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高原会　本部から
■教育研修部室・実習室・他
▼平成28年8月11日
　高原会健康福祉祭：
　認知症予防「脳育」担当

▼平成28年8月17日、18日
　新入職者研修
▼平成28年8月16日～30日
　山梨県立大学人間福祉大学
　：学生実習

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原403-1
TEL055-280-1711　
センター長　立川信

七夕の日にみんなでお願
いごとをつるしました。
色んなお願い事がありみ
んなで読んだり楽しみま
した。笹の葉に約50名の
願い事が飾られました。

荊沢介護事業所 櫛形小笠原・白根介護支援センター 甲府魚町介護支援センター

櫛形小笠原・白根介護支援センター 富士川介護支援センター 富士見介護支援センター

◆小笠原予防センターにて◆

小笠原予防センターで、出
会ったお二人ですが、とても
仲良くなったので、スタッフ
に「写真撮って＾＾」という
ことで、仲良くパシャリ＾＾
今後も楽しく健康維持に努め
ましょう＾＾

◆小笠原介護支援センターご紹介◆
平成27年4月より通所型サービスＡ
事業を提供開始しております。
担当には、保健師兼看護師・歯科衛
生士・作業療法士を配置し、体力測
定やカラオケ・運動など皆さんの自
立支援に関わっています。是非一度
お問合せください。 　　　　運営施設

●一般デイサービス
●認知症対応型デイサービス
●南アルプス市総合事業
●高原会トレーニングクラブ
●職員向け託児所
●障害者相談支援事業所

◆デイサービスやわらぎにて◆

本格的な笹の葉を用意し
七夕の飾りつけをみんな
でしましたよ̂ ^
七夕の日に向け、飾りも
利用者さんと職員が一緒
に作ったんですよ～^ ＾
短冊には、利用者さんの
願い事を書いてもらいま
した^ ＾

◆ショートステイ富士見にて◆

今月のイベントは絵画大
会です。職員のお母さん
が講師として指導し、皆
さんと一緒に楽しく絵を
描くことが出来ました。
普段なかなか絵を描く機

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原1107-3　
TEL055-298-6911　
センター長　統括本部長　飯久保　貴（兼任）

平成25年にオープンの高原会では
一番新しい施設です。利用者さん
一人ひとりの想いを理解できるよう
スタッフが利用者さんとじっくり向
き合い笑顔を絶やさず関わる事を大
切にしています。

　　　　運営施設
●ショートステイ
●地域密着型デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

いしく頂きました。
やはり自分たちで作る
ご飯はとてもおいしい
です!!。
これから益々暑くなっ
ていきます。カレーを
食べてこの夏も元気に
乗り越えましょう＾＾

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

〒400-0503　
山梨県南巨摩郡富士川町天神中条64-1
TEL0556-20-7511　
センター長　大久保　健（こでまり内）

当センターは、古民家を利用した
デイサービスをはじめ、サービス
付き高齢者向け住宅、小規模多機
能型居宅介護施設他、複数の介護
施設が融合した総合介護支援セン
ターです。

　　　　運営施設
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

〒400-0032　
山梨県甲府市中央2-12-6　2F　

TEL055-236-2611　
センター長　向山直樹

通っても、泊まってもご自宅への訪
問も、いつでも顔なじみの職員が対
応させて頂く事が出来る為、安心し
て相談していただけます。また家庭
的な雰囲気の中で個別に家事訓練や
機能訓練などを行う事が出来るのが
特徴です。

甲府七夕祭りに行ってき
ましたよー♪屋台で買い
物したり、地域の皆様と
交流してきました。事業
所でも七夕祭りをおこな
い短冊に願いを込めまし
た。願いがかないますよ
うに(^o^)

◆甲府魚町介護支援センターご紹介◆

◆小規模多機能甲府魚町にて◆

〒400-0422　
山梨県南アルプス市荊沢277-1（他）

TEL055-280-3622（他）

所長　太田孝彦

当事業所は高原病院に隣接しており
複数の介護施設を含めた総合介護事
業所です。高原病院と隣接という最
大の利点を生かし、医療と介護の連
携を最大限に発揮できるのが強みで
す。

◆荊沢介護事業所ご紹介◆

　運営施設
●一般デイサービス
●認知症対応型デイサービス
●訪問介護事業所

（6月より甲西・若草介護支援事業所）
●サービス付き高齢者向け住宅
●ショートステイ

ゆとり、7月のイベント
は七夕です。一週間前
より笹に皆で飾りつけを
行い、綺麗な七夕飾りが
出来ました。　
短冊には「健康でいられ
ますように」や「バナナ
が食べたい」などそれぞ

〒400-0211　
山梨県南アルプス市上今諏訪437-1-1F　
TEL055-280-8861　
センター長　立川　信（兼任）

各部門のスタッフが、最高の笑顔の為
に頑張っているのが特徴です。土曜日、
日曜日も通常通りご利用いただけます。
介護、看護、機能訓練、調理、送迎等、
各専門性の高いスタッフのチームワー
クで今日も楽しい一日をお届けします。

　　　　　運営施設
　　●一般デイサービス

(施設名に有ります様に、温泉が
ご利用頂けます。是非一度お立
ち寄りください）

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆
嬉しい事で、とても励
みになるんです^^
おやつ作りや、紫陽花
寺にお出かけしたりも
しましたよ^^
来月もまた、楽しく元
気に過ごしましょうね
^^

◆デイサービスもみじにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

デイサービス今諏訪温泉
では7月もたくさんのイ
ベントが有りました。
恒例の今諏訪競技会では
見てください、この笑顔
^^
楽しく過ごして頂く事が
スタッフにとって何より

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

◆富士川介護支援センターご紹介◆ ◆富士見介護支援センターご紹介◆

今日は恒例の外食イベン
トです。「富士アイス」
さんに行きました。ラー
メンや冷やし中華などを
お腹一杯になるまで笑顔
で食べましたね～(# .̂̂ #)
次はどこに行きましょう
かね～♪

7月7日、8日に事業所毎に七夕行事食
を提供しました。
彩り綺麗な海老や卵、オクラを素麺に
トッピングし、主菜は星形コロッケで
す。利用者さんも、料理を目の前にし
た瞬間『うわ～！！かわいいね～☆』
などと思わず声をだし喜んでくれたの
が印象的でした。
連日暑い日が続き、疲れやすく食欲も
低下しがちになります。
砂糖を多く含む飲料やア
イス等の食べすぎはきち
んとした量の食事を採れ
なくなり夏バテの原因に
つながりますので注意し
て下さい☆☆（輿石）

◆小規模多機能甲府魚町にて◆◆デイサービスもみじにて◆

　

■小笠原介護福祉プラザより
▼平成28年8月11日（山の日祝日）
　12：00～15：00
第1回　高原会健康福祉祭り
　　　　　　　　　　　～in小笠原～
介護に関する総合フェアを開催します。

■就職ガイダンス・面接会参加一覧
▼8月2日　ハローワーク甲府
　8月3日　ベルクラシック甲府
　8月8日　健康福祉大学
　8月12日 アピオ甲府
　

れにお願い事を書きまし
た。
当日は、皆さんのお願い
が空へ届くよう、元気よ
く歌をうたいました。　
皆さんいつまでもお元気
で、たくさん笑顔を見せ
て下さい＾＾

　　　　運営施設
●小規模多機能

今日は、利用者さんと
一緒に作るカレーの日
です^^
野菜の皮をむく方・切
る担当それぞれ出来る
ことをお手伝いいただ
き、お昼にみんなでお

ショートステイ：体操風景

◆小笠原◆

◆白根◆

教育研修部より

写真3：新入職者研修（座学）

写真2：やさしい手甲府での講義風景

写真4：新入職者研修の模様（実技）

写真1：褥瘡研修会

▼昨年から継続して「褥瘡の評
価・皮膚管理」をテーマに山梨大
学附属病院皮膚・排泄ケア認定看
護師の金丸明美氏を講師に招き、
当会の職員を対象に①褥瘡状態評
価スケール（DESIGN－Rとは）②
事例検討、③看護計画立案につい
て学びました。当法人の事例も含
めながら、具体的な評価スケール
を使っての評価と看護計画立案ま
でを学びました。受講者からの多
くの質問に対し、講師の先生が丁
寧に助言をしてくださりとても有
意義な研修でした。（写真1）
▼やさしい手甲府南アルプス事業
所の勉強会に講師として2名が参
加しました。「精神障害者につい
て、特に統合失調症を中心に」し

　　　　た内容でした。
　　　　専門職としての
　　　　関わり方につい
て理解を深めました。

新入職者研修を今月も実
施しました。座学と実技
の基本を確認しました。
（写真3、写真4）

医食同源（高原会栄養課より） 福祉用具展示場より

8月11日に行われる福祉祭りに併せ、
福祉用具展示場が展示用具数と内容
を大幅にパワーアップします。
杖、歩行器、車いす、ベッドや手す
り、入浴関連機器も展示いたします。
パンフレットで見るだけでなく、実
際に触って体験できる展示場です。
是非、お立ち寄りください。

会がないので、皆様の新たな一面を見ることが出来ました
＾^ ｖ

医療法人高原会では「『健康寿命』の延長と『その人
らしさ』を大切にした介護サービスの提供を更に推進
して行くこと」を企業目標としております。
さて、この度、より多くの地域の皆様と、今後は密接
な連携が非常に重要となる行政関係の皆様に向けて、
高原会の医療・介護における取組を知って頂くため、
第1回『健康福祉祭り』を開催いたします。
当日は、当会理事長兼高原病院院長　高原仁による
「認知症の正しい知識と予防と対応策」について、
長年の認知症治療の実績をもとに講演会を行います。
その他、個別相談・体験コース等盛り沢山の内容で皆
様をお迎えしますので、ご近所お誘いの上、多くの皆
様の御来場をお待ちしております。

高原会健康福祉祭り　のご案内

関係者各位
平成28年7月吉日

医療法人社団　高原会
理事長　高原　仁

法人統括本部　統括本部長　飯久保　貴
（公印省略）

第1回　高原会『健康福祉祭り』開催の御案内

拝啓
盛夏の候、皆様ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は医療法人社団高原会に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記の通り、高原会小笠原総合福祉プラザにおいて、健康や福祉に興味のある一般の方、ま
た医療介護福祉事業従事者を対象に、高齢者の方々が地域で活き活きと安心安楽の生活を送って頂く
ため、健康福祉相談や育脳、また介護予防運動等専門スタッフがコーディネートした『健康福祉祭』
を開催致します。
当日は当会高原病院院長の「認知症について」の講演会も予定しております。『健康福祉』について
体験や学ぶ事が出来る良い機会になるかと思います。尚当日御参加頂いた方に、数に限りはあります
がオリジナル健康タオルや焼たての今川焼き、かき氷等プレゼントさせて頂きますので万障お繰り合
わせの上、御参加頂きますよう宜しくお願い致します。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－記－

１、開催日時　　　　平成28年8月11日（木）　山の日（祝日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12:00～15:00（受付11:30～）

２、開催場所　　　　医療法人社団高原会『小笠原総合福祉プラザ』（南アルプス市役所東側）
　　　　　　　　　　　　南アルプス市小笠原403-1　　電話：055-280-1711
　　　　　　　　　　　　  担当：立川・功刀
　　　　　　　　　　※駐車場は、南アルプス市役所又はブライダルホール魚覚駐車場を御利用下さい。

３、対象者　　　　　健康や福祉に興味のある一般の方、医療介護福祉事業従事者

４、参加費　　　　　無料（御参加頂いた方にオリジナル健康タオル、今川焼き、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かき氷他プレゼント（数量限定））

５、開催内容　　　　健康福祉相談、脳育、介護予防運動、介護サービスの疑似体験
　　　　　　　　　　　　　　　　高原病院院長による認知症について講演会（14:30～15:00）等々
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


