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高原会　本部から
■教育研修部室・実習室・他
▼11月22日24日
：新入職員研修

▼事業所勉強会：
甲府魚町・小笠原総合福祉プラザ
ショートステイ富士見・
デイサービスこでまりにて実施予定

〒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

10月は毎年恒例の小笠
原大運動会を行いまし
た。
2チーム（赤・白）に分
かれての対抗戦です。
玉入れや玉送りゲーム
など白熱した戦いとな
りました。

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◆

競技の一つ、パン食い競
争では、パンがなかなか
取れず悪戦苦闘しながら
も、笑いが絶えない運動
会でしたよ＾＾
結果発表では両チームの
引き分けとなり万歳で締
めくくりました＾＾

◆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◆

敬老会時の集合写真で
す。敬老の日よりだい
ぶ遅くなってしまい
月末に行いました。笑
顔と元気が一番ですね
^^一人一人に感謝状を
贈らせて頂きました。

◆ショートステイ富士見にて◆

甲斐清和高校音楽科のみ
なさんによるフルート、
サックス、電子ピアノな
ど演奏付きで童謡や昭和
の懐メロをみんなで楽し
く歌いました。

〒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

つもより気持ちよかっ
たよ～と、喜んでいた
だきました。今からだ
んだん寒くなり外に出
にくい季節となってい
きます。天候を見なが
ら今後も皆さんと元気
よくと外気浴を行いた
いと思います。

◆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。

暖かい物が食べたいとの
要望からすいとんを一緒
に作りました。機能訓練
を兼ねて材料を切る事か
ら全て手伝っていただき
「自分達で作ったので特
別おいしいよー」と格別
の笑顔です(#^.^#)

◆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

デイサービスゆとりで
は、少人数ではありま
すが、赤チーム・白チ
ーム各５名に分かれて
『ミニ運動会』を開催
しました！ 万国旗は事
前に皆で作成したんで
すよ～^^

〒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◆
りました。パンくい競争
では盛り上がり笑いが絶
えませんでした。
10/6には「どじょっこク
ラブ」の方々に来ていた
だき、本格的などじょう
すくいを披露してもらい
ました。こちらも大いに
楽しみました＾＾

◆デイサービスゆとりにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

10月は毎年恒例のいま
すわ大運動会とどじょ
うすくい掬いを行いま
した。
2チーム（龍・虎）に
分かれての対抗戦です。
玉入れや落ち葉ゲーム
など白熱した戦いとな

◆デイサービスこでまりにて◆

◆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◆

利用者さんは土いじりが
好きな方が多く、花や野
菜を定期的に植えます。
今月は二十日大根の種ま
きをしましたよー。収穫
が楽しみです。数日で葉
が出てきたのでさっそく
すいとんの食材に使いま
した♪

◆小規模多機能甲府魚町にて◆◆デイサービスゆとりにて◆

　

■就職ガイダンス・面接会参加一覧
▼11月07日　ハローワーク主催
　　　　　　　やまなし・就職フェア
　11月09日　ハローワーク主催
　　　　　　　介護就職デイ
■ハイランド通信のバックナンバーを
公式HPにて公開しています。
http://www.takahara-hp.or.jp/　　　　　

　　　　　　　　　　download.html

スタッフの補助もあり、
「玉入れ」「綱引き」
「玉渡し」を軽快な音楽
にのせて♪行いました。
また、最後のパン食い競
争では、全利用者さんが
手を使わずに、パンを口
だけでとる事に成功しま
した!(^^)!

　　　　運営施設
●小規模多機能

今日は、外気浴を兼ね
外で体操を行いました。
当日は暑くも寒くも無
く外に出ていて、とて
も気持ちのいい日でし
た。皆様も"久しぶり
に外に出て体操してい

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2：講義の模様

▼１０月４日に、南アルプス市社会福祉協議会主
催による、ボランティアフォローアップ研修の講
師として招聘されました。
現在、認知症予防に効果が大きいとして大いに注
目されてきている有酸素運動を基盤とするコグニ
サイズについて、参加者とともに楽しみながら研
修を行いました。
南アルプス市地域住民の皆さんとの交流を深める
ことができたことも、大きな収穫でした。
▼１０月２６日・２７日に、高原会へ新しく加
わった新入職者の研修を行います。高原会の経営
理念・使命・価値基準を飯久保統括本部長より講
義していただきます。福祉・介護の専門性を発揮
するために必要な知識と技術について学びます。
また、各事業所において実施している勉強会で
は、高齢者の排泄全般について学び、排泄へのス
キル向上を図っています。

★今月のHotShot!★
編集担当がおぉ！と
思った写真を小さいな
がらも掲載します。

福祉用具相談室より

どんな用具でも、いつかは劣化して、
不調をきたすことがあります。福祉
用具は、なければ、移動が出来なく
なってしまう事も有るなど、身体の
一部と言っても過言ではありません。
如何に、安全に使い続けて頂くか？
が非常に重要だと考えます。
今回は、工場まで赴き、さらに細か
い点検・修理について指導を受け、
ブレーキ・ワイヤー・タ
イヤの点検等が今まで以
上に素早く正確に出来る
ようになりました。
ご相談に素早く対応して
ゆきます（石川・浅川）

知事・副知事・県福祉保健部・山梨県民間病院協会との懇談会

　　⾼原会︓職員　積極採⽤中
　　　　　　　　〜就職⾯接会の模様〜

朝晩の冷え込みもより一層増し落ち葉も目立つようになりすっかり秋になり
ましたね。
これからの時期は、体を温める野菜等を取
り入れた献立を増やし患者さん利用者さん
の風邪対策にもサポートをしていきます☆
高原会では10/14(金)にハロウィンにちな
んだ行事食としてオムライスや、南瓜コロ
ッケ等を提供しました。ある患者さんに呼
び止められ「ほら～全部食べれたんだよ！
見て欲しくて^O^！栄養士さんを呼んだだ
よ！美味しかった～」と、いつも食べきれ
ないことが多い患者さんも残さずに食べら
れたことが御自身でもとても嬉しかったで
す。これからも皆さんに喜んで頂ける給食
作りに取り組むぞ！と再確認できた気がし
ます☆(輿石）

開始を待つ各ブースの模様

医食同源（高原会栄養課より） お昼は特注のお弁当を美味しくいただき、そして、長
寿の方々に感謝状をお贈りしました。

写真1：主催者挨拶

10月20日にアーバンビラ　古名屋ホテルにおいて後藤知
事、山下副知事、県福祉保健部幹部の皆さんと、当会高原
理事長が専務理事を務める民間病院協会が主催する懇談会
が開催されました。
会では、「地域医療構想の現況について」県福祉保健部よ
り、詳しく説明して頂きました。今後「団塊の世代」が7
5歳以上になる2025年問題に対し、現在の限られた医療及
び介護資源を有効に活用して必要なサービスを確保するた
め、医療法が一部改正され、県は地域医療構想を策定しま
した。患者さんの状態に応じた適切な医療を地域において
効果的かつ効率的に提供する体制の整備に向け、病院及び
有床診療所における一般病床及び療養病床についてその必
要病床と必要量を定めることになりました。
全体的には全県の病床数を2025年までに減少させ、特に
急性期病床と慢性期病床を回復期に移行させていく旨や、
在宅医療の充実も急務な課題として挙げられ今後の整備が
急がれます。
そんな中、高原会も訪問看護や訪問診療サービスを今後更
に拡充して地域医療の安定に寄与していくことをお約束し

ました。
後藤知事からは、県としても効率的な地
域医療サービスの確立に向けて最大限の
取組をしていることが発表されました。
当会の高原理事長も後藤知事と直接地域
医療構想他について積極的に意見を交わ
し充実した懇親会となりました。（飯久保）

10月19日（水）に南アルプス市桃源文化会館において
「2016南アルプス市企業ガイダンス」
10月20日（木）に甲府市総合市民会館において
「平成28年度甲府市就職応援合同企業説明会」参加し
て参りました。
当会ブースには来春卒業予定の大学生・専門学校生が
数名訪れてくれました。前向きに説明を聞いて頂き、
見学の日程も決まりました。高原会の良いところ、雰
囲気、改善しなければいけないところも全てを感じ取
って来春入職して頂ければ嬉しいですね!!!
これからも高原会は「まじめ」で「やる気」のある職
員を様々なライフスタイルに適合した形で、積極的に
採用してまいります。地域の福祉を守り、地域のため、
困った人のためになりたい方、「仕事に感謝・成果に
感激・笑顔に感動」を共有できる方、高原会の門戸は
いつでも開いております。随時応募を受け付けていま
す。扉を叩いてみて下さい。新しい世界があなたを待
っています。
お問合せは総務・管理部
総務担当まで
TEL　055-280-3511
（月～金：
　　　8：30～17：30）

大きな会場です。（甲府市総合市民会館）


