”つまり“作業”を通じて日常生活に必要な動作の練習や、

腕や手先の細かな練習などを行っています。例えば、痛みや強張りを和らげるために関節や

筋肉を動かしたり、細かな動きの練習のために、折り紙や塗り絵などをしています。

また、作業療法士は身体のリハビリだけでなく、精神障害領域や小児施設などでも

実施しており、身体とこころへの支援・援助をしています。

現在、当施設には作業療法士が5名、理学療法士が6名、言語聴覚士が2名在籍しています

ので、困った事や気になる事などありましたらいつでもお気軽に声をかけて下さい。

『作業療法士って何？』

『手芸クラブ』をご紹介します
クラブ活動紹介

手芸クラブは、第１水曜日と第３水曜日の2回行っ

ています。月によって作る物は違いますが、小物入れ

やお手玉等を楽しく作っています。手芸に興味ある方

はぜひ来てみて下さい。お待ちしております。

当施設では、毎週火曜日と金曜日に施設周辺の清

掃活動を行っています。H29.3月より、清掃強化日

を作り「より多くの職員が集結して清掃しよう！」

と活動することになりました。さっそく3月10日（

金）を強化日とし、職員で清掃をしました。ゴミ拾

いをはじめ、草刈りや苔取りをして、とても綺麗に

なりました。日頃顔を合わせない職員同士のコミュ

ニケーションも取ることができ、大変有意義な時間

となりました。今後も継続していきたいと思います。

★施設外清掃活動の様子★

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491016037/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1kbF9JYndDanJSYy9VdlRkeEJUTGN2SS9BQUFBQUFBQWRkby9YaW9vOGM0RlFhUS9zODAwL3NhaWhvdV9oYXJpeWFtYS5wbmc-/RS=^ADBELjO7i.LNznPdIL_rUzmX.ltQf4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUndCQTJaS2ZQc1hLOGxPWnpyX0hvc09SekRZN1plRzQ4am0wNXRVaGY0WWdMR3hVTk5IVmtYbzRRBHADNlllZDViR3hJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--

