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　創心會では介護職員として輝きながら働いてい
る男前スタッフたちの人気投票を行いながら、介
護系養成校の学生さんやその他世間の方に幅広
く、介護職へのポジティブな認識を図っていただ
く活動を始めます。

　皆さん、創心會のホームページにある専用ペー
ジのバナーをクリックしてください。
　そして、1～10番の男前たちに、投票をお願いし
ます。（どなたでも投票できます）
　介護の仕事をしている方、これから就こうとし
ている方の関心に触れ、何か想いが届けばいい
なと思います。

　2016年3月20日（日）、笠岡市観光連盟主催 菜の花フェスティバル2016が開催さ
れました。
　創心會グループは露店で出店致しました。参加の趣旨は、ど根性産ネギの入ったうどんの
提供を通じて障がい者、要介護者の自立支援やケアの可能性を情報啓発する取り組みで
す。販売スタッフは皆、リハビリや介護職員たちばかりです。店に掲げている看板は、この日
に向けて笠岡東中学校美術部の皆さんが作成してくださったものです。笠岡東中学校美術
部の皆さんには、3月にど根性ファームと和―久ステップ笠岡の活動を知っていただく現場
見学をしていただきました。その御縁から、このような交流が実現し大変感激致しました。

　おかげさまで200食用意した、ど根性うどんは完売できました。
　当日、社会参加活動で、リハビリ倶楽部中洲から旅倶楽部の皆様が来店してくれました。
　旅倶楽部で来られた8名のご利用者様には、リハビリ倶楽部笠岡のご利用者様がプラン
ター栽培されたネギをその場で収穫し、刻んでいただいて、うどんに入れて提供させていた
だきました。大変素敵な交流ができました。
　次回、5月15日（日）ポピーフェスティバルにも、創心會グループのど根性うどんは出店予定です。次
回は、ど根性ぶっかけうどん、略して“どっかけうどん”を検討しています。ぜひ遊びに来てください。
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 第 6 回 Chaya の市開催 第 6 回 Chaya の市開催

後援：倉敷市教育委員会、山陽新聞社、ＲＳＫ

04 イベント情報

飲食品・お酒・たばこ・
医薬品・偽ブランド品・
高額商品など

出店不可

場 所
創心會リハケアタウン
東館駐車場

平成28年

5月14日（土）
10時～14時

地域の方主体での
健康教室や
フリーマーケットを
開催します。

受付TEL
086-420-1500
（Chayaの市実行委員）

申し込〆切：5月13日（金）
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5月14日（土）11:30〜12:30

創心会リハケアタウン東館

小学生から高齢者の方

お子様から、アクティブシニア世代の
タンパク質の摂取について講座／健康体操

地域サポーターの方々
森永乳業㈱岡山営業スタッフ
㈱創心會 塩見(作業療法士)
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講師

●地域サポーターによる健康教室●

フリーマーケットも
同時開催!!

出店無料
（雨天中止）
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4月　創心会リハビリ倶楽部 琴浦 統合

6月　創心会五感リハビリ倶楽部 茶屋町 開設
6月　創心会百年煌倶楽部 茶屋町 開設

4月　創心会ぽっぽ保育園 開設
4月　創心会児童発達支援ルーム心歩茶屋町 開設

4月　創心会ポジリハショート 茶屋町 開設

11月　訪問看護リハビリステーション 名称変更
10月　創心会児童発達支援ルーム 心歩（ココ・ア）笹沖 開設

4月　創心会元気デザイン倶楽部 総社 開設

6月　創心会五感リハビリ倶楽部 玉島 開設
6月　創心会リハビリ倶楽部 玉島 開設

7月　創心会リハビリ倶楽部 帯江 統合

8月　創心会居宅介護支援センター 笹沖 開設

10月　訪問看護ステーション サテライト笠岡 開設

1月　創心会居宅介護支援センター 笠岡 開設

9月　創心会リハビリ倶楽部 琴浦 開設
5月　創心会リハビリ倶楽部 笠岡 開設

10月　創心会五感リハビリ倶楽部 開設
9月　創心会元気デザイン倶楽部 開設

5月　創心会リハビリ倶楽部 中洲 開設
4月　創心会元気生き活き倶楽部 開設

4月　創心会生活環境プランニング 名称変更
4月　創心会リハビリ倶楽部 水島 開設

2月　創心会居宅介護支援センター 児島 開設
2月　創心会リハビリ倶楽部 児島 開設

1月　創心会地域リハ訪問看護ステーション 開設

7月　創心会ヘルパーステーション 倉敷 名称変更
4月　創心会リハビリ倶楽部 帯江 開設

6月　創心会リハビリ倶楽部 笹沖 開設

8月　グループホーム心から 開設
7月　アシストリビング創から 開設

10月　創心会リハビリ倶楽部 茶屋町 開設

4月　創心会福祉用具貸与事業所 開設
2月　訪問看護ステーション 開設

10月 居宅介護支援事業 開業
4月 ヘルシーライフ・サポート（福祉用具・住宅改修）、

　　　訪問看護事業 開業

10月  ハッピーネットワーク岡山（訪問介護）開業
4月　法人化

5月　訪問リハビリ事業所 開業

9月　創心会グループホーム心から撫川 休止
9月　創心会リハビリ倶楽部吉備 統合

4月　創心会ヘルパーステーション 岡山 統合

3月　創心会五感リハビリ倶楽部 邑久 開設

8月　創心会リハビリ倶楽部 今 開設

7月　創心会五感リハビリ倶楽部 岡南 開設
7月　創心会五感リハビリ倶楽部 益野 開設

9月　創心会居宅介護支援センター 岡南 開設

2月　創心会リハビリ倶楽部 益野 開設

5月　創心会居宅介護支援センター 邑久 開設
1月　創心会リハビリ倶楽部 東岡山 開設

6月　創心会リハビリ倶楽部 邑久 開設
3月　創心会リハビリ倶楽部 陵南 開設

9月　グループホーム心から 撫川 開設
9月　創心会居宅介護支援センター 吉備 開設

9月　創心会リハビリ倶楽部 吉備 開設
7月　創心会ヘルパーステーション 岡山 名称変更

12月　創心会リハビリ倶楽部 築港 開設

12月　ヘルパーステーションハッピー 岡山 開設
9月　創心会居宅介護支援センター 岡山 開設

10月　創心会リハビリ倶楽部 高松中央 開設
5月　創心会訪問看護ステーション 福山 開設

5月　創心会居宅介護支援センター 福山 開設
4月　創心会五感リハビリ倶楽部 新涯 開設

7月　創心会元気デザイン倶楽部 新涯 開設
7月　創心会リハビリ倶楽部 新涯 開設
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倉敷・笠岡・総社
Kurashiki ,Kasaoka,Souja Okayama,Setouchi Fukuyama,Takamatsu

岡山・瀬戸内 福山・高松

　平成8年創業。創業者 二神雅一は、在宅リハビリテーションの普及と、包括的ケア本物ケア
システムの構築を経営目標に掲げ、訪問リハビリ事業（個人事業）を開業しました。
　平成12年から介護保険制度の施行に伴い事業者指定を取得。訪問看護ステーション、福祉
用具貸与事業所、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所を順次開設し、在
宅生活者の支援に取り組みました。
　平成15年に、現在の本社（創心会リハケアタウン本館）を開設し、グループホームやアシストリ
ビング（住居型有料老人ホーム）を加え、前記のサービス事業所が1か所に完結した総合ケア
サービス企業となりました。
　平成16年からは、『一人でも多くの人に質の高いケアを提供する』という使命のもと、訪問看
護リハビリステーションやデイサービス（リハビリ倶楽部、元気デザイン倶楽部、五感リハビリ倶
楽部、百年煌倶楽部）の普及を進めました。今日では岡山県南全域及び、広島県福山市、香川県
高松市へも展開し、その活動はますます広がっています。
　平成27年、来る2025年問題を見据えた、地域包括ケアシステムの具現化を遂行すべく、新複
合施設（リハケアタウン北館・東館）を整備。リハビリ型ショートステイ、中重度対応型デイサー
ビス、児童発達支援デイサービス、保育所、地域コミュニティベースなど新たなサービス種目を
開設しました。
　これからも地域社会に貢献し、信頼され選ばれる企業を目指し、挑戦し続けています。

　お蔭様で、株式会社　創心會は平成28年5月1日創業20周年を迎えました。
　これも一重に地域の皆様のご支援の賜物と振り返っております。
　今、医療・介護業界は団塊の世代が後期高齢者に達する2025年を焦点に

「地域包括ケアシステム」の構築が最大のテーマです。（少子高齢化が急ピッ
チで進展する中で、大変革は避けて通れないことだと実感しています。）又、この「地域包括ケ
アシステム」の構築が高齢者・障がい者の医療・介護・福祉の改善につながると確信し、微力
ですが創心會も地域の一員として全力で取組んで行く所存です。
　創心會の社名の由来は、私の在宅リハ活動での経験からなるものです。
　利用者の心構えが前向きな状態になっていなければ、どんなに優れた専門サービ
スでも、その効果が出にくいと気が付いたからです。むしろ、利用者の心を『その
気』にする関わり方から支援が始まると考えるようになりました。利用者の萎え
た心を前向きな方向に創る、そのために主体変容の精神で自らの心創りを
行う人の集まりという想いを込めて、「創心會」という社名にしました。
　専門職としてリハ・介護の知識や技術の向上に努めることは当然の
ことですが、社員教育においては、まずは社会人としての接遇や一
般常識を身に付けること、更には人間性の向上を目的とした研修
にも注力して参りたいと考えています。
　20周年という節目を迎え 何よりも感謝の心を大切にして
いきます。創心會のサービスをご利用頂いている皆様は
勿論ですが、地域の皆様や取引先の皆様にも末永く
応援していただける会社を目指して、努力を続けて
参ります。
　引続き ご指導とお力添えをお願い申し上
げます。

節目を考える

リハケアタウン本館

旧本社／元祖リハビリ倶楽部

創心会リハケアタウン（東館）

創心會 福山地域
リハビリケアセンター

創心会リハビリ倶楽部
高松中央

創心会リハケアタウン（北館）

代表取締役社長
二神　雅一


