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高原会　本部から
■教育研修部室・実習室・他
▼9月2日：山梨県看護協会
　　　　峡北地区支部福祉施設見学

▼9月27日・28日：新入職員研修

各事業所勉強会：甲府介護支援セン
ター・小笠原総合福祉プラザ・
ショートステイ櫛形富士見
他

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原403-1
TEL055-280-1711　
センター長　立川信

今回は8月20日に夏祭
りのイベントを行い大
勢の方にお越し頂きま
した。
焼きそばや今川焼を目
の前で作り皆さんに喜
んでいただきました。
ヨーヨー釣りや射的な

荊沢介護事業所 櫛形小笠原・白根介護支援センター 甲府魚町介護支援センター

櫛形小笠原・白根介護支援センター 富士川介護支援センター 富士見介護支援センター

◆小笠原予防センターにて◆

んでいただきました。
ヨーヨー釣りや射的などを
行い、午後からは皆でスイ
カ割りを行いました＾＾
自分で新聞紙を丸めて叩い
てなかなか割れませんでし
たが最後は職員が新聞紙で
割り、大盛り上がりでした。

◆小笠原介護支援センターご紹介◆
平成27年4月より通所型サービスＡ
事業を提供開始しております。
担当には、保健師兼看護師・歯科衛
生士・作業療法士を配置し、体力測
定やカラオケ・運動など皆さんの自
立支援に関わっています。是非一度
お問合せください。 　　　　運営施設

●一般デイサービス
●認知症対応型デイサービス
●南アルプス市総合事業
●高原会トレーニングクラブ
●職員向け託児所
●障害者相談支援事業所

◆デイサービスやわらぎにて◆

夏祭りでは、スイカ割
りや流しそうめんをし
ました。
オカリナ演奏会では、
曲に合わせて口ずさん
だり身体を動かしたり
と、珍しい楽器に興味
津々の様子でした＾＾

◆ショートステイ富士見にて◆

今月は夏を感じて頂く為
に、「ちっくい夏祭り」
と題して「金魚すくい」
や「花火大会」を行いま
した。多くのご家族の方
にも参加して頂き、楽し
いひと時を過ごす事がで
きました＾＾

〒400-0306　
山梨県南アルプス市小笠原1107-3　
TEL055-298-6911　
センター長　統括本部長　飯久保　貴（兼任）

平成25年にオープンの高原会では
一番新しい施設です。利用者さん
一人ひとりの想いを理解できるよう
スタッフが利用者さんとじっくり向
き合い笑顔を絶やさず関わる事を大
切にしています。

　　　　運営施設
●ショートステイ
●地域密着型デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

なじみの家では流しそ
うめんを行いました！
いつもは食が細い方も
今回はいつも以上にモ
リモリ食べました。
真夏の楽しいひととき
でした(^^)
来年もまた皆さん参加
してくださいね＾＾

◆小規模多機能なじみ天神にて◆

〒400-0503　
山梨県南巨摩郡富士川町天神中条64-1
TEL0556-20-7511　
センター長　大久保　健（こでまり内）

当センターは、古民家を利用した
デイサービスをはじめ、サービス
付き高齢者向け住宅、小規模多機
能型居宅介護施設他、複数の介護
施設が融合した総合介護支援セン
ターです。

　　　　運営施設
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型デイサービス
●サービス付き高齢者向け住宅

〒400-0032　
山梨県甲府市中央2-12-6　2F　

TEL055-236-2611　
センター長　向山直樹

通っても、泊まってもご自宅への訪
問も、いつでも顔なじみの職員が対
応させて頂く事が出来る為、安心し
て相談していただけます。また家庭
的な雰囲気の中で個別に家事訓練や
機能訓練などを行う事が出来るのが
特徴です。

普段のアクティビティー
の様子です。
様々な機能訓練体操やレ
クを企画しています。皆
さん笑顔で一生懸命参加
して下さいます。これか
らも楽しく機能訓練・維
持に繋がれば良いですね

◆甲府魚町介護支援センターご紹介◆

◆小規模多機能甲府魚町にて◆

〒400-0422　
山梨県南アルプス市荊沢277-1（他）

TEL055-280-3622（他）

所長　太田孝彦

当事業所は高原病院に隣接しており
複数の介護施設を含めた総合介護事
業所です。高原病院と隣接という最
大の利点を生かし、医療と介護の連
携を最大限に発揮できるのが強みで
す。

◆荊沢介護事業所ご紹介◆

　運営施設
●一般デイサービス
●認知症対応型デイサービス
●訪問介護事業所

（6月より甲西・若草介護支援事業所）
●サービス付き高齢者向け住宅
●ショートステイ

今年も夏まつりを開催し
ましたよ^^
バナナを剥くところから
初めて「チョコバナナ」
を作っておやつで食べま
した!(̂ )̂!　
また「ヨーヨー釣り」
「輪投げ大会」もしまし

〒400-0211　
山梨県南アルプス市上今諏訪437-1-1F　
TEL055-280-8861　
センター長　立川　信（兼任）

各部門のスタッフが、最高の笑顔の為
に頑張っているのが特徴です。土曜日、
日曜日も通常通りご利用いただけます。
介護、看護、機能訓練、調理、送迎等、
各専門性の高いスタッフのチームワー
クで今日も楽しい一日をお届けします。

　　　　　運営施設
　　●一般デイサービス

(施設名に有ります様に、温泉が
ご利用頂けます。是非一度お立
ち寄りください）

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆

◆デイサービス今諏訪温泉にて◆
昼食は焼き鳥丼・おでん
フルーツポンチ・サラダ
で美味しいと好評です。
多くの利用者さんから、
来年も元気で、夏祭りに
参加したいと言って頂い
たので嬉しかったです
v^o^v

◆デイサービスもみじにて◆

◆白根介護支援センターご紹介◆

デイサービス今諏訪温
泉では、8月19日に夏
祭りのイベントを行い
ました。
ヨーヨー釣りや射的、
ポップコーンやかき氷
も出て楽しいと喜んで
頂けました。

◆デイサービスこでまりにて◆

◆富士川介護支援センターご紹介◆ ◆富士見介護支援センターご紹介◆

職場体験として山梨県立
大学の学生２名を受け入
れました。とても勤勉な
２名はメモ帳を手放す事
なく取り組んでくれまし
た。少しでもここで学ん
だ事が活き、やりがいを
感じていただければ嬉し
いです^^

毎年8月には　20万人もの人が集まる、有名な市川三郷町
の花火大会「神明の花火大会」が、今年は8月7日に開催さ
れました。
ハイランドホーム甲西南湖は、花火大会会場近くに架かる
橋「三郡橋」にとても近いのです。
花火大会の日は南向きの部屋が大人気！

◆小規模多機能甲府魚町にて◆◆デイサービスもみじにて◆

　

■就職ガイダンス・面接会参加一覧
▼10月19日　甲府市就職応援合同
　　　　　　　企業ガイダンス
　10月20日　南アルプス市企業
　　　　　　　ガイダンス

■事業所ごとに敬老会を実施します

■ハイランド通信のバックナンバー
を公式HPにて公開しています。

http://www.takahara-hp.or.jp/　　　　

　　　　　　　　　　　download.html

た。ヨーヨー釣りが一番
盛り上がり、釣った後も
スタッフと一緒に緊張し
た表情で、ヨーヨーを弾
いている姿が印象に残り
ました。一人ひとり素敵
な笑顔が拝見でき、職員
も元気をいただきました。

　　　　運営施設
●小規模多機能

今日は、夏の風物詩の
ヨーヨー釣りをしまし
た。
皆さん童心に戻って、
声を出して笑いながら
楽しんでくれました。
その後はお楽しみのス
イカを食べました^p^

ショートステイ：体操風景

◆小笠原◆

◆白根◆

教育研修部より

写真3・4：職場体験の模様：当会のスタッフがしっかりフォロー（見守り）します

写真2：職員勉強会の模様写真1：新入職者研修の模様

▼8月の新入職者研修を行いまし
た。高原会の経営理念・使命・価
値基準を職員が皆で理解し共有す
る事をとても重視しており、この
道○○年の大ベテランのスタッフ
も他の職員と同様に、医療と介護
と連携していく上での基礎知識と
福祉の理念や歴史および介護保険
制度と法律等を学びました。
（写真1）
▼4月からの新たな取り組みとして
各事業所毎に勉強会を毎月実施し
ています。今月は甲府介護支援セ
ンターにて開催しました。「介護
の倫理人権擁護」「高齢者の排泄
おむつ」「心不全」「脱水症予防」
「口腔ケア」などのテーマで実施
しました。（写真2）

　　　　▼山梨県立大学
　　　　2年生2名が11日
　　　　間にわたり、実
習に訪れ、ケア場面の見

学や福祉用具の説明を受
け、専門職の連携につい
ての実際を学びました。
（功刀）（写真3、写真4）

福祉用具展示場より

8月11日開催された「福祉健康祭り」
にて、福祉用具展示場は展示用具数
と内容を大幅にパワーアップし、日
本ケアサプライ株式会社による協力
も有り、お待たせすることなく様々
なご案内ができました^^
引き続き福祉用具展示場では内容を
充実したまま、日々皆様のご来場を
お待ちしております^^（石川・浅川）

当会の高原仁院長（理事長）による講演会へは多くの方が集
まり、熱心に聞き入る姿が印象的でした。その他、認知症予
防として、脳育・コグニサイズのコーナーも大人気で毎回大
きな笑い声と活気に満ちていました。

高原会健康福祉祭り　開催しました

ハイランドホーム甲西南湖通信

「私の部屋にお
いで～」
「最高だね～」
という声が聞こ
えてきます。
部屋からよく見
えるんです～♪
花火を上手に撮
るのって結構難
しいんですよ
（^^）

医食同源（高原会栄養課より）

行事食の提供以外に今月は・・・
“スイーツイベント　～Sweets Event～” を開催
しましたよ～
手作りケーキ、あんみつ、アイスクリーム等を用
意しました。
並べたスイーツを利用者さん自身に持ちに来て頂
き、好きなものを選んで頂くスタイルです^^

『あんみつは、汁まで残さず飲んじゃった☆』
『今日は来て良かったよ、また次もやってね！』

など、利用者さんも職員も笑顔が絶えないアフタ
ヌーンティーを過ごす事ができました。

とても利用者さんに喜んで頂いたので、栄養課で
も逆に元気を沢山頂きました☆（輿石）

今月の行事食です。穴子丼ですよ～^̂ 好きなスイーツを選びます

大きなケーキですね～♪ スイーツイベントです^̂ 張りきってます^̂

8⽉16⽇（⽕）⼭梨⽇⽇新聞にて紹介されました 来賓に、南アルプス市副市⻑をお迎えしました。 機能訓練体験を⾏いました 子供向けイベントも有ります

⾼原理事⻑による講演会 ⼤⼈気︓脳育講習会です

来賓として、南アルプス市副市長・日本ケ
アサプライ様　にお越しいただき、健康福
祉祭りがスタートしました。
健康相談・栄養相談・パワーリハビリマシ

ン体験・福祉用具体験会・脳
育講座や高原院長による講演
会に加え健康タオルのプレゼ
ントや、今川焼・かき氷・水
ヨーヨーのプレゼントなども
有りました^^
事業所の方々、ご家族の方々
そろってお越し頂き、各コー
ナー共に大盛況でした^^


