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ハートフル塩山広報委員会
在宅介護サービスセンター
ハートフル塩山

各事業所へのお問合せは
〒４０４－００４２
山梨県甲州市塩山上於曽１３７２
☆居宅介護支援センター
℡ ０５５３－３３－８１０２
☆デイサービスセンター
℡ ０５５３－３３－８１０１
☆訪問入浴サービス
℡ ０５５３－３３－８１０１
☆ヘルパーステーション
℡ ０５５３－３３－８１０３

ひ ら ま つ

平松 知恵 所属：訪問看護ステーション所長
今年1月から訪問看護ステーションの所長になりまし
た平松です。異動前は山梨厚生病院の外来に所属し
ていました。小学生の子供が2人います。趣味は家事
全般が大好きで、特に布団干しと洗濯が好きで、晴れ
の日は一日中落ち着かない感じです。少しずつ環境に
も仕事にも慣れてきましたがまだまだ・・・といった感じ
です。在宅医療という今後注目される分野の中で様々
なご利用者と関わりを大切にしながら、自分も成長さ
せて頂きたいと思っています。何事にも最後まであきら
めない強さを生かしていきます。
た し ろ

☆訪問看護ステーション
℡ ０５５３－３３－８１０３
・サテライト山梨厚生
℡０５５３－２２－８８０６

ハートフル塩山広報委員会
〒404-0042
山梨県甲州市塩山上於曽1372
電話 ０５５３ (３３) ８１０１
Fax ０５５３ (３３) ８１００
Email jimu@heartfull-e.jp
広報委員
上野茂樹・岩波充宏
勝俣美佳・渡邊まゆみ

編集後記
まだまだ寒い日が続いています
が、風邪などひいていないでしょう
か？
最近、職員間で生姜紅茶が流
行りつつあります。私もそんな生姜
紅茶を飲み始めたひとりです。紅
茶にすりおろした生姜とハチミツを
入れて飲むのですが、生姜は体を
温めて血流を良くしてくれる働きが
あるということで、肩こりにもいいと
聞きました。おまけにダイエットにも
いいとか！
「冷えは万病の元」体の冷えから
体調不良につながる事もありま
す。簡単に出来ることから自分で
自分の体を労わってあげてはいか
がでしょうか。生姜紅茶を飲んで、
デイサービスのご利用者の方々の
ようにたくさん笑い、寒い時期を
乗り切りましょう。
渡邊まゆみ

と も え

な お こ

田代 直子 所属：訪問看護ステーション
勝沼病院から異動になり5ヶ月になります。まだまだ
慣れないことばかりで日々勉強です。
我が家の恒例行事は、毎年夏になると、富士登山
をすることです。主人はもう15年程前より、私は5年前
より、そして上の娘は4年生から（現在6年生）下の息
子は1年生から（現在2年生）一緒に登っています。
（時には年2回も）今年の目標は、富士山の山頂で、
みんなで御来光を観ることです！
し ら か わ

ゆ り か

白川 夕里香 所属：デイサービス 介護福祉士
昨年の1月に勝沼病院から異動となり、あっという間に
1年が過ぎました。介護福祉士として日々、ご利用者と
接しています。生まれが長野県諏訪地方で、山梨に嫁
ぎ12年目になりました。山梨のおいしいものを食べ、こ
んなに大きな体になりました。ご利用者には、大きな体
の白川と覚えやすいみたいです。これからも笑顔を大
切にしていきたいです。
ふ る や

ホームページがリニュー
アルになりました！
寒さが厳しく、世間ではノ
ロウイルスやインフルエンザ
の流行で体調を崩していま
せんか？
さて、ハートフル塩山に水
戸黄門様が長い道中を苦に
もせず、元気にご利用者の
所にやって来ました。
そして、「マジックと大道芸
の相吉様ご夫婦」や「そ～ら
ん節の井尻小学校4年生有
志」が来てくれました。皆さ
ん笑顔を見せて楽しい一日

昨年1月に山梨厚生病院から異動になりました。牧
丘町在住49歳1児の父です。毎日ご利用者の笑顔に
支えられて、とてもやりがいのある1年でした。今の高
齢者はとても大変な時代を生きてこられた方々で、そ
のお世話をしていることに感謝し、また誇りに思ってい
ます。これからも元気で明るい介護職員を心がけ、繊
細かつ、しなやかな介護を目指していこうと思います。
全てはご利用者とそのご家族のために・・・。
ご意見、自主投稿をお待ちしています。
次号は平成25年8月発行の予定です。

【シンボルマークコンセプト】
シンボルマークは、山梨厚生会であることを明確にし、また、独自
性を持たせるため「山梨のＹ］と「厚生のＫ］を素材として使用し、更に
そこに法人理念「やさしく・親切・ていねいに」を表現したハートをイ
メージさせる形状を融合させました。
色調は、やさしさ・温かさを表す淡いピンクで幸福感を、水・青色を
表すブルーで信頼、清潔感を表現しています。
このマークの下、地域に愛され、信頼される医療機関として今後も
成長していくことを誓うものです。

を過ごされました。
また、当事業所のホーム
ページがリニューアルになり
ました。以前のホームペー
ジよりも断然、見やすく検索
もしやくなりました。どうぞ皆
様ご覧下さい。
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ふ み お

古屋 文男 所属：デイサービス 介護職員

このたび財団法人山梨厚生会の理念である「やさしく・親切・ていね
いに」を視覚的に表現したシンボルマークとロゴタイプが、株式会社
デジタルデビジョン様の協力を得て完成いたしました。

【ロゴタイプコンセプト】
誠実さが表現できるゴシック体をベースに、シンプルな印象の中に
もしっかりと読めることを重視したデザインとしました。更にやさしさと
柔らかさをイメージできるよう、文字の角に若干の丸みを持たせてあ
ります。

2

は～とふる応援団

水戸黄門♪「甲州に立ち寄る」の巻き
日本には昔から万人受けがするヒット作が、江戸の頃から引
き継がれています。その中でも「水戸黄門」は一番だと思いま
す。そこでイベントで「黄門さま」をやろう～という一声で盛り上
がりました。
水戸黄門一行は、長野の善光寺まいりを済ませ江戸へ向か
う途中、ほうとう・鳥もつ煮が有名な、甲斐の国甲州にやって来
た、というところから劇は始まり・・・甲州地域のことを取り入れ
た台本と、おなじみのストーリー・・・そしておなじみのセリフ、格
さん「えぇ～い！この紋所が目に 入ら ぬかぁ～！」「ち ょ っ と
ちょっと格さん、印籠が逆ですよ～」とギャグも入れ皆大爆笑！
ちょっとした殺陣もあり、助さんの「ご隠居、これで甲州にも平
和が戻りましたぞぉ」 そして黄門さまの高笑い！で幕は閉じら
れました。めでたしめでたし。
ご利用者は、おなじみの黄門さまなので、みんな、笑いあり、
涙ありの楽しい劇でした。

マジックと大道芸♪「サリー&タケ」
韮崎のれんげツツジで有名な甘利山の景色
のよい所に住んでいる、相吉丈雄さん、くに子
さん、ご夫婦によるマジックショーと大道芸を
披露して頂きました。
定年後の仲間作りと生きがい作りの為に始
めた趣味。上手く出来なくても、にこにこ笑って
楽しんでくれるお客さん、「あの失敗が良かっ
たね、楽しかったよ、また来うし」と励ましてく
れる声。そんな声や笑顔に、こちらがパワーを
貰って「また、頑張るぞ！」と元気になるとのこ
と。公民館、デイケアセンター、児童会、保育
園、小学校等にボランティアとして年20回程出
演しているそうです。マジック、南京玉すだれ、
皿回し、腹話術、人形劇などをこなさる姿は、
プロを感じました。
また、皿回しは、ご利用者も参加され、上手
に回せることが出来ました。

そ～らん節♪「井尻小学校４年生有志」
甲州市の井尻小学校4年生の有志
20名が集まり、そ～らん節を皆で踊っ
てくれました。
1回の予定が、ご利用者のアンコー
ルで3回踊ってくれました。
あまり見る機会がない踊りを、間近
で見てその若いパワーの迫力に、感
動していました。
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ハートフル塩山のホームページが新しくなりました！
昨年より、山梨厚生会で検討を重ねてきました新ホームページが、平成25年2月1日に公開となりました。
新ホームページでは、サイトを訪問された方が、調べる・利用する・見学する・・・など必要とする情報にアクセス
出来るよう構成されています。
また、文字の大きさを3段階に調整したり、画面をハイコントラスト表示に切り替えたりすることが出来るユニ
バーサルデザインを採用しています。

URL http://www.kosei.jp/heartfull/

「ハートフル塩山」で検索することも出来ます。

【トップページ】

ト ッ プ ペ ー ジ 右 下 に は、
「居宅介護支援センター」
「デイサービスセンター」
「ヘルパーステーション」
「訪問看護ステーション」
「訪問入浴介護サービス」
と、各サービスごとに5つ
のメニューからアクセス出
来るようになっています。

トップページの左上に
「調べる｣
「利用する」
「見学する」
「職員募集について」
と大きなメニューを配
置し、ここからアクセ
ス出来るようにリンク
させています。

【メールフォーム】
「山梨厚生会」
「山梨厚生病院」
「塩山市民病院」
「山梨市立牧丘病院」
「甲州市立勝沼病院」
「ひらしな」
など、山梨厚生会グループ
のホームページにも、ボタン
をクリックすることで、ご覧い
ただけます。

また、メールフォームでのお問
い合わせを新設しました。
介護保険のこと、各サービス
についてのこと、施設見学や
体験サービスなど、お気軽に
お問い合わせいただけます。
今後ますますサイトの充実を
図 っ てまいり ますの で、ご意
見・ご要望をお寄せ下さい。

