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ありがとうございます！ありがとうございます！ありがとうございます！ありがとうございます！    ～介護老人保健施設～介護老人保健施設～介護老人保健施設～介護老人保健施設    愛愛愛愛    10101010周年周年周年周年～～～～    

    

    介護老人保健施設愛は、在宅支援・在宅復帰施設として平成 20年 6月

1日に開設し、おかげさまで今年10周年を迎えることができました。これ

も偏に、ご利用者の皆様、ご家族の皆様、地域の皆様、関係者の皆様方の

ご指導・ご協力の賜物と、厚く御礼申し上げます。 

 入所、通所リハビリテーション、ショートステイサービスに加え、平成

27年4月からは訪問リハビリテーションを展開し、一人ひとりの利用者様が、その人らしい豊かな生活を送れる

よう、常に質の高い、医療・介護・リハビリテーションを提供することを心掛けて参りました。できなかったこ

とができるようになった利用者様の笑顔や、ご家族の方々からの感謝の言葉に、私たちはやりがいと自信を頂き、

資質を高めるための経験を積むことができましたことに、心から感謝申し上げます。 

 開設当初 56名だった職員は、現在では 127名の大家族となりました。明るく元気で優

しい職員たちは、10年間で築くことができた、かけがえのない愛の財産です。これからも

職員一丸となって、10年の経験を活かしながら、地域一体となったケアを積極的に展開し、

介護老人保健施設としての使命を果たしていく所存です。今後とも、変わらぬご理解とご

協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

                               介護老人保健施設 愛 施設長 一色 淳 

共にがんばりましょう！共にがんばりましょう！共にがんばりましょう！共にがんばりましょう！    ～平成～平成～平成～平成 30303030年度入社式～年度入社式～年度入社式～年度入社式～    

            

    今春も尚寿会に多くの仲間が加わり、4月3日には入社式、翌4日には新

人オリエンテーションを開催しました。入社式では、4月 1日に入職した方

を中心に約30名の新たな仲間が参加し、寳積理事長の話に耳を傾けました。

各施設の管理者も集まり、全員が「尚寿会に入職してくれてありがとう」と

いう気持ちで、皆さんに挨拶をさせて頂きました。 

入職して良かったと思える職場環境作りをしようと改めて感じました。皆さん共に頑張りましょう。 （熊☆） 

 

いよいよいよいよいよいよいよいよ始まります！始まります！始まります！始まります！    ～尚～尚～尚～尚寿会寿会寿会寿会阿波踊り阿波踊り阿波踊り阿波踊り    いきいき連いきいき連いきいき連いきいき連始動始動始動始動！！！！～～～～    

 

 今年も阿波踊りの季節が近づいてまいりました！いきいき連は、尚寿会グループの職員で

構成されており、今年で結成15年を迎えました。現在およそ90名が属し、毎年春から夏に

かけての週２日、業務終了後に練習を重ねています。近隣のお祭りや施設内で、皆様にも楽

しんで頂きたく、“踊る阿呆”になって演舞いたします！どうぞご期待ください。 

いきいき連では、新規加入者を募集中です。「ちょっとやってみたいな…」と考えている方、

初心者大歓迎！です。お気軽に練習をのぞいてみてくださいね！         （ちか） 

★★★★通常通常通常通常練習日練習日練習日練習日：：：：毎週月・木毎週月・木毎週月・木毎週月・木    17171717時時時時 30303030分～分～分～分～18181818時時時時 30303030分分分分練習場所練習場所練習場所練習場所については当日放送でお伝えします。については当日放送でお伝えします。については当日放送でお伝えします。については当日放送でお伝えします。    

★医療法人 尚寿会グループ 広報紙 ★第1１５号 Ｈ３０．５．10 ★法人理念 信頼と愛とで築く地域医療・思いやりで支える地域福祉 

発行者;寳積英彦,  埼玉県狭山市水野594 番地,   編集長;関口 歩  企画編集;広報紙編集室 , 
ホームページ；www.syojukai.or.jp    メール；syojukai@mirror.ocn.ne.jp 
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狭山市特定健診ご予約承り中狭山市特定健診ご予約承り中狭山市特定健診ご予約承り中狭山市特定健診ご予約承り中    ～～～～大生病院大生病院大生病院大生病院健診健診健診健診窓口からのお知らせ窓口からのお知らせ窓口からのお知らせ窓口からのお知らせ～～～～    

 狭山市在住の方には、狭山市から特定狭山市在住の方には、狭山市から特定狭山市在住の方には、狭山市から特定狭山市在住の方には、狭山市から特定健診健診健診健診の受診券、各がん検診のごの受診券、各がん検診のごの受診券、各がん検診のごの受診券、各がん検診のご案内が届き始める頃だと思います。当院案内が届き始める頃だと思います。当院案内が届き始める頃だと思います。当院案内が届き始める頃だと思います。当院

でも毎年多くのご利用を頂いていますが、「健康診断を受けたから安心…でも毎年多くのご利用を頂いていますが、「健康診断を受けたから安心…でも毎年多くのご利用を頂いていますが、「健康診断を受けたから安心…でも毎年多くのご利用を頂いていますが、「健康診断を受けたから安心…♡♡♡♡」ではなく、何かの異常があった方は」ではなく、何かの異常があった方は」ではなく、何かの異常があった方は」ではなく、何かの異常があった方は

早めに受診をし、医師にご相談ください。早期予防がなにより大切です！早めに受診をし、医師にご相談ください。早期予防がなにより大切です！早めに受診をし、医師にご相談ください。早期予防がなにより大切です！早めに受診をし、医師にご相談ください。早期予防がなにより大切です！    

    

    当院では、当院では、当院では、当院では、特定特定特定特定健診健診健診健診は２つのコースは２つのコースは２つのコースは２つのコースからお選びいただけます。からお選びいただけます。からお選びいただけます。からお選びいただけます。    

        ○○○○「通常コース」「通常コース」「通常コース」「通常コース」⇒⇒⇒⇒基本的な健診（無料）基本的な健診（無料）基本的な健診（無料）基本的な健診（無料）    

        ○○○○「充実コース」「充実コース」「充実コース」「充実コース」⇒⇒⇒⇒特定健診と各種がん検診を含めた、充実した検査内容です（特定健診と各種がん検診を含めた、充実した検査内容です（特定健診と各種がん検診を含めた、充実した検査内容です（特定健診と各種がん検診を含めた、充実した検査内容です（\\\\7,8077,8077,8077,807～￥～￥～￥～￥16,80716,80716,80716,807））））    

                                            料金や検査内容の詳細は健診窓口にお問い合わせください料金や検査内容の詳細は健診窓口にお問い合わせください料金や検査内容の詳細は健診窓口にお問い合わせください料金や検査内容の詳細は健診窓口にお問い合わせください    

    

    各種がん検各種がん検各種がん検各種がん検診診診診（大腸がん検診以外は受診券が必要です）（大腸がん検診以外は受診券が必要です）（大腸がん検診以外は受診券が必要です）（大腸がん検診以外は受診券が必要です）    

        ○○○○「胃がん「胃がん「胃がん「胃がん検診検診検診検診」」」」    内視鏡（カメラ検査）内視鏡（カメラ検査）内視鏡（カメラ検査）内視鏡（カメラ検査）        ￥￥￥￥2,0002,0002,0002,000    

胃透視（バリウム検査）胃透視（バリウム検査）胃透視（バリウム検査）胃透視（バリウム検査）    ￥￥￥￥1,5001,5001,5001,500    

        ○○○○「大腸がん検診」（採便検査）「大腸がん検診」（採便検査）「大腸がん検診」（採便検査）「大腸がん検診」（採便検査）            ￥￥￥￥800800800800    

        ○○○○「前立腺がん検診」（採血検査）「前立腺がん検診」（採血検査）「前立腺がん検診」（採血検査）「前立腺がん検診」（採血検査）        ￥￥￥￥750750750750    

        ○○○○「肝炎ウイルス「肝炎ウイルス「肝炎ウイルス「肝炎ウイルス検診検診検診検診」（採血検査）」（採血検査）」（採血検査）」（採血検査）    ￥￥￥￥700700700700    

                                                                ※充実コースには、胃・大腸・前立腺がん検診は既に含まれています。※充実コースには、胃・大腸・前立腺がん検診は既に含まれています。※充実コースには、胃・大腸・前立腺がん検診は既に含まれています。※充実コースには、胃・大腸・前立腺がん検診は既に含まれています。    

    ご不明な点は、どうぞお気軽に健診窓口にお問い合わせください。ご予約お待ちしております！ご不明な点は、どうぞお気軽に健診窓口にお問い合わせください。ご予約お待ちしております！ご不明な点は、どうぞお気軽に健診窓口にお問い合わせください。ご予約お待ちしております！ご不明な点は、どうぞお気軽に健診窓口にお問い合わせください。ご予約お待ちしております！    

                                                                                                        大生病院健診窓口大生病院健診窓口大生病院健診窓口大生病院健診窓口    電話電話電話電話    ０４０４０４０４----２９５７２９５７２９５７２９５７----１１４１１１４１１１４１１１４１    

 

 

看護の心をみんなの心に看護の心をみんなの心に看護の心をみんなの心に看護の心をみんなの心に    ～～～～ふれあい看護体験ふれあい看護体験ふれあい看護体験ふれあい看護体験 2018201820182018参加者募集！参加者募集！参加者募集！参加者募集！～～～～    

    

大生病院では、今年も『ふれあい看護体験』の参加者を募集しています。実際に働い

ているスタッフと一緒に、看護の仕事のやりがいと大切さを感じて頂けたら…と思いま

す。今年も多くの方のご参加をお待ちしています。             （熊☆）

日日日日    時：平成時：平成時：平成時：平成 30303030年年年年 7777月月月月 33330000日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～8888月月月月 3333日（金）の希望日日（金）の希望日日（金）の希望日日（金）の希望日    

場場場場    所：大生病院所：大生病院所：大生病院所：大生病院    

内内内内    容：看護介護体験・進路相談など容：看護介護体験・進路相談など容：看護介護体験・進路相談など容：看護介護体験・進路相談など    

対対対対    象：象：象：象：高校生以上高校生以上高校生以上高校生以上    

問合せ：大生病院看護部長問合せ：大生病院看護部長問合せ：大生病院看護部長問合せ：大生病院看護部長    細田和代細田和代細田和代細田和代    電話電話電話電話 04040404----2957295729572957----1141141141141111    

    

今年も季節がやってきました！今年も季節がやってきました！今年も季節がやってきました！今年も季節がやってきました！    ～尚寿のこいのぼり～～尚寿のこいのぼり～～尚寿のこいのぼり～～尚寿のこいのぼり～    

    

♪屋根よ～り、高～い こいの～ぼ～り～♬ 風にユ

ラユラと揺られる姿は、なんだか身も心も軽くなるよ

うな気になりますね。５月の風物詩となった尚寿のこ

いのぼりは、あさひ病院と大生病院、そして老健愛の

間を大小４０匹が優雅に泳いでいます。 

ところでこいのぼりは、鯉＋のぼりが合わさってで

きた言葉だと知っていましたか？生命力の強い鯉は立

身出世のシンボル。中国には「鯉が龍門（黄河上流の

滝が連なる激流の場所）を、流れに逆らって登りきり

天に昇って龍になった」と、登竜門という言葉の由来

になった有名な鯉の滝

登りのお話があります。

また、江戸時代に子供が生まれたら「家紋のついた幟

（のぼり）」を立ててお祝いする風習があったそうです。 

『生命力の強い鯉（子供）が、激流に逆らい河を上

り（困難に負けす前に進み）、龍になる（立派に成長す

る）』。 

中国の言い伝えと日本古来の風習。子供への愛情が

詰まった伝統ある行事は、これからも大切に後世に引

き継いでいってほしいとおもいます。    （なる） 
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大好評！仲間と一大好評！仲間と一大好評！仲間と一大好評！仲間と一緒にものづくりを楽しみませんか？緒にものづくりを楽しみませんか？緒にものづくりを楽しみませんか？緒にものづくりを楽しみませんか？    ～地域交流推進委員会主催～地域交流推進委員会主催～地域交流推進委員会主催～地域交流推進委員会主催    手芸教室～手芸教室～手芸教室～手芸教室～    

    

    今年度の地域交流推進委員会の活動第1弾、毎年好評を頂いている手芸教室を開催し

ます！今回は「紙すき」です。牛乳パックを使用して、手作りの絵はがきを作ります。 

 ご興味のある方は、近所のお仲間もお誘いして、お越しください。スタッフ一同、心

よりお待ちしております。                        （クロ） 

   日日日日    時：平成３０年６月９日（土曜日）午前９時～１１時時：平成３０年６月９日（土曜日）午前９時～１１時時：平成３０年６月９日（土曜日）午前９時～１１時時：平成３０年６月９日（土曜日）午前９時～１１時    

            場場場場    所：あさひ病院所：あさひ病院所：あさひ病院所：あさひ病院    1111階作業療法室階作業療法室階作業療法室階作業療法室    

            定定定定    員：３員：３員：３員：３０名（どなたでも参加可能です）０名（どなたでも参加可能です）０名（どなたでも参加可能です）０名（どなたでも参加可能です）    

            参加費：無料参加費：無料参加費：無料参加費：無料    

   ※申し込みは電話にてお願いいたします。電話０４-２９５７-１０１０ あさひ病院 担当：北田・吉田） 

        

よろしくお願い致します！よろしくお願い致します！よろしくお願い致します！よろしくお願い致します！    ～平成～平成～平成～平成３０３０３０３０年度年度年度年度    地域交流推進委員会・親睦会役員紹介～地域交流推進委員会・親睦会役員紹介～地域交流推進委員会・親睦会役員紹介～地域交流推進委員会・親睦会役員紹介～    

    

    今年度の地域交流推進委員会と親睦会の役員が決定しました。地域交流推進委員会は、文字通り

地域と尚寿会を結ぶ委員会で、多種多様なイベントを通じて尚寿会グループを知って頂くと共に、

地域のお手伝いをさせて頂く事で交流を推進する委員会です。また、親睦会は、尚寿会グループ職

員間の交流を深め、和を以って親睦を図ることにより、日々の仕事のモチベーションアップに繋が

るような企画運営を担っています。新役員の皆様、よろしくお願い致します。      （クロ） 

    

◎地域交流推進委員会◎地域交流推進委員会◎地域交流推進委員会◎地域交流推進委員会 

 委 員 長：吉 田 佳 祐（あさひ病院・ﾘﾊﾋﾞﾘ科） 

 副委員長：北 田 裕 幸（あさひ病院・庶務課） 

 委 員：鈴 木 優 香（大生病院・栄養科） 

 委 員：谷 合 大 樹（大生病院・介護科） 

 委 員：高 橋 知 洋（老健愛・通所） 

 委 員：米 倉 直 樹（老健愛・看護介護科） 

 委 員：小 林 知 宏（福寿の里・生活支援科） 

 

 今年は委員を一新し、１年目のフレッシュな委

員が多く在籍する中で活動を行っていきます。委

員長を務めさせて頂く私も慣れない環境下で戸惑

う部分もありますが、地域の皆様との交流を深め

ていけるような、様々なイベントを企画していき

たいと思います。 

 委員一同、心を込めて活動

を行っていきます。宜しくお

願いいたします。 

委員長 吉田佳祐 

    

◎第◎第◎第◎第４０４０４０４０期親睦会期親睦会期親睦会期親睦会 

 会 長：佐々木貴博（大生病院・ﾘﾊﾋﾞﾘ科） 

 副 会 長：小 俣 桂 一（あさひ病院・ﾃﾞｲｹｱ） 

 会 計：櫻 井 裕 子（老健愛・総務課） 

 広 報：栗 原  恵（あさひ病院・介護科） 

 広 報：遠 藤 智 恵（大生病院・ﾘﾊﾋﾞﾘ科） 

 広 報：森  亮 太（福寿の里・生活支援科） 

 広 報：関 口 真 純（大生病院・栄養科） 

 広 報：高 橋  唯（老健愛・看護介護科） 

 

 本年度、親睦会の会長を務めさせて頂きます大生リ

ハビリ科佐々木です。今年１年、他の委員と共に親睦

会の企画・運営に務めさせて頂きますので、皆様のご

協力をお願いいたします。 

今年から、新しい仲間として福寿の里のスタッフも親

睦会に加わって頂いています。親睦会は今年で第 40

期という節目の年でもあります。時代・時勢にあった

活動を行い、尚寿会ならびに尚栄会の更なる発展に寄

与できればと思います。 

第40期親睦会会長 佐々木貴博 

 

★★★★ご理解ご理解ご理解ご理解のほどのほどのほどのほど    宜しく宜しく宜しく宜しくお願いいたしますお願いいたしますお願いいたしますお願いいたします★★★★    

 ４月より、実施された診療報酬・介護報酬の同時改定により、患者様やご利用者様の窓

口負担金に変更が生じる場合がございますが、何卒ご理解とご承諾をお願いいたします。 

ご不明な点は、各施設の受付窓口へお尋ねください。           （なる） 
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蜃蜃蜃蜃    気気気気    楼楼楼楼    ～～～～息子息子息子息子達から学達から学達から学達から学ぶぶぶぶ～～～～    

現在、私には高校１年生と小学６年生になるヤンチャな息子達がいる。その息子達から多くの事を学び、子を

持つ親として人間的にも育ててもらっている。一緒に過ごす時間は多くはないが、学校生活や友達の話を聞きな

がら忘れてしまっていた知識や感情を思い出し、それと同時に息子達の純粋に頑張る姿に元気をもらう。そんな

子供達の姿を見て、幼少期の自分と重ね合わせる親は多いのではないだろうか。 

私には兄二人、姉一人がいる。二つ違いの次兄とは常に生活を共にしてきた。学校へ行く時も友達と遊ぶ時も

いつも一緒。学生時代ほとんどの時間を費やした野球も兄に憧れて始めた。今、息子達を見ていると、その時の

思い出が沸々と蘇ってくる。私を思いやり守ってくれる兄。兄に憧れ背中を追う私。当時は当たり前だと思って

いた兄弟関係だが、人への思いやりや関わり方を一番近くにいる家族から学んでいたのだと気付かされる。 

成長過程にある息子達。見ていると私を社会人として送り出してくれた両親への感謝と尊敬の気持ちも大きく

なる。いずれ我が子も家庭を持ち、同じ様に感じてくれる時がある

ことを望み、私も一緒に学んでいこう。 

 

誉めてあげれば、子供は明るい子に育つ 

認めてあげれば、子供は自分が好きになる 

見つめてあげれば、子供は頑張り屋さんになる 

分かち合う事を教えれば、子供は思いやりを学ぶ    この言葉の意味を学ばせてくれる息子達に感謝！ 

大生水野クリニック 副院長 歯科医師 石畝 亘 

 

    

２０２５年問題２０２５年問題２０２５年問題２０２５年問題    ～～～～介護を考えるⅡ介護を考えるⅡ介護を考えるⅡ介護を考えるⅡ～～～～    

    

介護士不足等々による介護の現場では、介護士にか

かる大きな負担が問題となっています。そんな状況の

中、負担軽減について国が動き始めました。 

第一段階として“ペーパーワーク”の半減を２０２

０年初頭までに実現することを目標としています。紙

から電子データへの置き換えを推進し、報告文書の無

駄や重複を排除することで、文書量を全体の半分にす

る方向です。これは、現場でサービスを提供している

介護士の働く環境の改善を図る

ことで、人手不足の解消に近づ

けることや、サービスの質の向

上につなげて行くことに期待を

集めているとのことです。もち

ろん、日々煩雑な事務処理に追われている事務方も“半

減”の対象となっています。 

それと並行して、ITCやロボットを積極的に活用し

て、サービスの効率化や

生産性の向上を推し進め

ていくこと、ケアプラン

の作成を補助する人工知

能（AI）の実用化の後押しをすることも、国の施策に

含まれています。介護業務は、大きく分けると利用者

（患者）様に直接関係する業務と、間接的に関係する

業務とで成り立っています。“ペーパーワーク”は後者

に当たる業務で、これ以外にも多数の業務が存在して

いて、サービスの質の向上に繋げられていないのが現

状です。 

国が環境の改善に動き始めても、現場がそれに応え

なければ何も変わりません。変化の必要性が求められ

ている介護の現場で、今、何が足りなくて何が無駄な

のか、業務のすみ分けを改めて問いかけてはいかがで

しょうか。                （茶木） 

★３月１日にオープンした特別養護老人ホーム福寿の里、ただいま入居者様５０名。IT化による業務の効率化を

図り、より多くの時間を入居者様のお近くにいられるように取り組んでいます。まだまだですが、最優先は入居

者様の安心安全！理想を持って職員一同頑張っています！いっしょに働いてくれるスタッフ大募集中で～す！★ 

 

☆☆☆☆筍流し筍流し筍流し筍流し号号号号☆☆☆☆たけのこながしたけのこながしたけのこながしたけのこながし号号号号 筍が美味しい季節ですね。筍流しとは、筍の生える頃に吹き渡る

南風の事。「流し」とは雨の気配を含んだ南風を表すそうです。四季が楽しめる日本でも、このとこ

ろの季節感には少し違和感を覚えますが、旬のものを口にする楽しみはやっぱり格別です。  （歩） 


