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ケアビレッジさんりづか「サービス付き高齢者向け住宅」
がオープンしました
日本を代表する空の玄関口、成田国際空港にほど近い
成田市本三里塚にサービス付き高齢者向け住宅
「ケアビレッジさんりづか」がオープンしました。
※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。

◎おひとりだけの時間を確保することで、
ストレスのない生活を可能にしています。
完全独立の個室をご利用いただけます。
◎ご利用者様のお体の状態に合わせ、介護ケアや医療サポートをご用意。
将来のことも心配ございません。
◎ご家族様との時間や地域の方々と触れ合う時間を過ごしながら、
有意義な時間をお楽しみください。
あんしん・安全
快適が嬉しいね

【多目的ホール】

部屋数 : 全16室
居室設備 :: トイレ・洗面化粧台・収納・エアコン・浴室
トイレ・洗面化粧台・収納・エアコン・浴室 完備
完備
居室設備
部屋数

全16室

【居室トイレ】
【居室トイレ】

【収納】

【居室への浴室完備】

【居室】

今年も恒例の
「第4回ケアビレッジとさの秋祭り」
が行われました
10月8日にケアビレッジとさで、第4回秋祭りが行われました。
ご利用者・ご入居者の皆さま、
そのご家族・近隣の方々にも楽しんでいただけたと思います。
ほかの施設同様、地域の皆さまや、
ボランティア団体の方など、
本当に多くの皆さまのご協力をいただいて、実施することができております。
この場を借りてお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
【プログラム】
14︓00 開会のあいさつ
14︓10 高岡中学校吹奏楽部 演奏
14︓40 よさこい鳴子踊り 総合クラブ土佐
15︓00
15︓25
15︓40
16︓00

歌・踊り 日赤奉仕
カラオケ体操 第一興商
抽選会
閉会のあいさつ

早い時間から、ご協力いただいた皆様の道具の搬入が
続きます。今年はお天気の影響で、屋内でのお祭りと
なりました。

会場では、中学生が素敵な演奏を披露してくださったり、
様々な方が、素敵な出し物を次々と披露してくださいました。

※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。

今年も恒例の
「第6回グループホームなかとさの秋祭り」
が行われました
10月22日にグループホームなかとさで、第6回秋祭りが行われました。
ご利用者・ご入居者の皆さま、
そのご家族・近隣の方々にも楽しんでいただけたと思います。
ほかの施設同様、地域の皆さまや、
ボランティア団体の方など、
本当に多くの皆さまのご協力をいただいて、実施することができております。
この場を借りてお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
【プログラム】
12︓00 開会のあいさつ
12︓05 両栄太鼓・浜千鳥
12︓35 幸の会（2曲）
13︓00
13︓20
13︓50
14︓10
15︓05
15︓30

JA女性部（白鳥が飛来するかも）
大野見なかよし会
坂東流日本舞踊（2曲）
カラオケ
抽選会
閉会のあいさつ

今年も盛り沢山の内容となっております︕︕

大自然のなかに太鼓の音が
心地よく響きわたり、祭りがスタート

謎のカップル！？が
お祭りを盛り上げてくれました(^^)

あいにくの小雨模様のなか
ご来場ありがとうございました

景品たくさん！お楽しみ抽選会！！
ご当選された方、おめでとうございます！！
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。

医療法人みずほ会のグループ事業
【食品関連事業】

イーフード株式会社 がお弁当の販売をはじめました。
おいしい

ヘルシー

あんしん

毎日ごきげん日替わりお弁当
10.5

WED

2016

高知市北久保にオープン

- 栄養士が考案した、身体にやさしく健康で美味しいお弁当を まごころ込めて おつくりいたします たちに
栄養管理部の私
い！！
おまかせくださ

栄養士監修の

ヘルシーなメニュー

炭水化物・たんぱく質・脂質
ビタミン・ミネラルの栄養バランスを
考えた組み合わせをご提案

こだわり料理長の
おいしい工夫がいっぱい
大手ホテルや老舗レストランの
総料理長・お料理教室先生など
経験豊かなスタッフが日々
美味しさを追求しています

おなかもいっぱい
あんしんと満足を両立
医療の現場でも活躍する当社栄養士が、
安心・安全・栄養満点のお弁当をご提供
いたします

total

498~
kcal

【今週の日替わりメニュー】 11/7( 月 ) ～ 11( 金 )

毎日ごきげん
日替わり弁当 \480

( 税込 )

メニュー例 )

●春巻＆シュウマイ●ベーコン巻きたまご
●春雨サラダ●がんもどきの煮物
●十五穀米（または白米）●お漬物

7( 月 )

若鶏の照り焼き - ゆず風味 -

8( 火 )

焼きあじの南蛮漬け - すだちを添えて -

9( 水 )

ポークピカタ

- 味噌トマト ( 春野産 ) ソース -

10 ( 木 )

さばの塩焼き - おろしポン酢を添えて -

11 ( 金 )

回鍋肉 （ホイコーロー） - チャンジャン焼き風 -

● 配達について（数量・エリア・時間など）は、お気軽にご相談ください。
●ローソン

【イーフード株式会社】
〒781-1105
土佐市蓮池 1231-2

ご注文・お問い合わせは
☎ 088-802-7711 FAX：088-802-7820 mail：info@efood-jp.com

●びっくりドンキー
●リコー
●ダイキ

●

●まつもとディクリニック
卸団地

直売所です
↓

【リトルキッチン本部工場・直売所】
〒780-0088
高知市北久保 9-15
OPEN 11:00 ～ 14:00
土・日祝休み

薊野 バイ パス

工場です→

●サニーマート

●コマドリ
●ニトリ
◀高知駅

●GS

イーフード株式会社は、高知県土佐市が実施する配食サービス事業の委託も受けています。

大津バイパス▶

●TSUTAYA

キ
作
お

黄金鶏三昧

第一味

- 唐揚げ弁当 -

うんちくうんちくうんちくうんちく
うんちくうんちくうんちくうんちく
うんちくうんちくうんちくうんちく
うんちくうんちくうんちくうんちく

おふくろが作ってくれたお弁当の玉子焼きと唐揚げ。
ケチャップたっぷりのオムライスは、恥ずかしながら
いまでも大好物だ。
美味しいものに魅せられ、料理人になって
早くも三十数年、鶏料理の開発に挑むことに。

\600( 税込 )

- 鳥里千石斎 -

第二味 - 手羽先 -

ヘルシー

第三味 - 骨付きもも -

近日登場

キーマカレー

毎週金曜日は「キーマの日」
50 円引きの 450 円になるよ︕
ぜひ一度お試しあれ～

四万十鶏のモモ肉・ムネ肉
イタリア産完熟トマトや春野産フレッシュトマトを使用
白米ではなく「十五穀米」とのコンビネーション
低カロリーでからだにもやさしくて、おいしい
新感覚のキーマカレーです

\500( 税込 )

- キーママン -

※白米をお選びいただくこともできます

今までの給食から・・・お弁当も
わたしたちイーフード株式会社は、高知県土佐市が実施する配食サービス事業の
委託を受けております。このたび、より多くの皆さまに召し上がっていただこうと
高知市北久保にお弁当工場・直売所をオープンしました。
工場直営直売ならではのできたての美味しさ、「安心」と「満足」のお弁当を、
手作りで真心を込めておつくりいたします。
※高知市内での配食サービスもただいま準備をすすめております。

安心・安全と地産地消

うまいき︕みんな食べてよ～︕

医療の現場で活躍する当社栄養士たちが、ヘルシーはもちろん、この一食で
安心・安全で栄養満点なお料理・お弁当・お惣菜をご提供いたします
また「四万十鶏・四万十豚」「春野産のトマト・野菜・お米」
「明神水産さまの藁焼き鰹のたたき」など、高知の美味しい食材でごきげんな
食生活をと、お恥ずかしながら四国のタ○タ食堂を目指します

新メニューもぞくぞく登場
唐揚げ弁当に負けないぞ︕
料理長がこだわりぬいた

生姜焼き弁当

\600( 税込 )

高知といえばやっぱり
「明神水産の藁焼き鰹のたたき」
なんと︕お弁当になって登場︕︖

\???( 税込 )

● ご予算やご希望の内容に合わせたお弁当 ( 会議・イベント用 ) や軽食もご用意できます。お気軽にご相談ください。

●毎日ごきげん日替わり弁当

MENU

●【黄金鶏三昧】唐揚げ弁当
●生姜焼き弁当
●四万十鶏と春野のトマトのキーマカレー
●四万十豚のラグーソースほうれん草の生パスタ

480 円（おかずのみ 360 円）
600 円（おかずのみ 480 円）
600 円（おかずのみ 480 円）
500 円
500 円

※各種お弁当・カレーは、十五穀米 または 白米 をお選びいただくことができます。
※価格はすべて税込みとなります。

介護保険豆知識シリーズ
どうしたら
いいのかしら︖

介護サービスを
利用したい

介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。
この介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1～2」「要介護1～5」
の7段階に分けられています。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますの
で、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな支援をしてもらい
たいのか︖」「どういった事業所を選ぶのか︖」について決める必要があ
ります。
介護度の申請や介護保険に関する相談、要介護認定を受けられたご本人及
びご家族の方のご相談に応じ、日常生活を営む為に必要な保健医療サービ
スや福祉サービスなどを適切に利用できるように支援いたします。どうぞ
お気軽にご相談ください。
（須崎市）居宅介護支援事業所ケアビレッジ

（担当 : 林）

TEL : 0889-43-1166

（高知市）居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくら

（担当 : 山本）TEL : 088-856-6005

インフルエンザ予防接種について
２０１６年の予防接種が10月11日より接種開始となりました
【料金について】

65歳以上の方(公費適用)・・・1,100円
64歳までの方(一般)・・・・・3,500円

(税込)
(税込)

※ワクチンが無くなり次第、終了とさせていただきますので、ご了承ください。

介護の仕事を目指している方に

(旧 ホームヘルパー2級講座)

介護職員初任者研修 講座

次回予定 : 平成29年2月6日(月)～平成29年4月19日(水)
基礎から学べてしっかり身につく定員20名の少人数制。
お仕事しながらでも通える月・水・金、18：30～21:40までの講義・演習時間。

お問い合わせ受付中

TEL : 088-856-6006

4

人工透析のご案内
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。

当院の特徴は…
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

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。 （須崎医療クリニック）

◎診療時間変更のお知らせ （須崎医療クリニック 平成 28 年 5 月 2 日～）
（月・金）
15：00 ～ 17：30 ⇒
（火・水・木） 15：00 ～ 17：00 ⇒

スタッフ募集

14：30 ～ 17：30
14：30 ～ 17：00

増員のため

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）

○グループホームすさき：須崎市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○ケアビレッジあさくらデイサービスセンター：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○ケアビレッジとさ：土佐市
□機能訓練指導員
（看護師・理学療法士・作業療法士）……………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○ヘルパーステーション：高知市
□介護職員（初任者研修資格者）…………………数名

○ケアビレッジたかおか：土佐市
□機能訓練指導員
（看護師・理学療法士・作業療法士）……………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名
○グループホームたかおか：土佐市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名
○デイサービスとさ：土佐市
□相談員……………………………………………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○小規模多機能ホーム：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名
○グループホームあさくら：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名
○イーフード株式会社：高知市
□調理員……………………………………………１名
□ハローワークで詳細を確認し、申し込みした後に
履歴書（写真貼）を送ってください。追って面接日等
ご連絡致します。
●給与/本会規定による(資格・経験等により優遇します)

ご入居・ご利用お申し込みの案内

●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
●小規模多機能ホームあさくら
●ケアビレッジあさくら
デイサービスセンター
●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
●介護付有料老人ホーム
ケアビレッジたかおか
●シルバーホームおおの郷

☎ 088-856-6006
☎ 088-856-6003
☎ 088-856-6005
☎ 088-856-8032
☎ 088-840-3331
☎ 088-856-7701
☎ 088-856-7700
☎ 088-852-7790
☎ 0889-40-0560

お気軽にお問い合わせ下さい。
●グループホームすさき
☎ 0889-43-1181
●グループホームなかとさ
☎ 0889-54-1666
●グループホームあさくら
☎ 088-856-8030
●ケアビレッジすさき
通所リハビリテーション
☎ 0889-43-1166
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ
☎ 0889-43-1166
■ケアビレッジごうぶ（千葉県成田市）
〇訪問介護センター
☎ 0476-85-8188
〇デイサービスセンター
☎ 0476-85-8188
〇サービス付き高齢者向け住宅
☎ 0476-29-5545
■ケアビレッジさんりづか
〇サービス付き高齢者向け住宅
☎ 0476-33-7730

