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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 
○各部所より年頭の挨拶 

○フロア懇親会 

○家族介護教室 

○クリスマス会 

○自衛消防隊訓練発表会 

○風船飛ばし 

○通所懇親会・外出レクリエーション 
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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。 

 

“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.12 
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回目となる恒例の「風船飛ばし」

を開催しました。これは園芸クラブで育てたひまわりの種を

風船に付け、ご利用者が書かれた絵手紙を添えて飛ばすイベ

個の風船をご利用

名で、多くの返事が戻ってくることを願い大空へ飛ば

しました。遠くへ飛んでいく風船を見上げ、涙を流す姿がと

ても印象に残りました。遠いところでは茨城県から返信をい

ただき、心温まる文章をご利用者と共有することができまし

た。１つでも多くの芽を出し花が咲くことを楽しみにしてい

 今年もご利用者が、体調を

崩すことなく、笑顔で過ごせ

ますよう職員一同ケアに取り

組んでいきます。御支援よろ

しくお願いいたします。 

療養部 3階 中野 博美 

 明けましておめでとうござ

います。今年もスタッフ一同

笑顔をお届けいたします。 

療養部 １階 藤井 美紀 

 各部署から新年のご挨拶 

 あけましておめでとうご

ざいます。今年もご利用者

第一に考え、日々の業務に

取り組んでまいります。 

栄養科 小糸 由里子 

 ご利用される皆様やご家族

の安心を第一に考えて、相談

しやすい頼りになる窓口であ

るよう努め、地域や医療機関

とも連携を取っていきたいと

思います。 

     相談室 髙橋 真衣 

 本年も皆様一人一人にとっ

て有効なリハビリを提供でき

るように努めてまいります。 

皆様の担当スタッフ共々、 

よろしくお願いいたします。 

   リハビリ科 一戸 昭伸 

 

 あけましておめでとうございます。

地域の皆様及びご利用者のご理解・

ご協力を頂き今年も介護・医療など

福祉に係る方々との連携を密にし、

地域の皆様に愛される開かれた施設

を目指して誠心誠意努める所存であ

ります。 

本年も更なるご支援をお願いすると

共に、皆様にとって良き1年であり

ますよお祈り申し上げます。 

施設長 髙瀨 通汪 

 今年も皆様の在宅生活を

スタッフ一同、連携を取り

合いながら応援させていた

だきたいと思っております。

どうぞ宜しくお願いいたし

ます。 

療養部 通所 菅野 圭子 

 明るく楽しく健康に、職員一

同力を合わせて、皆様の生活を

援助させていただきます。 

宜しくお願いいたします。 

療養部 ２階 坂本 結佳 

 安行祭りやお月見、風船飛ばしなど

色々な行事に参加させていただき、ご利

用者やご家族と接することで皆さんに少

しでも溶け込むことが出来たと感じてお

ります。今年度もご利用者、ご家族、地

域の皆様から愛し愛される施設を職員一

同で目指して参りたいと思います。 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

事務長 佐藤 康之 

 地域・社会のニーズに耳を傾

け、老健としての役割を意識し

ながら一人一人のご利用者に寄

り添い、懇切丁寧な介護・看護

を行っていきたいと思います。 

本年も宜しくお願いいたします。 

療養部長 梅川 奈緒 
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 今年のフロア懇親会は介護相談&施設食試食会&フロ

ア懇親会&クリスマス会と盛りだくさんの内容でした。

今年度より始まった部門別介護相談ではお薬やリハビ

リに関連した相談が多く関心の傾向が分かり勉強にな

りました。 

 その後、同会場で行われた施設食の試食会では18名

の方の参加があり、栄養科責任者、介護所属長が同席

のもと「おいしい」「味が薄い」等、率直なご意見を

いただき有意義な活動になったと感じます。 

 メインである懇親会は、第1部では施設長の挨拶に続

きテンポの良い「柳家かゑるさん」の落語をご利用

者・ご家族と共に笑い、2部でフロア別に懇親会が始ま

りました。自己紹介を交えながら歓談し、ご利用者の

日常の様子や心配な事を介護所属長、ケアマネー

ジャーを中心に意見交換を行い「細かいところにも気

を使っていただき感謝しています」「入所の時は不安

だったが本人が良い顔をするようになったので安心し

た」「スタッフの皆さんも明るく爽やかで良い印象で

す」とお言葉をいただきました。今後もご意見を基に、

寄り添い、ひとり一人に合わせたご支援を行っていき

たいと思います。ご多忙の中、長時間に渡り参加いた

だき心より感謝申し上げます。 

フロア懇親会 家族介護教室 

 施設内で検討を重ねていた介護相談会を

開催することができました。薬剤・栄養・リ

ハビリ・介助方法・介護保険のコーナーを設

け、各コーナーに関連する相談を受け付けま

した。初めての試みの為か、相談件数自体は

多くありませんでしたが、薬剤やリハビリに

ついての相談が目立ちました。その中には、

面会に来たときに自分たちでできる事や、注

意する事についての質問をする方もおり、大

切なご家族を心配する気持ちが伝わってきま

した。 

 今回のような催しに関わらず、何か心配な

点などございましたら、どうぞお気軽にス

タッフへ声をおかけください。ご参加いただ

きましたご家族様、ありがとうございました。 

                                

                            サービス向上委員会 一戸 昭伸 
       

療養部長 梅川 奈緒 

１２月２０日（日）開催しました! 

  12月20日(日)クリスマス会を行いました。 

豪華なおやつに飲み物がありご利用者・ご家族に

とても喜んで頂きました。また職員の出し物では

ハンドベルの演奏と共にクリスマスソングを歌い

ました。出席してくださった皆様が楽しそうに手

拍子や一緒に歌っていただき職員一同も楽しい時

間となりました。 

ク リ ス マ ス 会 

経理課 金子 麻衣 



≪　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≫
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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！ 
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アクセス方法 

 川口市内の自衛消防訓練発表会が10月28日(水)に行われ、施設代表として出場しました。2年連続で選ん

でいただき、昨年学んだことを活かして消防に関する知識と心構えをメンバー全員に共有できました。 

 発表当日は緊張の中でも練習の成果を発揮することができ、川口市防安全協会より表彰状をいただく大変

名誉ある１日となりました。    

 これまでの防災活動の結果だと真摯に受け止め、今後も経験を活かし、ご利用者の生活を守れるよう努め

てまいります。 

 

 

  

   10月23日(金)、今年で5回目となる恒例の「風船飛ばし」

を開催しました。これは園芸クラブで育てたひまわりの種を

風船に付け、ご利用者が書かれた絵手紙を添えて飛ばすイベ

ントです。今年は、私晴天に恵まれ、250個の風船をご利用

者129名で、多くの返事が戻ってくることを願い大空へ飛ば

しました。遠くへ飛んでいく風船を見上げ、涙を流す姿がと

ても印象に残りました。遠いところでは茨城県から返信をい

ただき、心温まる文章をご利用者と共有することができまし

た。１つでも多くの芽を出し花が咲くことを楽しみにしてい

ます。 

       自衛消防隊訓練発表会に参加しました 

 恒例イベント「風船飛ばし」を終えて 

行事委員会 奈良 彩 

 相談室 細川 貴英 

 昼食にお寿司を皆様（ご利用者・ご家族・職員）

で召し上がり、行事スライドショーの観賞・職員に

よるマツケンサンバ・ゲーム大会等で楽しんでいた

だきました。更に、ご家族を対象にしたミニ介護教

室を実施しました。ご自宅での介護について少しで

も役立てるよう、今後も継続していく所存です。 

 今回はお煎餅屋さん又はパン屋さんのどちらかお

好きな方へ外出し、楽しんでいただきました。 

お煎餅屋さんでは手焼き体験を行いました。パン

屋さんは近隣のため、散歩を兼ねての外出となり

ました。いつもと違う雰囲気で、楽しい一時を過

ごしていただけたかと思います。 
 

通所：平山 智経 

通所懇親会 外出レクリエーション 
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