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つながる “きずな” 広がる “笑顔”
あなたらしさのお手伝い
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センター長

辻

敏弘

里山の鶯の囀りも日々高らかになり、風薫る新緑の爽やか
な好季節となりました。
この４月の異動によりまして、洲本市五色健康福祉総
合センター長兼五色・サルビアホール所長を拝命いたしま
した辻です。
どうぞよろしくお願いいたします。地元、五色
町鮎原出身であり、地域とのつながりも多く、利用者様は
じめご家族や関係機関の皆様から、気安く声をかけていた
だいております事を心より感謝申し上げます。
新年度がスタートし、洲本市五色健康福祉総合センターは、
洲本市から指定管理を受けて、昨年度第三期目に入り８年目を
迎えております。
『 つながる“きずな”広がる“笑顔”あなたらしさの
お手伝い』
をモットーとして、相談から支援、介護と地域に根ざし
た活動を展開させていただいているところです。
健康と福祉の町としての住民意識の高い地域にあって、
これ
まで一緒になって築き上げていただいた土台を基に、地域と密
着した高齢者福祉サービスの拠点として、
ご利用者様や地域の
皆様から信頼され親しまれる施設として引き続き、取り組んで参
りますので、更なるご支援ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
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平成２８年度兵庫県社会福祉事業団
洲本市五色健康福祉総合センター事業体系表
１ 利用者本位のサービスの提供
（１）利用者本位で質の高いサービスの提供
ア 高齢者施設機能の充実

イ

利用者の人権と個人の尊厳に配慮したサービスの提供

ウ 利用者にとって安全で安心なサービスの提供
（２）障害者の自立支援と障害者雇用の推進
イ 障害者雇用の推進

２ 地域で支え合う仕組みづくり

（１）地域で安全・安心に暮らすことのできるサービス
の提供
（２）地域に開かれた施設運営

３ 医療と福祉の連携による事業推進
（１）医療・福祉の連携事業の実施
（２）リハ医療・福祉に関する専門的情報の発信

４ 人材育成と働きがいのある職場づくり
（１）人材の確保・育成
ア 職員確保対策
イ 自律型組織を担う人材の育成

改 ・高齢福祉サービス制度改正への対応

・個別ケアによる生活の質の向上、生きがいづくりの推進
・地域医療との連携によるターミナルケア（看取り）の実践
拡 ・人権の擁護
・サービス評価の実施
・利用者個別支援の実践
改 ・リスクマネジメント体制の推進
・事業団施設における障害者雇用の推進
改 ・居宅サービス事業等の実施

・認知症対応型グループホーム、認知症対応型デイサービス事業の実施
・地域包括支援センター等の運営
拡 ・事業団における公益活動推進プラン（仮称）の策定
・公開セミナー・福祉教育等の実施と地域交流行事等の開催
・施設運営協議会機能の充実・強化
・地域防災拠点体制の整備
拡 ・事業団広報の推進
拡 ・認知症高齢者地域ケアの実践

・セラピストと連携したサービスの提供
・事業団実践・研究紀要の発行

拡 ・支援員・看護師等確保対策の実施
改 ・組織性・専門性研修等の効果的実施

・介護福祉士等の計画的育成、資格取得の推進
・認知症介護に係る専門人材の育成
・専門職種連絡会の実施
（２）人事・組織マネジメントの強化
ア 健全な組織運営

５ 経営基盤の安定・強化
（１）事業推進体制等の強化と財務管理の徹底
ア 事業推進体制等の強化
イ 財務管理の徹底
（２）自主経営（事業団立）施設の運営
ア 事業推進基盤の整備
イ

事業毎の運営内容の充実等

平成28年度 家族会総会・交流会
５月１５日 平成２８年度の家族会総会を開催し、大勢の
ご家族の皆様にご参加いただきました。昨年度の事 業・
決算報告等を行い、その後の交流会にてコーラスの集い
をご家族、ご利用者で一緒に楽しみました。懐かしい歌も
あり、手拍子をしながら一緒に口ずさんでいる方も多くお
られました。

（２）

拡 ・ガバナンスの推進

・内部監査と外部監査の実施
・情報公開・情報提供等による事業団経営の公正・透明化
・メンタルヘルス対策の充実
・職員からの事業等に関する意見聴取の実施

拡 ・事業推進体制の強化
改 ・事業目標管理（課題解決・目標達成のための取組み）の強化

・財務管理の徹底
拡 ・計画的な施設の建替及び大規模改修の実施
拡 ・施設のメンテナンスサイクルの確立
改 ・特別養護老人ホーム等の機能の発揮及び居宅サービス等の利用促進
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特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール 紹介
◯千鳥の里
千鳥の里は、ショートステイ10床を含むユニットです。家
族との繋がりを大切にし、想い出に残る取り組みをしてい
きます。家庭的な雰囲気を大切にし、笑顔をたやさずに支
援します。

◯菜の花の里
施設で生活する中で地域とのつながりを感じられるよう
に、外出や地域住民との交流に取り組みます。また、生き
がいや楽しみを感じられるよう様々なレクリエーションや
文化活動に取り組んでいきます。

◯嘉兵衛の里
嘉兵衛の里では「笑顔で楽しくほがらかに、支え合って生き生
きと」をキャッチフレーズに、
ご利用者が生き甲斐を持ち、家庭
的な生活が送れるように支援させていただいております。
「夢」や「希望」を形に出来るように職員一丸となって頑張って
いきます。

◯都の里
都の里では快適な生活を送って頂けるように支援しています。
ご利用者との関わりの中から夢や希望を引き出し、外出等の支
援につなげて行きたいと考えています。
ご家族のお話も聞きな
がら、
その人らしい生活を送っていただけるよう取り組みます。

◯支援課（事務所）
支援課長、
生活相談員、
介護支援専門員、
機能訓練担当、
支援事
務員がいます。
ご利用者の方の金銭管理、
ご家族・外部機関との調整、
各種相
談、
機能訓練に携わっています。
セラピードッグの「れん」君もご
利用者、
職員の癒しとして日々奮闘中です。

◯医務室
ご利用者が自分らしく過ごせるよう健康面から支援しています。
支援員や嘱託医と連携をとりながら体調管理を行っています。
外出や行事にも参加し、
ご利用者と共に過ごす時間も大切にし
ています。
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人の動き
「おつかれさまでした。」

（転出者及び退職者）
３月３１日付
センター長
倉谷

啓子

酒井

伸義

「よろしくお願いします。」
（転入者等及び新規採用者）
4月1日付
センター長
辻

支援員

敏弘

梶原

香子（総合リハより）

支援課長

ごしき地域包括支援センター所長 福井 幸仁（総合リハより）

主任管理栄養士

次長兼総務課長

看護師

支援課長

小西

田中ひとみ

厚子

竹内江津子
岩田ひかる
賀集美知子

名倉

直也（総合リハより）

中村

由美（たじま荘より）

武本

昌子（新規）

管理栄養士

７月
８月 ３日
（水）
９月１８日
（日）
１１月
１１月頃
１２月頃

感染症予防（オープン研修）
地域交流納涼祭
敬老祝賀会
サルビア文化祭
地域交流セミナー
口腔ケア
（オープン研修）

※行事については順次ホームページで紹介します。
※毎週金曜日 喫茶ほっとファイブ開店
あゆみの部屋天然酵母パンの販売もあります。

ホームページをご覧下さい。

地域のつどいの場

「都志カフェ いっぷく」
●ミニ講座のご案内●
〇ミニ講座「高齢者の食生活」の様子

場所‥都志本村 川原会館

毎週水曜日オープンしています。

お誘い合わせの上
ご参加ください。

入所の申込み書もプリントできます。
洲本市五色健康福祉総合センター

名倉

卯野

薮田

笹山

武本

後藤

山田

前田

中村

中山

後

松本

石上

山田

向原

総合センター行事予定

福井

前田千鶴代（洲本市より）
山田 栄子（洲本市より）
石上永美子（新規）

梶原

看護師

山口 仁嗣
平田 将照
上原 正伍
中川
歩
藤岡 恭子
島﨑 洋子
昇
佳子
津田 妙子
福岡さおり
酒井 香良
原田まり子

前川

支援員

森川

薮田 敬二（あわじ荘より）
卯野新市郎（あわじ荘より）
笹山 結衣（新規）
前川 貴志（新規）
山田康次郎（新規）
後藤彩千恵（新規）
後 恵津子（新規）
松本 美樹（新規）
中山 和美（新規）
森川 理香（新規）
向原 裕貴（新規）

検索

「都志カフェいっぷく」では
毎月1回ミニ講座を開いています。

〇６月２２日
（水）

テーマ‥「防犯について」
時 間‥１４：３０～１５：００
講 師‥洲本警察 生活安全係

〇７月６日
（水）

テーマ‥「ご供養について」
時 間‥１４：３０～１５：００
講 師‥多聞寺住職
鈴木 瞭導氏

参加無料

編集後記
サクラ、タケノコ、サンショウ、タラの芽、コシアブラと春の風物詩
を一杯満喫しました。
表紙の写真は（上）三原中学校の人形浄瑠璃の上演（中）五色・サ
ルビアホールの桜の木（下）ウェルネスパーク五色へ外出時の写
真です。
気がつけば初夏の香り漂う今日この頃ですが、皆さまの春はいか
がだったでしょうか。
Ｄ
（４）

※ご利用者の写真については、ご了承の上掲載しています。

