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もっと知って頂きたいリハのこと
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創心会リハケアタウン（北館）1周年特集

創心会リハケアタウン（北館）管理者はこんな人！

地域包括ケアの
　　　基幹センターを目指して

０１

地域に根ざすリハケアタウン

下電観光バスと創心會のコラボレーション旅行企画。
創心会デイサービスのご利用者様を対象に半年に1
度実施しています。
日頃のリハビリの成果を発揮し、障害をもちながらも
「できる」ことを知り、生きがいをもった生活につなげ
たいという思いで取り組んでいます。
今後は地域の皆さまとの交流の機会をもち、地域の方
一人ひとりが安心できるまちをつくっていきます。
第一回目の地域旅行として、多くの方のご参加をお待
ちしております。

介護支援専門員（以下ケアマネジャー）は月に1度の定期訪問に周りながら、ケアプランの実施状況の把握やモニタリ
ングを行い、ご利用者様やご家族と面談を行われています。弊社では、この定期訪問の機会を大切に考えております。
調整可能であれば、訪問看護リハビリの提供時間の前後に、ケアマネジャーの定期訪問のご予定を組んでいただくこ
とで、リハビリを実施しているご様子をご覧いただきながらご利用者様の状況報告をさせていただけるのです。ケアプ
ランの達成度合いを測ることにもなり、次の目標設定を共に立案していく効果があります。

同行訪問を通したモニタリ
ングの良さとは、各ご利用
者様の利用状況や課題をリ
アルに感じとれるという利
点があります。特にご本人
様が望まれている課題等は

タイムリーに情報共有が行える事で多職種協
働の解決に向けたプランニングができます。ま
た私の担当している方の中には同行訪問を重
ねる事で生活課題の解決から役割の再獲得、
活動性の向上につながった方もいるので、今後
も各ご利用者様の気持ちに寄り添いながら専
門職の方の力を借りて、生活改善や自立の観点
で支援していければと思います。

ケアマネジャー様からよく「リハビリの時間に訪問するのはリハビリ
の邪魔になると思って・・・」と言われることがありました。しかし、私
たち訪問リハスタッフにとつてリハビリの時間に訪問してくださるこ
とは非常に有難いことです。言葉では表せないご利用者様の表情や
訓練の様子を見ていただくことでより深い情報共有ができる場と
なっております。以前、あるケアマネジャー様は私の訪問時間に毎月

の訪問をしてくださり、ケアマネジャー様の立場からの視点で非常に役に立ったことがあり
ます。ご利用者様、ご家族様からの相談事項をその場でケアマネジャー様が対応してくださ
り、よりスピーディーに物事が対応できたことがありました。本来なら訪問後に訪問リハス
タッフがケアマネジャー様に連絡し、ケアマネジャー様から再度、ご利用者様に確認する流
れが多いですが、上記のように１ヶ月に一度、集まれることでその手間がなくなります。ご利
用者様、ご家族様、ケアマネジャー様、訪問リハスタッフで共有する場を１ヶ月に１度、設け
てくださることでご利用者様に対してよりよいサービス提供に繋がると考えております
のでまずは気軽に担当者へ連絡し、来ていただけたらと思います。

（昼食、観光バス代、高速代、仲介手数料等込み）
※介護保険対象者はお一人様 7,800円

＜ケアマネジャーの定期訪問活動と共に＞

参加費用

申し込み用紙の必要カ所に記入していただき、参加費
と一緒に 創心会のデイサービスにて担当者：泉（いず
み）をお呼び出し下さい。　
♪併設のパン屋（チャヤカフェ）にお声掛けください♪
申し込み用紙 締め切り：4月1日（金）16:00まで
参 加  費  用 締め切り：4月8日（金）
おつりのないようにお持ちください。

申し込み方法

旅リハって何？

春の旅リハ春の旅リハ
広島県竹原市 日帰りバスツアー広島県竹原市 日帰りバスツアー

平成28年4月17日（日）平成28年4月17日（日）平成28年2月29日（日）平成28年2月29日（日）

お一人様 6,500円 

ケアマネジャーの感想ケアマネジャーの感想 訪問リハの立場より訪問リハの立場より

そうじゃ吉備路マラソン
元気デザイン倶楽部総社には、創心會ロゴマーク入り
の赤Tシャツを着たランナーたちが大集合！！！今年も
弊社のリハビリ・介護職員たち約50名が一丸となり、
地元イベントを盛り
上げました。沿道か
らのご声援のおかげ
で、多くのスタッフ
がガッツポーズをし
ながら笑顔でゴール
しました。ファミリー
マラソンでは、児童
発達支援ルーム心
歩の職員や訪問リハビリスタッフたちが、子どもたち
のご家族と一緒に参加しました。小さな歩でもしっか
りと前を向いて、ひたむきにゴールを目指す子どもた
ち。それを沿道から応援する、ご家族や職員たち、皆の
気持ちが多くの人の心を動かしました。昨年よりも3
分44秒縮めてゴールした山口大和君は、昨年よりも歩
行する距離が増えました。ご利用者様、ご家族様と共
に感動を共有でき、パワーをいただけました☆

03
ケアプランの達成に向け、モニタリングを大切にしています。ケアプランの達成に向け、モニタリングを大切にしています。

もっと知って頂きたいリハのこと

リハビリ・介護スタッフたちが快走！リハビリ・介護スタッフたちが快走！
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広島県竹原市 日帰りバスツアー広島県竹原市 日帰りバスツアー
05 春の旅リハ
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地域包括ケアの基幹センターを目指して
　地域の皆様、おかげさまで、創心会リハケアタウン
北館は平成28年4月1日をもって、開設一周年を迎え
ました。これも一重に皆様のおかげです。誠にありが
とうございます。
　このリハケアタウン事業は訪問・通い・泊り機能が
集約された多機能施設です。今後の地域包括ケアシ
ステムを担う期待と使命を帯びて開設致しました。
　特に北館は高齢者・障がい者・児童支援など複合

的な取り組みができています。
それぞれの事業所の特色を地域の皆様にもっ
と知って頂き、誰しもが等しく住み慣れた地域の
中で安心して暮らせるためのお手伝いをさせて
頂きたいと思います。
　これからもより一層のご愛顧ご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

2025年に向けた厚生労働省の進める地域包括システムの具現化につ
いて「創心流」のリハビリケアを中心としたサービスの中で、新たなサー
ビスを利用者様、家族様及び地域に包括的に提供するために、ショート
ステイを核とした複合サービス施設を本社近隣に建設する。

■自分のストレス解消法やリラックスする
方法について教えてください
ひたすらおしゃべりする　笑う　甘いものを食べる
■好きなものについて
・好きな音楽は？：Mr.Children
・好きな食べ物は？：お好み焼き
・好きな本：世界遺産関連
・好きな映画：ジブリ映画
・好きなＴＶ：あさが来た
・好きな芸能人、著名人は？：ディーン・フジオカ
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
この業界で働いていた方が楽しそうに仕事の話を
していたことがきっかけです。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時
ですか？

五感リハビリ倶楽部は認知症デイサービスですので、ご利用者様の中には、デイサー
ビスを利用していることがインプットされていない方も多くいらっしゃいます。帰宅する
と“どこへ行ってきたのか？”“ずっと家にいてどこへも出かけていない”とおっしゃる方
もいます。そういった方でも、朝来所されると「ここへ来るのが楽しみ」と話される方や、
当たり前のように洗濯物を畳んでスタッフに渡してくださる方が大勢います。そういっ
た、ご利用者様の楽しみや役割が自然な形で日常になることが大変嬉しく、その日常
を支えてくださっている、ご家族様やスタッフにも感謝感謝の日々です。
■自事業所の良い所をPRしてください。
五感リハビリ倶楽部は、ただゆっくり穏やかに過ごしていただくだけの認知症デイサー
ビスではなく、意識的に五感を使っていただき脳活性を図り、同時に運動機能面の維
持向上も図っています。小さな子ども達との交流が多く、楽しみながら心身ともに活性
化することが期待できます。上記の「業務の中での喜び」で挙げさせていただいたよう
に自然にご利用者様に受け入れられ、活動に繋がり、認知面、運動機能面が維持向上
されるようソフト面、ハード面での工夫が書ききれない程多くなされています。ぜひ一
度見学にいらしてください。明るく楽しいスタッフが皆様のお越しを心よりお待ちして
います。

○通所介護事業所（中重度対応型）約400㎡
　うち機能訓練室兼食堂は約175㎡ 定員　50名
○五感（認知症対応型通所介護）約140㎡
　うち機能訓練室兼食堂は約74㎡ 定員　12名
○児童デイサービス
　（発達支援・放課後デイ）約120㎡ 定員　10名
○事業所内保育　約140㎡ 定員　最大　19名
○施設外就労作業場　約75㎡　
○厨房　約55㎡

○所在地 倉敷市茶屋町1720-1
○敷地面積 2,898㎡（約878坪）
○建物床面積 1F　1,210㎡（約366坪）
 2F　1,275㎡（約386坪）
 3F      250㎡  （約75坪）
○延床面積（1F・2F) 2,485㎡（約753坪）
○可能駐車台数 約50台

○短期入所生活介護事業所（従来型）約1,200㎡
　うち機能訓練室兼食堂は約340㎡（廊下を含む）
○居室は約11㎡×40名＝約440㎡ 定員　39名

○遊技場・庭　約200㎡

事業目的

事業内容

施設概要

1F

2F

3F

浦道　さとみ

◆年　齢　？？歳
◆血液型　O型
◆出身地　岡山市

◆所　属　五感リハビリ倶楽部茶屋町

■自分のストレス解消法やリラックスする
方法について教えてください
ホットになる飲み物と、少しのおいしい料理とお菓
子、と気心知れた人との会話
■好きなものについて
・好きな音楽は？：ロック系、バラード系
・好きな食べ物は？：野菜がおいしいイタリアンか、
和食、パン（おススメのお店があれば教えてくださ
い。パンはチャヤカフェでしょうか？！）
・好きな本：ドキュメンタリーか、専門誌（仕事、趣
味、など）　小説なら（曾野綾子、東野圭吾、桐野
夏生など色々読んでいます）
・好きな映画：最近、見る機会がないですが、洋画
が好きですね、ホラーなど怖いのは絶対見ません
・好きなＴＶ：鉄腕DASH、劇的ビフォーアフター
・好きな芸能人、著名人は？：ヒミツ！！

■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
脳梗塞の祖父を介護してリハビリに興味を持ち、病院でリハビリ職の助手として働い
ていたのですが、病院ではリハ助手として働けなくなり、自分のやって来たことが活か
せると紹介され入社を決めました。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
御利用者様の笑顔を、デイスタッフや色々な方との協力で引き出せたとき、生活の中
で目標を達成できた姿を見た時でしょうか。　あとは、デイスタッフが頑張って目標
持って働いてくれてステップアップしていく時には嬉しいですね。
■自事業所の良い所をPRしてください。
百年煌倶楽部は、御利用者様の介護度が高い方や、後期高齢者の方が多く居られます
が、オープンした当初に比べても、期待以上に活動量が多く持てていて、皆さんがまだ
まだやれるというのを感じさせてくれています。あちらこちらにピアグループが出来
て、そして身体的に重度な方でも、デイサービスやご家族の中で役割を持つことが出
来ている方もいます。フロアーいっぱいに御利用者様とスタッフのにぎやかな声が、広
がっています。

山川　恭子

◆年　齢　昭和34年生・57歳
◆血液型　Ａ型
◆出身地　倉敷市（イオン倉敷の近く）

◆所属　百年煌倶楽部茶屋町

■自分のストレス解消法やリラックスする
方法について教えてください
ディズニーランドへ行くこと
■好きなものについて
・好きな音楽は？：嵐、洋楽、ディズニー
・好きな食べ物は？：フルーツ
・好きな本：特になし
・好きな映画：ディズニー
・好きなＴＶ：特になし
・好きな芸能人、著名人は？：嵐
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
私が保育園に通っていた時にお世話になった先
生に憧れていたから、子どもが好きだから
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時
ですか？

子供が成長していく様子を間近で見ることができた時
■自事業所の良い所をPRしてください。
少人数なので、発達段階に
合わせてゆったりとした保
育を行っています。

植田　有彩

◆年　齢　27歳
◆血液型　A型
◆出身地　岡山県

◆所属　ぽっ歩保育園

■自分のストレス解消法やリラックスする
方法について教えてください
酒蔵めぐり。愛車（ハーレーダビッドソン）に乗り、そ
の愛車をメンテナンスすること。
愛犬と遊んだり、遊んでもらったりしている時など。
■好きなものについて
・好きな音楽は？：尾崎豊　OH MY LITTLE 
GIRL。
・好きな食べ物は？：肉ならオールOKです！
・好きな本：VIBES（バイカーズマガジン）
・好きな映画：ブラックレイン
・好きなＴＶ：洋画のロードショー
・好きな芸能人、著名人は？：所ジョージ、岩城滉一
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
元々高齢者が好きだったことと、お世話になった

社会に対して恩返しをしたくなったから。
介護タクシーやヘルパーの仕事の経験を活かして、今日があります。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
リハケアタウン北館作業場では、創心會や他社の事務作業を請け負っております。
ある時、紙の裁断作業をしていましたら、自分よりも障がいを持つご利用者様の方が
美しく裁断を仕上げておられたときです。共に喜びを分かち合いました。

■自事業所の良い所をPRしてくださ
い。
様々な障害を持つ方、個性を持たれた方が
利用されています。そして豊富なバリエー
ションの作業内容が設けてあります。例え
ば、一人の障がい者の方にも複数の作業を
提案することができます。『自分に合う作業
は何か？』と見つけてもらえることの良さが
あります。選択肢があることは、その方の可
能性の拡がりに繋がると考えています。

浦山　健介

◆年　齢　43歳
◆血液型　Ａ型
◆出身地　倉敷市水島

◆所属　和―久ステップ茶屋町

■自分のストレス解消法やリラックスする
方法について教えてください
運動をして身体を動かし、おいしいご飯を食べて、
ぐっすり寝ること。
■好きなものについて
・好きな音楽は？：Mr.chi ldren・BUMP of 
CHICKENは良く聴いています。
・好きな食べ物は？：白米
・好きな本：ＷＯＲＬＤ ＳＯＣＣＥＲ ＤＩＧＥＳＴ
・好きな映画：最近は邦画全般が好きです。
・好きなＴＶ：スポーツ番組、ドキュメンタリー番組
・好きな芸能人、著名人は？：阿部　寛、千鳥、ジェ
ンナーロ・ガットゥーゾ
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？

色々とありますが、私の妹が知的障がいであり、小さい頃
から発達障がいの方との関わりが生活の中にありました。
妹だけでなく、多くの方と関わりを持たせて頂く中で徐々
に「何かをしなければ」という使命感を感じ始めました。そ
してこの使命感を作業療法士として果たすことが出来た
らと考えたのが、今の仕事をしているきっかけです。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
もちろん元気に来所して下さることが何よりの喜びです
が、利用者様の「出来た」が共有でき、成長を確認できた
とき。保護者様や関係機関の方とお話をさせて頂いてい
て、日々抱えている不安や疑問が解決でき、表情や生活
に変化が感じられたとき。
■自事業所の良い所をPRしてください。
元気が良く、明るいところだと思います。また、支援をさせ

て頂く際に知識や技術ということももちろんではありますが、まずは利用して下さる方
や支えて下さっている方にしっかりと寄り添うことを大切にしてサービスに当たってお
ります。

西江　勇太

◆年　齢　29歳
◆血液型　Ｂ型
◆出身地　笠岡市

◆所属　児童発達支援ルーム心歩茶屋町

■自分のストレス解消法やリラックスする
方法について教えてください
・野球（打撃）某バッティングセンターでホームラ
ンを打って景品をもらうこと
・家族で時間を過ごすこと。
・親孝行
■好きなものについて
・好きな音楽は？：Ｊ―ＰＯＰ
・好きな言葉は？：『弱気は最大の敵』（元広島カー
プ津田投手の言葉）
・好きな本：海賊と呼ばれた男、漫画ですがサラリーマ
ン金太郎
・好きな食べ物は？：鶏肉、ユッケ　オススメの店は
南区藤田にあるパチャマンカ
・好きな映画：いま、会いにゆきます
・好きなＴＶ：ニュース　ＺＥＲＯ

・好きな芸能人、著名人は？：地元の大先輩である読売巨人軍の川相三軍監督
■仕事について
・今の仕事を選んだ理由は何ですか？
プロ野球選手の夢を断念した時（18歳）に、少子高齢化社会の問題があったため、教
育分野か高齢者分野の仕事に就こうと考えて、大学へ進学をして今の仕事に就きまし
た。教員採用試験は受けていませんが教員免許を所有しています。
・日々の業務の中で喜びを感じる瞬間はどんな時ですか？
ポジリハショートを利用されたご利用者様が「ポジリハを利用して歩行が良くなりまし
た。また来ますね。」と利用後に状態の改善を実感されて、帰宅される時に働きがいを
感じています。
■自事業所の良い所をPRしてください。
ポジリハショートはお陰様で1周年を迎えて、週末は35名以上のご利用で稼働させて
いただいております。契約させていただいたご利用者様数は1年間で200名以上にな
ります。今以上にポジリハショートは地域の方やご利用していただく皆様の期待に応え
ていけるようにチームで日々挑戦をして参りますので今後も宜しくお願い致します。

小林　正幸

◆年　齢　32歳
◆血液型　Ａ型
◆出身地　岡山市南区藤田出身

◆所属　ポジリハショート茶屋町

園長 職業指導員
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