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ぞよろしくお願いいたします︒

まいりますので︑南５丁目拠点をどう

り地域包括ケア推進に向けて努力して

べつ南 ５丁目ともども︑職員一丸とな

に運営するデイサービスセンターあつ

事業所を開設しました︒これまで同様

も移設開設し︑６月には居宅介護支援

幌市厚別区第２地域包括支援センター

さらに︑札幌市の委託事業である札

よろしくお願いいたします︒

はどうぞ立ち寄ってくださいますよう

していきます︒お近くにお寄りの際に

ユニットケア理念の実現に向けて努力

上げてきた経験を生かし︑法人理念や

そのため︑これまで法人として積み

を目指す決意を施設名に込めました︒

ができるよう︑地域に貢献できる施設

方の誰もが安心して暮らし続けること

目です︒入居者様をはじめ地域の皆様

開設場所は文字通り厚別区厚別南５丁

より感謝申し上げます︒新しい施設の

支援をいただいた関係者の皆様には心

設しました︒開設に向けてご協力とご

護老人ホームあつべつ南５丁目﹂を開

運営する５つ目の施設として﹁特別養
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信頼される拠点を目指して
特別養護老人ホームあつべつ南５丁目は定員80
名の全室個室ユニット型で、空床を利用する
ショートスティ、居宅介護支援事業所、厚別区第
２地域包括支援センター、隣接地にデイサービス
を併設しています。
特養のユニットは８つあり、各ユニットには北
海道にちなんだ鳥の名前を選びました。ユニット
名は各拠点から異動してくる職員の公募によって
決定し、ユニットケアに対する姿勢をその名から
想起できるよう、飛躍や創造を目指す意味を込め
ています。各ユニットに設置している浴室は入居
者様の身体機能を最大限に活かせるよう工夫し、
重度になられたとしても安心して入浴できるよう、
車いすやストレッチャーで入れる浴槽を用意して
います。施設内には道内の作家さんによる北海道
やユニット名をイメージした絵やアート作品があ
ります。ぜひともご注目ください。
５月21日、22日の２日間内覧会を実施し
ました。２日間で485名の方に来所いただ
き、関係者の皆様からお祝いのお言葉やお
花をいただきました。心より感謝いたしま
す。ありがとうございました。

第２地域包括支援センター

カフェあるくっちゃ

地域包括支援センターも新施設へ移設されました。厚別
中央通りから直接来所可能です！今後施設内では、予防セ
ンターやカフェと連携し、介護予防教室や認知症サポー
ター養成講座を実施していきます。

新たな施設の特徴の一つ
ですが、厚別中央通りから
直接入れるカフェを併設し
ました！
どなたでも利用が可能で
すのでお待ちしています。
Caféあるくっちゃは障がい支援事業所であるオアシス
さんが運営します。月曜日〜金曜日（土曜日は不定休）
の11時から16時まで営業しています。夏にはジェラー
トが登場予定。朝採れ野菜が入荷することも！ぜひ気軽
にお寄りください。飲み物100円、パンケーキセット
350円、フロートは各＋50円です。
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第

信頼されるケアを目指して職員一丸となって
各部署職員の意気込みを聞きました。

事務長

佐々木

生活相談係長
（介護支援専門員）

政雄

久慈

この度、特別養護老人ホームあつべつ南５丁目の事務
長として勤務することになりました。北海道を退職後、
特別養護老人ホームの勤務は２か所目となりますが、新
設施設は初めての経験です。入職後３カ月になりますの
で、これからが本番といえます。縁の下の力持ちとして、
ご利用者の皆様のお力になれるよう努めて参ります。

隆之

介護老人保健施設あつべつから異動した久慈です。昨
年11月より開設準備室専任として勤務し、地域の皆様の
ご理解や関係各位のご尽力により無事開設を迎えること
ができました。前職や新規開設に携われた経験を活かし
ながら、入居者様、ご家族様の思いに寄り添う相談員と
して施設を支えていきたいと考えています。

ま
き
花
す
看護主任

川添

介護主任

陽子

本間

現在は新規入居者様の受け入れに追われる日々です。
施設での看護師の役割は入居者様の健康管理が主になり
ますが、それには病院との連携が不可欠であり、看護主
任として円滑に連携できるよう努めていきたいと考えて
います。私たち看護師は介護職員のサポート役として支
え、お互いに協力しながら入居者様により良いケアが提
供できるよう今後周囲の方々のご助言をいただきながら
精いっぱい努めて参りたいと思いますのでよろしくお願
いします。

居宅介護支援事業所
介護支援専門員

宮野

瑠美子

洋平

この度、特別養護老人ホームあつべつ南５丁目の介護
主任を拝命いたしました、本間洋平と申します。介護主
任としては若輩者ですが、どうぞよろしくお願いいたし
ます。今までの経験で培った知識を活かし、あつべつ南
５丁目でも入居者様に寄り添ったケアを実現できるよう
多職種連携で取り組み、より良い施設にしていきたいと
思っております。

あつべつ南５丁目

この度、居宅介護支援事業所あつべつ南５丁目のケアマネジャーとし
て着任いたしました、宮野瑠美子と申します。要介護認定を受けられた
方が、ご本人らしく、より良く暮らしていくための方法を、ご本人様・
ご家族様と一緒に考えていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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令和元年度

10

28

介護職員初任者研修︵旧ヘルパー2級︶

31

栄和会祭り日程の紹介

12

栄和会祭り

ひだまり44号をお届けいた
します。元号が平成から令和
に変わりました。
栄和会も新しく特別養護老人
ホームあつべつ南５丁目が始
動いたしましたので、新しい
施設の取り組みを特集いたし
ました。
カフェあるくっちゃの併設も
ありますので足を運んでいた
だけたらと思います。
皆様のご協力、ご支援のもと
に「社会福祉法人栄和会」は
26年を迎えました。
今後とも変わらぬご愛顧の程
宜しくお願いいたします。

11

社会福祉法人 栄和会では︑地域に
おける介護人材の育成を図るため平成
年9月 日に初任者研修養成所を開
設いたしました ︒

記

25

回

栄和会祭り秋の集い

時〜

13

第

回

15

日︵日︶ 午後

ひらおか梅花実

あつべつ南５丁目祭り

＊詳細はお問い合わせください︒

13

９月８日︵日︶ 午前 時から午後２時まで
会場 やすらぎ・厚別栄和荘
あつべつ

第
９月

回

１
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会場

第
＊詳細はお問い合わせください︒

あつべつ南５丁目

９月１日︵日︶ 時間未定

会場

後
集

今年も様々なプログラムや模擬店など︑盛り
だくさんの内容で皆様のお越しをお待ちして
おります︒

＊内容の詳細等につきましては︑各施設へお問い合わせ
ください︒

編

だ

開催日時
一回目 終了
二回目
月の予定
お問い合わせください︒
対象者
・原則全日程出席可能な方
︵開催期間中︑ 回程度の通学となります︶
・心身ともに健康な方
研修会場
札幌市厚別区厚別南５丁目１ ー
特別養護老人ホーム あつべつ南５丁目
受講料
お問い合わせください︒
お問い合わせ先
社会福祉法人 栄和会
特別養護老人ホーム ひらおか梅花実
電 話 ０１１ ー８８４ ー８８８６
FAX ０１１ ー８８４ ー８８０１
〒００４ ー０８７３
札幌市清田区平岡３条３丁目１ ー８
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栄和会のご案内

やすらぎ

あつべつ

〒004-0069 札幌市厚別区厚別町山本750-6

〒004-0069 札幌市厚別区厚別町山本750-6

（定員50名）

（定員100名）

●ケアハウス／特定施設入居者生活介護
●デイサービスセンター

☎ 011-896-5014

〒004-0069 札幌市厚別区厚別町山本750-6

☎ 011-896-5010

厚別栄和荘

ひらおか梅花実

〒004-0069 札幌市厚別区厚別町山本750-6

〒004-0873 札幌市清田区平岡3条3丁目1-8

●特別養護老人ホーム／短期入所生活介護

●特別養護老人ホーム／短期入所生活介護

●デイサービスセンター

●デイサービスセンター

●居宅介護支援事業所

●居宅介護支援事業所

（定員80名）

（定員104名）

☎ 011-896-2565
☎ 011-896-5014
☎ 011-896-2538
■札幌市委託事業

●介護老人保健施設／短期入所療養介護
●通所リハビリテーション ●訪問リハビリテーション

☎ 011-896-5020

あつべつ南5丁目
（定員80名）

〒004-0022 札幌市厚別区厚別南5丁目1-10

☎ 011-884-8886

●特別養護老人ホーム／短期入所生活介護

☎ 011-884-8882

●デイサービスセンター

☎ 011-884-8805

●居宅介護支援事業所

☎ 011-375-0526
☎ 011-375-0375
☎ 011-375-6825

厚別区第1地域包括支援センター・厚別区第2地域包括支援センター・介護予防センター厚別西東
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