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新年開けましておめでとうございます。
昨年を振り返りますと、１月にケアビレッジとさ（有料老
人ホーム：特定施設とデイサービス）を開設し、朝倉で一昨
年オープンしましたグループホームと小規模多機能ホームに
隣接して、７月にサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
、訪
問ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所、朝倉医療ク
リニックを開設致しました。
今年は、高知市鴨部に
住宅

低価格のサービス付き高齢者向け

シニアパンション高知・鴨部を開設致します。先日内覧会を開催しましたが、皆さんの関

心は高く約 500 名の方に見学においでて頂き、内覧会の日だけで 50 名以上の方々の入居応募を
頂きました。このサ高住を運営しているのは、NPO 法人ラ・シャリテで、本拠地は青森にあり、
東北、北海道を中心に約 70 施設の低価格のサ高住を運営しております。３年前から高知に低価格
の高齢者施設を作りたいとの思いから、 関連会社で NPO 法人ラ・シャリテ中四国支部の管理運
営を行っています。
私どもが高齢者施設の開設を急ぐ理由は超高齢化が急速に進行し要介護の高齢者の増加や医療
財源の問題から長期入院が困難となっています。その受け皿としての介護施設の整備が必要となっ
ているからです。
介護施設は高級な施設のニーズもありますが、低価格の施設のニーズが非常に高くなっていま
す。このように、費用も大切ですが、医療や介護分野で一番大切なものは、医療・介護の質であ
ることは言うまでもありません。私たち、みずほ会グループでは、各種研修などを通じて介護の
質の向上に力を入れております。利用者さんや患者さんにより良いケアや医療サービスの提供を
通して、皆さんから評価され、みずほ会グループの全職員が幸せとなるサイクルを構築していき
たいと思っています。
医療面では、今までどおり生活習慣病と言われる高血圧、糖尿病、高脂血症、骨粗しょう症な
どの治療（予防）や癌の早期診断や治療に力を入れており、かかりつけ医として皆様のお役たて
ればと考えています。また、介護と連携して在宅医療分野でも貢献してまいりたいと考えています。
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各施設からごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。日頃より、地域

小規模多機能ホームあさくらでは、
「通い」「訪問」
「宿泊」

の皆様、関係者の皆さまには、ケアビレッジあさくらに、
一方ならぬご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ケアビレッジあさくらも開設後早くも２年目を迎
え、高齢者向け住宅では開設約半年になりました。

のサービスを要介護者やご家族のライフスタイルにサービ
ス形態を合わせ、必要なタイミングで必要なサービスの提
供を行います。通いサービスを基本に、朝から夕方まで滞

高知市内の新事業所として、今年も御利用者様に喜んで

在するのではなく、入浴・食事だけといったほんの数時間

いただけるよう、職員一同気を引き締め、「成せばなる！」

の利用という使い方もでき、仲間づくり・生きがいづくり

の精神をもって「あさくらを利用して良かった、住んで良

の場として地域交流、外食、外出も行っています。

かった」といわれる事業所作りに、職員と共に一年間、精

今年は、現場力の向上に取り組み、御利用されている皆様

一杯努力していこうと思っております

のお役にたてるよう頑張りたいと思います。

今年もケアビレッジあさくらをよろしくお願い致します。
小規模多機能ホーム
ヘルパーステーションケアビレッジ

大崎洋一

岡内雅子
新年明けましておめでとうございます。昨年は格別の御
新年明けましておめでとうございます。昨年の秋祭りに

厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も、ケアビレッジすさき

は、多くの地域の皆さまにお越しいただき大変感謝してお

通所リハビリテーション

職員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がけていく所

ります。
デイサービスケアビレッジとさ職員一同、御利用者様が、

存です。リハビリを軸とし理学療法士・作業療法士など、様々

いつまでも自宅で元気に生活できるように、利用者様また、

な専門的角度から、利用者様の在宅生活をサポートさせて

ご家族の気持ちに寄り添い、生活に見合った運動や楽しい

頂きます。

レクリエーションを提供していきます。本年もどうぞよろ

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、本年もどうぞ

しくお願い致します。

宜しくお願い申し上げます

デイサービスケアビレッジとさ

通所リハビリテーション

土居内綾

支援相談員

入海

泰
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サービス付き高齢者向け住宅
ケ ア ビ レ ッ ジ あ さ く ら
ヘルパーステーションケアビレッジ
居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくら 併設

平成 25 年 7 月に、サービス付き高齢者向け住宅ケアビレ

入居者募集中

ジあさくらがグループホームあさくら・小規模多機能ホー

お問い合わせ先

ムあさくらの南側に完成致しました。

TEL 088-856-6006

サービス付き高齢者向け住宅とは・・・
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で定められた制度で、住宅の設計や構造に関する基
準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準についてそれぞれ一定の要件を満たして、都道府県などの自治体に
登録された住宅です。
ケアビレッジあさくらは診療所を併設したサービス付き高齢者向け住宅です。高知市朝倉北部の米田地区に立地しており、高知自
動車道のいの IC が近くにあるため、遠方からのアスセスも便利です。
ケアビレッジあさくらでは入居者様が安心して暮らせるように、24 時間 365 日スタッフが常駐します。夜間・緊急時対応は勿論、
来訪者受付や郵便物等の受け取り、そのほかタクシー、理美容等の代理オーダーシステムなど介護保険適用外のサービスも充実し
ています。

安心な医療・介護体制
朝倉医療クリニック、ヘルパーステーションを併設しており、健康に不安を抱えがちな高齢者の方々にとって、安心して暮ら
すことができる住宅となっています。

状況把握・生活相談サービス
入居者の安否確認を行うとともに、入居者の心身の状況に応じて医療・介護等必要なサービスへつなげていきます。

バリアフリーの個室
全室個室で一部屋あたりの専有面積は 18.31 〜 18.93㎡・居室総数 43 室です。車椅子のままでも使用できる洗面化粧台、手
摺を完備したトイレ、収納、エアコン、緊急通報装置、スプリンクラーを設置しています。

食堂談話室などの共用施設
皆と一緒にいただく食事、会話や趣味の場として利用できる食堂談話室や車椅子対応エレベーター、共同でお使いい
ただける無料洗濯機、乾燥機を装備しています。

食事の提供
栄養士がたてた献立に基づいて、専門スタッフが調理したお食事を食堂にてご提供させて頂きます。

入所対象者
1. 単身高齢者世帯
2. 高齢者＋同居人（配偶者 /60 歳以上の親族 / 要介護・要支援認定を受けている 60 歳未満の親族 / 特別な理由により同居させる
必要があると知事等が認める者）

入居料金

※入居時に敷金として家賃 1 ヶ月分（65,000 円）が必要になります。
※居室の電気代は使用料に応じて別途頂きます。

家賃

共益費

食費

65,000 円

35,000 円

37,800 円

賃貸住宅向け総合保険（２年間で１万円）に加入していただきま
す。
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所在地 / 〒 780-8063
高知県高知市朝倉丙５３４−１

訪問介護とは・・・

TEL 088-856-6005

訪問介護とは、ホームヘルパーが要介護や要支援の方のご自宅を訪問し、自立

FAX 088-856-6004

した日常サービスを送れるように支援するサービスです。

８月１５日より、サービス付き高齢者向け住宅ケアビレッジあさくらに併設される
ヘルパーステーションケアビレッジが開設致しました。
みずほ会においては、新規事業であり、緊張しつつ開設準備を行っているところです。

管理者
岡内雅子

同時に朝倉医療クリニックも同建物内に引っ越しとなり、地域の在宅支援としては非常に
有効な「医療との連携」が強みとして、運営できると確信しています。
既存の小規模多機能ホームあさくら、グループホームあさくらと協力し、高知市西部地域
に “ Ｅｖｅｒｙｄａｙ

ｓｍｉｌｅ

〜ｆｏｒ

ｙｏｕ ” を合言葉に、笑顔と活気のある

福祉村を確立できるよう、微力ながら取り組んでいきたいと思っております。

訪問介護での主なサービス内容
どうぞお気軽に介護を受けられる方のお身
どうぞお気軽に介護を受けられる方のお身体の状態や生活上のご希望などを私どもにお話下さい。ケアマネージャーがおひとり
おひとりの様々な状況に合わせたケアプランを作成し、最もふさわしい介護をご紹介致します。
また、介護認定を受けられていない方の介護認定手続きの代行も行なっていますのでお気軽にご相談下さい。

サービスを受けるにあたって
■身体介護
食事・入浴・排泄のお世話、着替えをする際のお手伝い、通院や買い物の介助などのサービスを提供します。
■生活支援
食事の準備や調理、住居の掃除や洗濯、生活必需品等の買い物など日常生活上の家事の援助を行います。

居宅介護支援事業所 ケアビレッジあさくら
居宅介護支援事業所とは・・・
居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービス や特例居宅介護サービス

所在地 / 〒 780-8063
高知県高知市朝倉丙５３４−１
TEL 088-856-6005
FAX 088-856-6004

などの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の
計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。

平成２５年８月１５日に開設しました。
居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくらでは、住み慣れた地域でその人らしい生活がで
きるようお手伝いいたします。
不安なことや分からないことがあればいつでもご相談ください。

池内優子

医療法人みずほ会

朝倉医療クリニック

朝倉医療クリニック

サービス付き高齢者向け住宅ケアビレッジあさくらの
１F に併設する形で 8 月 2 日に移転開設いたしました。

お問い合わせ先
TEL 088-856-6001

院長のご紹介
須崎市出身
昭和 61 年

徳島大学医学部医学科

卒業

略歴
徳島大学医学部附属病院第三内科 ( 現

呼吸器膠原病内科 )

高知市民病院呼吸器科
高知県総合保健協会

健診部長

島津クリニック比島

院長

厚生年金高知リハビリテーション病院

中平

透析部長

誠一郎

朝倉医療クリニック開院しました。
この度、朝倉医療クリニックが開院し私が院長を拝命することとなりました。須崎医療クリニックでの
１年間は、高橋先生以下多くの職員の方たちに支えられ微力ながら須崎の地域医療のお手伝いができ、ま
た在宅医療の基本を学ばせていただき大変有意義な１年間でした。
今後も須崎医療クリニックやその他の施設と緊密に連携をとりながら週１回程度は須崎での診療を続け、
また透析の診療も行っていく予定です。
朝倉医療クリニックはまだまだ出来たての小さな所帯ですが、みずほ会の理念を大切にし、朝倉地区の
地域医療のために貢献していきたいと思います。

朝倉医療クリニック診療日のご案内

午前

９:００〜１２:３０

午後

１４:００〜１７:３０

月

火

○

○

○

水

○
10:00 〜
診療開始

○

○

木

金

土

休診

○

第１週 3 週
のみ診療

○

休診

休診

院長

日

中平 誠一郎（なかひら せいいちろう）

診療科目

休診

内科・呼吸器内科・消化器内科・
循環器内科

午前 9：00 〜 12：30 午後 14：00 〜 17：30（水曜日のみ 10:00 より診療開始）
休診：土曜日午後・日曜日・祝祭日、土曜日（第 1 週 /3 週以外休診）
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小規模多機能ホームあさくら

所在地 / 〒 780-8063
高知県高知市朝倉丙５３３−１

小規模多機能ホームとは・・・

TEL 088-856-8032

介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することがで

FAX 088-856-8033

きるように、利用者の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」
の３サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。
8 月に小規模多機能ホームあさくらが開設しています。通いを中心に泊まり、訪
問介護のサービスを組み合わせて在宅生活を支援していきます。スタッフは男性
５名女性６名の１１名ではりきってます。地域の方に信頼と安心をしていただき、

管理者
大崎洋一

利用者の方には「楽しい、又来たい」と思っていただけるような施設を目指して
スタッフと共にがんばります。

NPO（特定非営利活動法人）ラ・シャリテが運営する

シニアパンション高知・鴨部

おおむね 60 歳以上の方、または要介護認定もしくは要支援認定を受けられた方を対象とした、低家賃のワンルームマンション
「シニアパンション高知・鴨部」が完成し、2013 年 12 月 13 日（金）~16 日（月）の 4 日間で完成見学会を開催しました。お
かげさまで大変多くの方々にご来場いただき、大盛況の見学会となりました。
「シニアパンション」は NPO 法人ラ・シャリテが
運営するサービス付き高齢者向け住宅で東北、北海道を中心に 70 か所以上開設されています。中四国では松山に続いて 2 棟目
の開設で、高知県では初めてとなります。私ども医療法人みずほ会としましては訪問介護事業所として、入居者様のお世話をさ
せていただくこととなっていますので、皆様よろしくお願い申し上げます。

介護保険料の自己負担分の支払いを含めて月々 10 万円前後のお支払で生活していただけます。

ご入居にかかる月々の費用
［合計：約 71,000 円〜 76,000 円程度］
■家賃
■共益費
■上下水道料
■光熱費（電気・ガス）

29,500 円（敷金・礼金なし）
6,500 円
2,500 円
5,000 円〜 10,000 円前後
（基本料金なしの居室で使用した分です）
■食費
27,000 円（1 日 3 食分 900 円）
■ NPO 会費
500 円
お誕生日会やお花見会などに使わせていただきます。
※賃貸住宅社向け総合保険（2 年間で 1 万円）に加入していた
だきます。

生活・介護の費用

主な生活サポート一覧
●安否確認・状況把握
9 時〜 17 時は提携訪問介護事業所の職員が常駐し、定期
的に入居者様の安否を確認し、日常のお身体の状況を把握
いたします。

●生活相談
生活、住まい、お身体、手続き、金銭、人間関係などに関
する相談をお受けいたします。

●緊急時対応
体調不良時の対応や、緊急通報装置により警備保証会社と
提携して、夜間・緊急時対応を致します。

●外出・外泊状況の管理 鍵のお預かりなど

●来訪者受付
（提携介護事業者との契約により介護サービスをご利用できます） ●服薬確認のお声がけ
●居宅内電球交換 / 家具の移動 / 電化製品操作説
■生活サポート費
6,300 円
介護保険適用外の身の回りのお世話をいたします。
■介護サービス費（サービス内容によって異なります）

スタッフ募集（医療法人みずほ会）

正社員

介護職員
●勤務時間

契約社員

●給与
●資格

【早番】 ７：００〜１６：００
【日勤】 ８：３０〜１７：３０
【遅番】１０：３０〜１９：３０
【夜勤】１６：００〜 ９：００
当社規定による
パート：時給 750 円〜
ホームヘルパー２級
（介護職員初任者研修修了者）以上

明など

土地活用をお考えの方はいませんか？
NPO 法人ラ・シャリテではサービス付き高齢者向け住宅の建
設にご協力いただける地主さんを探しています。高知市内、土
佐市近郊で 150 坪以上の土地を所有されている方、土地有効
利用をお考えの方は下記までご相談ください。
NPO( 特定非営利活動法人）

ラ・シャリテ
中四国支部


〒 785-0030 高知県須崎市多ノ郷甲 5741
TEL. 0889-42-5115 FAX. 0889-43-1165

第３回グループホームなかとさ秋祭り
10 月 26 日に、グループホームなかとさで第３回秋祭りを開催しました。
前日まで台風 27 号の影響で開催も危ぶまれていましたが、当日は素晴らしい秋晴れとなり地域の方や、
他施設の応援のお陰で開催出来ました。地元中学校の生徒さんにも焼き鳥やジュースを販売して下さいま
した。その他にも地元の出店も２件ありました。その他の模様し物では平均年齢が 80 歳を超えている幸
の会という踊りのグループの方々やＪＡ婦人部のコーラスグループ、大野見より大野見仲良し踊り組の方
が、演芸を披露してくださいました。その他カラオケや家族様の飛び入りのパフォーマンスに会場は大い
に盛り上がりました。恒例のバザーも大盛況でした。最後のお楽しみ抽選会では、たくさんの景品をご用
意していましたので、大変喜ばれました。地域の方たちにも「やっぱりなかとさの秋祭りはいいね」とお
褒めの言葉を頂きました。
入居者、職員以外に 150 人を超える方々が、このなかとさに集まって頂いたことを嬉しく思います。

第１回ケアビレッジとさ秋祭り
９月２８日に施設が完成して初めての秋祭りを行いました。台風２０号の影響であいにくの雨模様でした
が、無事開催することができました。雨天のため高岡中学校吹奏楽部の演奏は中止になりましたが、キッ
ズエアロチーム V-STEP やハッピーフラダンスチーム、よさこいチーム青龍による踊りを披露していただ
きました。他施設などの協力により焼きそば、滑車焼き、イカ焼き、フランクフルト、焼き鳥などの出店
も大盛況でした。最後に行った抽選会では番号が発表されるたびに歓声があがり、大盛況のもとに終りま
した。

来年も皆様に喜んでいただける秋祭りにしたいと思います。

肺炎は日本人の死因第３位です。その中で９５% は６５歳以上の方になります。
肺炎を予防するため次の事を心がけて下さい。

●毎日の感染予防

●からだの免疫力を高める

・うがい、手洗い、マスクの着用

・喫煙者は禁煙をする

・はみがきなどで口腔内を清潔に保つ

・規則正しい生活をする

・誤嚥（ごえん）を防ぐ

・持病の治療につとめる

●予防接種を受ける
・肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンを接
種する

高知県では平成２６年１月３１日まで肝炎ウイルス検査を無料で実施しています。これまでに一度も肝
炎ウイルス検査を受けたことがない方はぜひ一度検査を受けるようにして下さい。
◆対象検査
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査
◆検査期間
平成２６年１月３１日（金曜日）まで
◆検査対象者
高知県内に『住民登録』または『外国人登録』をしている方で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたこ
とのない方（年齢制限はありません）
◆検査料金
無料
成人用肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンの接種、及び肝炎ウイルス検査は当院で受け付けて
おります。
詳しくは下記までご連絡下さい。
須崎医療クリニック

・・・・・・0889-43-1001

朝倉医療クリニック

・・・・・・088-856-6001
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当院の透析機器は、最高水準の水質で透析ができる機械です。セキュ
リティや自己診断など安全管理機能が充実しています。安全性・信頼
性を重視しオート操作も可能な最新機器です。

࢘ᨈỉཎࣉỊḠ
自然光がふんだんに入る清潔で快適な透析室。
前面の窓から美しい四季の移ろいを感じることができます。ゆったり
とベッド間隔を確保し他の患者さんに気兼ねなく治療が行なえます。

須崎市及び近隣にお住まいの腎不全の患者さんに選んで頂ける医療機関となれるよう頑張っています！

患者さんの送迎も行なっておりますのでお気軽にご相談下さい。

ࢫࢱࢵࣇເ㞟

増員のため

求人
○ケアビレッジとさ
□調理職員（急募）…………………………………５名
○サービス付き高齢者向け住宅ケアビレッジあさくら
□介護職員…………………………………………１０名
○ケアビレッジすさき通所リハビリテーション
□生活相談員…………………………………………1 名
○シルバーホームおおの郷○グループホームすさき
〇グループホームなかとさ○小規模多機能ホームあさくら
□介護職員……………………………………………数名
※グループホームでの勤務は希望の施設をお伺いします。

（介
護の 介護未経
資格
取得 験者も歓
をサ
ポー 迎
ト致
しま
す）

ハローワークで詳細を確認し申込みした後
応募方法 に履歴書（写真貼）を送って下さい。追っ
て面接日時等ご連絡致します。
●給与 / 本会規定による。
（資格・経験・
能力等により優遇します。
）
●フルタイム・パート勤務時間は要相談
お問い合わせ先
0889-43-1166（担当：曽我部）

○須崎医療クリニック
□放射線技師…………………………………………１名

ご入居・ご利用お申し込みのご案内
随時入居・利用お申し込みを受けたまわっております。お気軽にお問い合わせ下さい。
●サービス付き高齢者向け住宅
ケアビレッジあさくら
●ヘルパーステーションケアビレッジ
●居宅支援事業所ケアビレッジあさくら
●小規模多機能ホームあさくら
●デイサービスケアビレッジとさ
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ
●シルバーホームおおの郷

ＴＥＬ 088-856-6006 ●グループホームすさき
●グループホームなかとさ
ＴＥＬ 088-856-6003 ●グループホームあさくら
ＴＥＬ 088-856-6005 ●ケアビレッジすさき
通所リハビリテーション
ＴＥＬ 088-856-8032
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ
ＴＥＬ 088-856-7701
ＴＥＬ 088-856-7700
ＴＥＬ 0889-40-0560

ＴＥＬ 0889-43-1181
ＴＥＬ 0889-54-1666
ＴＥＬ 088-856-8030
ＴＥＬ 0889-43-1166
ＴＥＬ 0889-43-1166

