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初めまして。今年の 9月 1日から医療法人みずほ会に介護部長（人材開発）として入職いたしました苅

谷貢（かりや　みつぐ）と申します。これまで何度かスキルアップ研修に外部講師として参加させてい

ただきました。前職は、GHや小規模多機能及び介護の学校等の立ち上げ及び運営を行ってまいりました。

また、県の認知症介護実践研修・管理者研修・開設者研修・認知症介護実践リーダー研修の企画運営に

も携わらせていただいております。その他、各種団体からの研修講師及び講演も行ってまいりました。

現在は、全国 GH団体連合会理事・認知症高齢者研究所理事・株式会社 KCIS 外部

取締役・南国市認知症家族の会顧問・高齢者福祉研究会理事なども拝任させてい

ただいておりますが、みずほ会介護部長としての使命を最大の責務とし、皆様と

共にみずほ会発展の為、関係者各位の幸せの為、「常在学場」の精神にて頑張って

まいります。写真写りも、実際の見た目も良くないかも知れませんが、心優しい

男性を目指しておりますので気兼ねなくお声掛けいただければ幸いです。どうぞ

宜しくお願いいたします。

苅谷　貢





　入居者募集中

平成 25 年 7 月に、サービス付き高齢者向け住宅ケアビレ
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
ムあさくらの南側に完成致しました。

お問い合わせ先

TEL 088-856-6006

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

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。

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。



　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）

　フロア案内

　入居料金

家賃 共益費 食費

65,000 円 35,000 円 37,800 円

※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。

　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

TEL 088-856-6005    

FAX 088-856-6004 

 ヘルパーステーションケアビレッジ

管理者

岡内雅子

訪問介護とは・・・
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

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。

平成２５年８月１５日に開設しました。現在は今年１月に完成したシニアパンション高知・

鴨部やサービス付き高齢者向け住宅に訪問介護サービスを提供しています。

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。

どうかご支援をよろしくお願い致します。

　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。

　どうぞお気軽に介護を受けられる方のお身

訪問介護での主なサービス内容

■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。

■身体介護

サービスを受けるにあたって

所在地 /〒 780-8063　

高知県高知市朝倉丙５３４－１

TEL 088-856-6005    

FAX 088-856-6004 

居宅介護支援事業所 ケアビレッジあさくら

池内優子

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

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。



医療法人みずほ会

朝倉医療クリニック

お問い合わせ先

TEL 088-856-6001

午前　9：00 ～ 12：00  午後　15：00 ～ 17：30
休診：月曜日・火水金午後・日曜日・祝祭日、土曜日

診療日のご案内

午後

午前

月 火 水 木 金 土 日

中平 中平

休診

中平

休診休診

休診

休診
休診

休診

中平

９：００～１２：00

１5：００～１７：３０

休診

診療科目

内科・呼吸器内科・消化器内科・

循環器内科

院長

中平　誠一郎（なかひら  せいいちろう）

クリニック配置図

平成２６年１０月１日よ

り診療日を左記のとおり

変更いたします。
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７月２６日にケアハウスでみずほ会グループ合同の第８回納涼祭が行われました。

晴天に恵まれ職員やボランティアの協力により無事終了することができました。

唐揚げ・たこ焼き・カレーライス・焼き鳥・ジュース・ビールの模擬店や、しんじょう君と日の出保育園

の園児による踊りや、モンステラさんのフラダンス、ドリームさんのコーラス、須崎かわうそ太鼓の演奏

を披露して頂きました。最後に行ったくじ引き、じゃんけん大会も大いに盛り上がりました。

利用者や入居者、その家族様と近隣の方々には年に一度の納涼祭を楽しんでいただけたと思います

日の出保育園の園児たちの踊り しんじょうくん

モンステラさんのフラダンス 須崎かわうそ太鼓の演奏

第 8回みずほ会グループ納涼祭

７月 7日の七夕に流しそうめんを行い、入居者の皆様に楽しんでいただきました。そうめんを水でゆっく

り流し、入居者の皆様はすくったそうめんを美味しく頂いていました。

ケアビレッジとさだより





平成２６年１０月１日より診療体制を下記のとおり変更いたします。

午前　9：00～ 12：00    午後　15：00～ 17：３０
休診：土曜日午後・日曜日・祝祭日

診察日のご案内診察日のご案内

15：30
診療開始午後

午前

一診

二診

一診

二診

月 火 水 木 金 土 日

家石

家石

家石

高橋 家石家石

高橋

高橋

高橋

高橋高橋

中平

中平

家石 中平

中平

隔週整形

休診

高橋・家石
中平（隔週）

当番医

９:００～１２:００

９:００～１２:００

１５:００～１７:００

１５:００～１７:３０

休診

　１０月１６日より接種開始になります。

６５歳以上の方（公費適用）・・・・・・1,000 円
６４歳までの方（一般）・・・・・・・・3,240 円（税込）
２回め接種（一般）・・・・・・・・・・2,160 円（税込）

※ワクチンが無くなり次第、終了とさせて頂きますのでご了承下さい。



増員のため

●サービス付き高齢者向け住宅  ＴＥＬ088-856-6006
　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 ＴＥＬ088-856-6003
●居宅支援事業所ケアビレッジあさくら ＴＥＬ088-856-6005
●小規模多機能ホームあさくら  ＴＥＬ088-856-8032
●デイサービスケアビレッジとさ  ＴＥＬ088-856-7701
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ ＴＥＬ088-856-7700
●シルバーホームおおの郷   ＴＥＬ0889-40-0560
●グループホームすさき   ＴＥＬ0889-43-1181

●グループホームなかとさ   ＴＥＬ0889-54-1666
●グループホームあさくら   ＴＥＬ088-856-8030
●ケアビレッジすさき
　通所リハビリテーション   ＴＥＬ0889-43-1166
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ  ＴＥＬ0889-43-1166

　　　　　求人
○ケアビレッジとさ

□調理職員（急募）…………………………………１名
□介護職員……………………………………………数名

○ヘルパ〡ステ〡ションケアビレッジ

□介護職員……………………………………………数名

小規模多機能ホームあさくら
□看護師（正・准）…………………………………１名
□介護職員……………………………………………１名

グループホームあさくら
□介護職員……………………………………………１名

ケアビレッジすさき
□介護支援専門員……………………………………１名

ケアビレッジすさき通所リハビリーテーション
□介護職員……………………………………………１名

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。 

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。

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。

応募方法
ハローワークで詳細を確認し、申込みした後に履歴書（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　 
　088-856-7700（担当：西本）　

介護未経験者も歓迎

（介護の資格取得をサポート致します）


