
 

   

 

 

 

 
 ― 

第12 号[2019. 7] 

編集：特定医療法人好文会 
地域医療介護連携室 

 
TEL:048-573-5083 

 
    :0120-28-5511 

 

FAX:048-572-2888 

好文会祭もついに10回目！ 

好文会通信

特定医療法人 好文会 
Specific medical corporation koubunkai 

～私たちの願いは、地域の皆様の｢安心な老後生活｣の実現です～ 



   

 

    

    

    

    

    

    

  

R1.5.18 令和最初の好文会祭も 

時を、人を、地域を繫いだ 

ハーティウインド アンサンブル 

神奈月 

よさこいチーム｢望｣ 



 
    

    

    

    

    

    

  

おかげさまで大盛況！！ 

一日でした！！ 

[第 10 回 好文会祭]で 

撮影した写真を 

ご希望の方にプレゼント！ 

詳細は 10 ページへ 

アカデミコス･ダ･グローリア 

テツ and トモ 



 
 

    

    

  
 

 

    

    

    

 

参加後のご意見(アンケートより抜粋) 
 
〇飲み込みのしくみがよくわかって、た

めになりました。楽しく勉強できたの
で、また次回も参加できれば…と思い
ました。 

 
〇明るい雰囲気で他の人の話も聞く事が

でき、良かったと思います。食事も工夫
してやっていきたいと思います。 

 
〇楽しい司会と分かり易いお話、大変有

意義なひと時を過ごさせていただきま
した。参加された皆様も明るく、色々な
経験話をしてくださり、参考になりま
した。主人の場合は、まだ飲み込みも限
られたものしかできませんが、少しず
つでも好きな物が食べられるようにな
ったら…と願っています。 
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おいしく 楽しく ｢介護のつどい｣ 
6 月15 日、好文会のサービスを

ご利用いただいている方のご

家族を対象とした｢第1回 介護

のつどい｣が開催され、6組 8名

のご参加をいただきました。 

前半は｢おいしく 楽しく 食べ

るコツ｣と題した摂食･嚥下に

ついての講義を、後半は｢摂食

回復支援食｣をはじめとした飲

み込みやすい食品の試食、そし

てご参加の皆さまの交流の時

間と盛りだくさんの1時間半で

した。 

この｢つどい｣は、介護という体

験を通して同じような悩みや

経験を持つ方々との交流を目

的としております。また介護保

険や介護技術、負担軽減のアイ

デアなど、情報発信の場として

もご活用いただけるようにと

考えております。 

今回は第1回目の開催というこ

ともあって一部の方への告知

でしたが、今後も定期的に開催

を予定しておりますので、ぜひ

お気軽にご参加ください。 

好文会 

講演：おいしく 楽しく 食べるコツ 

～飲み込みやすい食事とは～ 

講師：老健アルメリア 言語聴覚士 

                管理栄養士 

内容：嚥下の仕組みと飲み込みやすい食材 

   誤嚥をふせぐ食事姿勢 ほか 

好文会も七夕ムード一色に ｢深谷七夕祭り｣の竹飾り 

7月 5～7日開催｢第 69 回 深谷

七夕祭り『みんなの竹飾り』｣

に、今年も好文会各事業所が参

加しました。それぞれ工夫を凝

らした竹飾りは全 7 本。会場で

見つけていただけましたか？ 

各事業所でも、それぞれ七夕

の飾りつけを行いました。 

ちなみに毎年、飾り付けには

藤沢中学校さまの敷地で伐

採させていただいた竹を使

用しているんですよ。 



 
 

    

    

    

    

    

    

 

 
大谷第一･第二 参加人数：26 名 

 
上･中折之口 参加人数：21 名 

老健あねとす 

東都大学看護学科の学生さん

が実習に訪れています。授業で

得た学びを、実践の場として提

供させていただいています。利

用者さまから見ればお孫さん

に近い年齢で、職員とは違う良

い刺激になっているようです。

7 月まで実習予定となります。 

実習ではレクの計画をお願い

し手作りのゲーム大会を開催。

皆さま白熱されていました。 

ようこそ！ 

東都大学の実習生さん 今日のおやつは｢あじさいゼリ

ー｣。水･砂糖･粉寒天を混ぜ、色

とりどりの食用シロップを加

えてゼリーを作り、杏仁豆腐の

下地に盛り付けます。 

皆さま、美味しそうに召し上が

っていました。 

あじさいゼリーを作りました 
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藤白連の皆さまへ出張講座 ためるんピックふかや 登録事業 

今年度も 6 月～7 月にかけて、

藤沢白寿連合会の皆さまを対

象とした｢健康･医療･介護セミ

ナー｣を実施しています。6月度

は 2 地区で開催いたしました。 

今回のテーマは｢口腔ケアと食

事の関係｣で、歯磨きなど口腔

ケアの重要性と口腔ケアと食

事の関連について、また口腔機

能を高める体操などを行いま

した。 

誰しも年齢を重ねるごとに、口

腔･消化機能はだんだんと衰え 

講演：口腔ケアと食事の関係 

講師：老健アルメリア 歯科衛生士 / あねとす病院地域連携室 栄養士 

内容：口腔ケアで病気を予防 食事で口腔内の健康を保つ 健口体操・口腔ゲーム ほか 

月に一度のリハビリレク 

ていきます。いつまでもお口の

健康を保ち、おいしく食事がで 

きるように心がけたいですね。 

6 月 21 日、リハビリレクリエ

ーションを行いました。日々の

個別リハビリに加え、月一回の

集団リハビリです。今回はリハ

スタッフが考案した棒体操。 

個別リハビリも重要ですが、集

団だと良い意味で競争意識が

芽生えるようで、普段より張り

切る方もいらっしゃいました。 

好文会 



 
 

    

    

    

    

    

    

  

繫げたタオル足で引き寄せ、ペットボトルを先に取る”徒競走”ならぬ“取競争”や玉入
れを行いました。半身麻痺の方には職員が少しお手伝いし、普段あまり身体を動かさ
れない方も、頑張ってご参加いただきました。 
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身体が覚えているのか｢私に任せて｣とト
ッピングや焼きを手伝ってくれました。 

笑顔で｢男の子の節句だね｣と、頑張って
こねていただきました。 

フラダンスのイベントで、チーム｢ミノ
アカ｣の皆さんにお越しいただきまし
た。皆さま｢ステキ｣｢アンコール｣と書か
れたうちわを持ち、普段見られない踊り
に喜ばれていました。 

季節の行事 手作りおやつ 
4月 運動会 4月 ピザ 

5月 フラダンス 
5月 柏餅 

七夕にむけ思い思いの願いを込め作りま
した。ペットボトルを使った飾りは加工
が難しく、皆さま苦心されていました。 

多様なデザインの”クラフトバンド”でバ
ッグ作りをしました。完成まで約 3 か月、
ご家族のために作ったという方もおり、
どれも見事な出来でした。 

プラ板を魚の形に切ってやすりをかけ、
色を付けて可愛らしい金魚を作りまし
た。夏の涼を楽しみました。 

令和初めての消防訓練を 5 月

27日に行いました。デイ浴室か

らの出火を想定し、皆さま真剣

に参加されました。 

実際の火災では想定外のこと

も考えられるので、訓練を重ね

いざという時に備えています。 

令和初の消防訓練 

デイでのクラフト制作 
金魚作製 七夕飾り かごバッグ作り 

ゆかりの家 

あねとすホーム上柴/あねとす生きいきデイサービス上柴 



 
 
    

    

    

    

    

    

  

※メール･ホームページからのお問い合わせは 24 時間受け付けています。 

ケアマネジャーのネットワークづくりのため、事例検

討会や情報交換会を行っています。ケアマネジャ

ーだけでは対応が困難になるケースへのアドバイス

等を行います。 

また、高齢者の方が住み慣れた地域で暮らし続

けるため、医療機関やケアマネジャーと連携し、

暮らしやすい地域づくりに取り組みます。 

包括的・継続的ケアマネジメント事業 
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地域の皆さんの心配事 お引き受けします 

地域包括支援センターではこんなことをしています 

地域包括支援センターにはこんなスタッフがいます 

担当地域：人見･柏合･樫合･櫛引･大谷･境･折之口･上野台の一部･ 

上柴東 1～7 丁目･東方の一部(高崎線線路の南側) 

TEL 

メール 

ホームページ 

受付時間 

：048-577-3201 

：anetosusc＠koubunkai.jp 

：https://acsc.koubunkai.jp/ 

：月～金 午前 8:30～午後 5:00 

大里広域地域包括支援センターあねとす病院 

介護全般に関する相談･ケ

アマネジャーへの支援等を

行う専門員です。 

主任ケアマネジャー 

地域に入って住民ニーズや社会資源の把握を行ったり、地域課題について住民の皆さんと一緒に考え、その中で不足する支

え合い活動やサービスの充実に向けて取り組んでいくネットワークづくりを行ったりする｢生活支援体制整備事業｣を進める役

割を果たします。 

第 2 層生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員) 

健康や医療、介護予防のお

手 伝 い 等 を 行 う 専 門 員 で

す。 

経験のある看護師 

権利擁護・虐待問題･成年

後見制度の利用援助等を

行う専門員です。 

社会福祉士 

支援を必要としている方や今後に不安を感じる

方に、介護予防のサービスや日常生活支援のサ

ービスなど、その方に合ったサービスを利用して自

立 した 生 活 が で き るよ うに お 手伝 い します 。 

介護予防支援事業 

地域にお住まいの高齢者の方やそのご家族、地

域住民の皆さまの介護や福祉、生活上の困り

ごとなど、さまざまな相談に対応します。 

総合相談事業 

高齢者の方に対する詐欺や悪徳商法などの消

費者被害への相談や、市町村や関係機関と協

力しながら高齢者虐待の早期発見･把握･防止

に努めます。 

また「成年後見制度」の利用の相談にも対応し

ております。 

権利擁護事業 

地域包括支援センターは高齢の皆さまの総合相談窓口です。困ったときは、お気軽にご相談ください。 

大里広域地域包括支援センターあねとす病院 



 
 
    

    

    

    

    

    

 

5月にあねとす病院でお看取り

させていただいた患者さまの

ご家族から、スタッフへお手紙

を頂戴いたしました。 

掲載のご了承をいただきまし

たので、ここでご紹介いたしま

す。 

あねとす病院では、昨年度 189

名の方を、法人全体では 343 名

の方をお看取りさせていただ

きました。お一人でも多くの方

から感謝の言葉をいただける

よう、スタッフ一同、日々向上

心を持って業務にあたってい

ます。 
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2019 年 4 月より、毎週月曜日に訪問診療を

担当させていただくことになりました風間 俊文

と申します。赴任前は、群馬県で内科診療を

中心として病院勤務をしておりました。 

患者さん･ご家族がご自宅で心穏やかに過ご

すお手伝いをさせていただければと思います。 

経験不足の面もあり、ご迷惑をおかけするかも

しれませんが、ご指導のほどよろしくお願い申し

上げます。 

新任医師紹介 

訪問診療科 

風間
か ざ ま

 俊文
と し ふ み

医師 

また院内では、今年度よりイン

ターネットを利用した学習｢e

ラーニング｣も取り入れ、研修

を行っています。 

患者さまにとっての｢よい看取り｣とは 

6 月18 日、院内で｢第 3 回 看取

りケア勉強会｣を開催いたしま

した。院内でお看取りさせてい

ただいた方の事例をもとに、医

師･看護･介護･リハビリなどの

多職種でグループワークを行

い、今後のケアに活かせるよう

意見を出し合い学びを深めま

した。今後もおおむね 3 か月ご

とに行う予定です。 

深谷市の慢性期医療･介護を担

う好文会は、来たるべき｢多死

の時代｣に向け、多くの方に私

たちの看取りを選んでいただ

けるよう研鑽を積んでいます。 

先生をはじめ、皆々様にはお変

わりなくお仕事にお励みのことと存

じます。 

さて、母の入院中は誠にお世話

になりました。母にはもちろん、私達

家族にもお心遣いいただき、お礼

の言葉もございません。本当にあり

がとうございました。葬儀も終わり

まして、ようやく少しは落ち着きを取

り戻したところでございます。 

 母の死に際しましては、さまざまな

ことが押し寄せてまいりまして、多

大なるご尽力をいただきました皆 

様にも十分なお礼を申し上げるゆ

とりもなく、大変失礼いたしました。

思えば、母の｢ここの病院に連れて

来てくれてありがとう｣の言葉が、皆

様への心からの感謝であったこと

と存じます。 

本来ならお一人お一人にお礼申

し上げるべきところではございます

が、書中をもちまして改めてここに

厚く御礼申し上げます。 

これからもご健勝にてお仕事に

お励みなさいますようお祈り申して

おります。 

あねとす病院 
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バスハイクで緑の王国へ行っ

てきました。新緑ときれいな花

に囲まれ、いい空気を吸うこと

が出来ました。普段は室内で過

ごすことが多いので、皆さまと

ても嬉しそうでした。 

緑の王国へドライブ 

｢めい･らいむ動物病院｣の方々

がワンちゃんを連れてドッグ

ショーを行ってくれました。歌

に合わせて楽しくダンス。小さ

な子から大きな子までとても

かわいらしくてお利口さん。 

利用者さまもワンちゃんと触

れ合えて楽しそうでした。 

華麗なるドッグショー！ 

利用者さまと一緒に園庭に花

を植えました。マリーゴールド

や芝桜など色とりどりの花た

ちを庭いっぱいに敷き詰め、と

ても明るくなりました。植えた

花を見にたくさんお散歩しま

しょうね。 

一緒に庭造り 

アルメリアでは、いつもたくさ

んのボランティアの方々にお

越しいただいております。 

一気にご紹介します！ 

ボランティアさん、いつもありがとう！ 

通所でカフェイベントを行い

ました。メニューはコーヒー、

紅茶、そして生地から手作りの

クレープ。生クリームも愛情も

たっぷり。コーヒーも豆から挽

いてとてもいい香りでした。ク

レープを初めて食べたという

利用者さまも喜んでいました。 

通所カフェが限定オープン！ 

恒例となった買い物イベント

です。介護用品や洋服、食料品

まで揃え、ゆっくり買い物を楽

しみました。今回は日頃から交

流をさせていただいている｢あ

ゆみ作業所｣の方にもご参加い

ただき品数も増え、皆さまの購

買欲もより高まりました。 

恒例のお買い物イベント 

 
南民謡レククラブさま 

 
ハイビスカス花園さま 

 
マジック同好会さま 

 
クローバーF さま 

 
秩父音頭を楽しむ会さま 

老健アルメリア 



 

 
 
    

    

    

    

    

    

 

訪問看護･訪問介護･訪問入浴 あねとす病院 

地域医療介護連携室 

大里広域地域包括支援センター 

あねとす病院 

あねとす地域ケアセンター深谷 

介護老人保健施設あねとす 
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地域包括支援センターが引っ越しました！ 

前号でお伝えしたケアセンタ

ーの移転に続き、5月には｢大里

広域地域包括支援センターあ

ねとす病院｣の事業所が引っ越

しました。同一敷地内なので住

所等に変更はありません。 

これで右図のように｢ケアセン

ター｣｢地域包括支援センター｣

｢地域連携室｣が並び立ち、より

スムーズな連携が可能となり

ました。 

[第 10 回 好文会祭]の写真 

“ほぼ”全部掲示＆プレゼント！ 

[もしもにそなえるサポートブック] 

完成！ 

当法人ではこのたび｢医療と介護 もしもにそなえ

るサポートブック｣を発行いたしました。 

夫が発病し要介護状態になり、やがて最期のときを

迎えるまでの、とある夫婦の生活の様子を漫画形式

で追っていきながら、その時々で必要な医療や介護

のサービスについて理解できるような内容となっ

ています。 

この冊子は、地元のイラストレーターさんの協力を

得ながら好文会の地域連携室が中心となって編集

を行い、先の好文会祭でお披露目として来場者の方

全員に配布させていただきました。ご希望の方は地

域連携室までお気軽にお申し出ください。 

[第 10 回 好文会祭]の会場で、カメラ係が

撮影した写真”ほぼ”全部を、アルメリア

1F ロビーで 8 月末まで掲示しています。

ご希望の方には写真(L 版のみ)もしくは画

像データも差し上げています。 

好文会祭にご来場された方もそうでない

方も、ぜひアルメリアでご覧ください。 

あの時の興奮と感動をもう一度！ 



 
 
    

    

    

    

    

    

    

好文会通信｢Mirai｣第 12 号 お客様アンケート 

ご回答ありがとうございました。 

Q1. 今年で｢好文会祭｣も 10 回目を迎えました。ほかにも当法人で 

さまざまな地域むけの活動を行っていることをご存知ですか? 

Q4. その他、ご意見・ご要望等ご自由にお書きください。 

Q3. 今後、好文会で取り組んでほしい地域むけ活動やイベント等は 
ありますか? 

Q2. ｢はい｣とお答えになった方にお伺いします。 
それはどんな活動でしたか? 

キリトリ線 

 

キ 
リ 
ト 
リ 
線 

はい いいえ ・ 

このたびは本冊子をご覧いただきありがとうございます。 

よりよい紙面づくりと法人のサービス向上に資するため、 
よろしければ下記のアンケートにご協力ください。 

アンケートはがきからの 

みなさまの 

今年度、｢あねとすデイサービ

ストレーニングセンター｣｢あ

ねとす在宅事業部｣の 2 サイト

がオープンしました。 

ご利用の流れやサービス内容

などが掲載されているほか、お

問い合わせも可能です。 

ぜひ一度訪れてみてください。 

今年度も[秋季物故者追善供養会]を挙行いたします 

昨年9月に埼玉セレモニー深谷

で挙行させていただいた｢秋季

物故者追善供養会｣を、今年度

は9月 14(土)に執り行うことと

なりました。 

好文会の各施設、在宅で看取ら

れました物故者の皆様方の生 

前を偲び、御霊に心からご冥福

をお祈り申し上げたいと存じ

ます。 

ご遺族の皆様には、のちほどご

参列のご案内をお知らせいた

しますので、ご参列賜りますよ

うお願い申し上げます。 

デイサービストレーニングセンター、在宅事業部のサイトがオープン！ 

あねとすデイサービストレーニングセンター あねとす在宅事業部 
(訪問看護ステーション･訪問介護・訪問入浴・地域ケアセンター深谷) 

https://training.koubunkai.jp/ 

https://homecare.koubunkai.jp/ 

ご意見･ご感想などお気軽にお寄せください！ 



  

  
 

 

機能強化型 在宅療養支援病院 あねとす病院 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 

TEL:048-571-5311 FAX:048-572-8800 
 

介護療養型老人保健施設 アルメリア 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見２０３１番地 
TEL:048-574-8777 FAX:048-574-8822 
 

介護老人保健施設 あねとす 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-570-0511 FAX:048-570-0512 
 

あねとすホーム上柴[あねとす生きいきデイサービス上柴] 
〒366-0051 埼玉県深谷市上柴町東１丁目１６番８ 
TEL:048-598-3311 FAX:048-598-3372 
 

短期入所生活介護 ゆかりの家 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見２０５１番地１ 

TEL:048-574-3900 FAX:048-574-6200  
あねとすデイサービストレーニングセンター 
〒366-0801 埼玉県深谷市上野台３１８０番地１ 
TEL:048-577-3483 FAX:048-577-3725  
あねとす訪問看護ステーション 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 

TEL:048-577-4311 FAX:048-577-4334  
あねとす訪問介護 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 

TEL:048-574-1540 FAX:048-572-0187  
あねとす訪問入浴 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 

TEL:048-573-0096 FAX:048-572-0187 
 

あねとす地域ケアセンター深谷 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-501-5500 FAX:048-501-5533 
 

大里広域地域包括支援センター あねとす病院 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-577-3201 FAX:048-577-3261 

特定医療法人 好文会 グループ 

外来診療担当医 診療時間･･･9:00～12:00 / 13:30～16:00  (受付 8:30～11:30/13:15～16:00 ) 

診療科目 月 火 水 木 金 土 

午 

 

前 

内科外来① 門倉 由幸 
[一般内科] 

髙橋 一夫 
[一般・神経内科] 

中野 秀幸 
[一般内科] 

門倉 憲夫 
[一般内科] 

大塚 真 
[一般・神経内科] 

門倉 憲夫 
[一般内科] 

内科外来②    大塚 真 
[一般・神経内科]  上野 泉 

[糖尿病・漢方] 

整形外科 新井 玄  新井 玄  松丸 聡  
 

午 

 

後 

内科外来  
門倉 由幸 

※第 2･4 予約制   
大塚 真 

[認知症外来] 
上野 泉 

[糖尿病・漢方] 

整形外科 新井 玄  新井 玄  松丸 聡  

皮膚科外来      
群馬大学 
皮膚科医  

訪問診療担当医 

金井 稔  萱塲 誠人  門倉 由幸  反町 千里  金子 由夏  林 順子  中村 淳  風間 俊文 

 

※通院に便利なお車での無料送迎も行っております。お気軽にお問合せください。 あねとす病院 診療担当表 [2019 年 7 月] 

 

1 

 

2 

 

探訪 
まちかど 

vol.10 

vol.9 

深谷シネマ 

をご紹介します。 
店主で｢埼玉県伝統工芸士｣の資格を
持つ"鬼板師"塚越 久義氏は、深谷市
柏合出身で、15 年ほど前に県の伝統
工芸後継者育成事業に参加し鬼瓦の
職人に師事。23 歳から小川町の富岡
鬼瓦工房にて鬼瓦づくりの修行を積
み、その後七ツ梅酒造跡にご自身の
店を構え、鬼瓦をはじめとした工芸
品の製作を行っています。 

当時、関東圏域でも 5 名ほどし
かいなかった鬼瓦職人は、現在
では塚越氏を含め 3 名程度とな 

vol.10 
LOTUS Cafe 

& 

IGARASHI 

COFFEE 

今回は、深谷市深谷町
の｢鬼瓦工房  鬼義｣様 

vol.11 

鬼瓦工房 

鬼義 

深谷市深谷町 9-12 

TEL. 050-5235-0575 
E-mail. onigawara@oniyoshi.com 

営業時間 9:00～17:30 
定休日 土･日(※予約来客は可) 

ってしまったそうです。 
本来は魔よけの意味で使われる鬼瓦
のほか表札や家紋の瓦も手がけてお
り、どなたでも購入できます。 
メールでも受注していますが、実際
に来店して注文する方が圧倒的に多
く、県外から足を運ぶお客様もいら
っしゃるとのこと。また、”ふるさと
納税”の返礼品としても出品してい
るそうですよ。 
職人の手で一つひとつ心を込めて作
られる鬼瓦、皆様のお宅にもぜひ！ 

1. 瓦を製作する塚越氏。 2. 工房外観。 

フリガナ  
性別 

□ 男 

□ 女 お名前 様 

〇一般の方 

年齢 
 
 

フリガナ  

ご住所 〒  

 

 

お電話 (      )        － 

〇医療福祉関係の方 

フリガナ  

ご事業所  

職種  

ご連絡先 (      )        －  
※当法人は｢個人情報の保護に関する法律｣その他の関連法令を遵守し、適切に取り扱います。 

お客様からお預かりした個人情報は上記の利用目的以外には使用しません。 

特定医療法人 好文会 

3 6 6 8 7 料金受取人払郵便 

差出有効期間 
2019 年 

9 月 30 日まで 
(切手不要) 

深谷郵便局 
承 認 

郵便はがき 

(受取人) 

埼玉県深谷市人見１９７５番地 

地域医療介護連携室 行 

9 0 

196 

キリトリ線 

 

キ 
リ 
ト 
リ 
線 

□ 10 代以下 

□ 50 代 
□ 20 代 

□ 60 代 
□ 30 代 

□ 70 代 
□ 40 代 

□ 80 代以上 

 
お客様情報記載欄 ※記載は必須ではありません。 


