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～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～ 



 
 

    

    

  
 

 

    

    

    

    

あけましておめでとうございます。謹んで新春のお喜びを申し上げます。 

昨年中は地域の皆様に私たち特定医療法人好文会をご利用いただきまして誠にありがとうござい

ました。また、法人にかかわる事業者の皆様には大変お世話になりまして誠にありがとうござい

ました。おかげさまで無事に新年を迎えることができました。本年もどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

昨年は大型台風による自然災害の恐ろしさを身近で感じる年でした。川越の高齢者施設が浸水し

た映像を見ましたし、広い範囲で犠牲になられた方々が大勢いました。その多くが 65 歳以上の高

齢者だったそうです。心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、明るい話題としては新天皇陛下

即位、令和の時代、新しい時代の始まりに新たな気持ちになった年でもありました。即位の儀式関

連の中でも天皇皇后両陛下のパレードは特に明るく華やかなものでした。平和で穏やかな、幸福

な時代であって欲しいと願わずにはいられません。 

｢令和の時代｣は私たち医療介護に携わるものにとってこれまで以上に大事な時代です。少子高齢

化がますます進み、2022 年からは団塊の世代が後期高齢者になり始めます。急速に医療･介護の需

要が高まります。住み慣れた地域で持続して支えていける医療介護体制の構築を急がなければな

りません。長寿化で複数の慢性疾患を抱える方や認知症の方は増え続けています。急性疾患から

慢性疾患に疾患の主体が変化していることも肌で感じます。病気をコントロールしながら本人の

希望に沿って、地域で生活を続けることの大切さ。｢治す医療｣から｢癒し、支える医療｣への転換が

急がれます。在宅医療の充実が欠かせません。病気や事故で亡くなるより老化に伴う自然な老衰

で亡くなる方が多い時代がやって来ます。すでに死亡原因は悪性新生物(癌)、心疾患に次いで老衰

が第 3 位になっています。これまでの医療介護の常識が通じない、医療介護の地殻変動的な大転

換時代が来たと感じています。医療だけでない、介護だけでない、医療介護が一緒に提供されるこ

とはもちろん、いつも生活している地域、場所で療養する時代が来ています。生活インフラとして

の医療介護サービス体制づくりが課題です。私たち好文会は高齢社会の生活インフラとして地域

の安心、安全に貢献するために｢高齢者生きがい生活支援システム｣を構築し、地域の皆様の安心

な老後生活の実現を目指しています。ラグビーワールドカップ日本大会で日本代表が体格で勝る

世界の強豪国相手に臆することなく果敢に挑んで行く姿に手に汗握り、夢中になり、感激、感動

し、日本中が大いに元気エネルギー、パワーをもらいました。その大活躍にあやかり私たち好文会

職員一同も力を合わせて、今年も課題に挑戦して参りたいと思います。地域の皆様には本年もこ

れまでと変わらず、ご支援、ご鞭撻をいただけますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

最後になりましたが、地域の皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新しい年が地域の皆様にとって

素晴らしい年でありますことをお願い致しまして新年のごあいさつとさせていただきます。 

11 月 16 日(土)、｢好文会 第 2

回 介護者のつどい｣を開催い

たしました。今回は法人全事業

所からの参加案内により、9 名

の方にお集まりいただきまし

た。また、ご参加いただいた方

がご利用になっている事業所

からもスタッフが参加し、賑や

かな会となりました。 

テーマは第 1 回と同様『おいし

第 2 回｢介護者のつどい｣ 

講演：おいしく 楽しく 食べるコツ 
 
講師：アルメリア 言語聴覚士 / 管理栄養士 
 
内容：嚥下の仕組み / 誤嚥をふせぐ食事姿勢ほか 
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好文会 

新年のご挨拶 

門倉 由幸 
特定医療法人 好文会 理事長 

あねとす病院 院長 

く 楽しく 食べるコツ ～飲み

込みやすい食事とは～』とし、

キューピー様より｢やわらか

食｣のサンプルをいただき試食

も行いました。 

また、今回はご参加の皆さまか

らだけでなく、好文会職員から

も現役介護者が参加し、お話を

伺ったりアドバイスもさせて

いただきましたよ。 



 

 

    

    

    

    

    

    

  

理事長が｢人生会議｣について地域の皆さまに講演 

『人生会議』とは・・・ 

｢人生会議｣とは、もしものときのために、あなたが望む医療やケアについ

て前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有す

る取組のことです。厚生労働省では、今まで｢ACP:アドバンス･ケア･プラン

ニング｣として普及･啓発を進めてまいりましたが、より馴染みやすい言葉

となるよう｢人生会議｣という愛称で呼ぶことに決定しました。 

(厚生労働省 HP[｢人生会議｣してみませんか]より) 

『ACP(アドバンス･ケア･プランニング)』とは・・・ 

自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、医

療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組を｢アドバンス・ケア・プラ

ンニング(ACP)｣と呼びます。 

(厚生労働省 HP[自らが望む人生の最終段階における医療・ケア]より) 

9 月 25 日(水)、キララ上柴 L･フォルテにおいて、

深谷市･深谷寄居医師会主催｢在宅医療･介護連携

研修会｣が開催され、当法人の門倉理事長が地域

の皆さまに『さあはじめよう! ｢ACP(アドバン

ス･ケア･プランニング)･人生会議｣』の講演をさ

せていただきました。会の最後には｢もしバナゲ

ーム｣を使った ACP 体験の時間も設けられ、ご参

加の皆さまも盛り上がっていたご様子でした。 

あねとす病院をはじめ、好文会事業所においても

ACP･人生会議への取り組みは始まったばかりで

すが、患者さまやご家族のよりよい療養生活、そ

して最期のときをお迎えいただくために、今後も

このような啓発活動に尽力してまいります。 
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好文会 

年末恒例 クリスマスコンサート 
12 月 14 日(土)、年末恒例の｢あ

ねとすクリスマスコンサート

2019｣を病院ロビーで開催いた

しました。今回は地元深谷でご

活躍されている音楽家の方々

を中心にお招きし、昨年を上回

る 190 名以上のご来場をいた

だきました。 

曲目も、お馴染みのクラシック

音楽あり、童謡･唱歌あり、クリ

スマスソングあり、そしてアン

コールには深谷市歌も披露し

ていただきました。終盤は音楽

教室の生徒さんも含めた演奏

に、観客の皆さまからも大変ご

好評をいただきました。 

来年もたくさんのご来場をお

待ちしています！ 

ありがとうございました！ 

あねとすクリスマスコンサート 2019 
 
出演：フルート-川上 葉月氏 / ソプラノ-笠原 愛氏 / ピアノ-古澤 玲奈氏 / バリトン-池田 敏也氏 / 月音おんがく教室生徒の皆さん 
 
曲目：乾杯の歌～オペラ｢椿姫｣より～ / オーソレミオ / 花のワルツ～バレエ｢くるみ割り人形｣より～ / フィレンツェの花売り娘 / クリスマスメドレー 

   私の愛しいお父さん～オペラ｢ジャンニ･スキッキ｣より～ / 献呈 / 闘牛士の歌～オペラ｢カルメン｣より～ / カルメン幻想曲 / 冬メドレー ほか 
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好文会 

俊仁会様の｢地域包括ケア研究発表会｣に参加 

10 月 27 日(日)、特定医療法人 

俊仁会様が主催する｢第 5 回 

地域包括ケア研究発表会 ～医

療と福祉の垣根を取っ払おう

～｣に、好文会職員もシンポジ

スト･研究発表などで参加させ

ていただきました。 

◇シンポジウム 

『それぞれの地域包括ケア…現在･過去･未来～3 法人の取り組みから考える～』 

 -あねとす病院 看護部長 
 
◇研究発表 

『利用者家族に対する意思決定支援～状態に合わせた看取りへの準備～』 

 -あねとす訪問看護ステーション 
 
『｢よし入ろう!｣その一言で～痛みと骨折のリスクが高い利用者の入浴サービスを通して～』 

 -あねとす訪問入浴 
 
『当院地域包括ケア病棟リハビリテーション対象者推移と今後について(誌上発表)』 

 -あねとす病院 リハビリテーション科 

『介護療養型老人保健施設について』 

 -介護療養型老人保健施設アルメリア 
 
『夫婦の願いが叶うまで～法人内連携の活用～』 

 -介護老人保健施設あねとす 

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 

この冬、生きいきデイがリニューアル！ 

生きいきデイでは、柔道整復師のスタッフを迎え

マッサージコーナーを開設、また秋田玉川温泉の

｢足温浴｣やメドマー、低周波治療器といった機器

を導入し、ご利用いただく皆さまに極上の癒し空

間をご提供する環境を整えました。ほかにも、機

能訓練やレクリエーションも今までより大幅に

強化しています。 

1 月 8 日(水)･9 日(木)･10 日(金)の 3 日間は、リ

ニューアルオープンイベントも開催。その模様

は次号でお届けいたします。 



 

 

    

    

    

    

    

    

 

老健あねとすの｢レクリエーション介

護士｣が、東都大学の学生さんにレク

リエーションに関しての講義を 2 日

間行いました。1 日目はレクの意義や

役割、種類など、またレクが福祉に導

入されるようになった歴史などを学

んでいただき、2 日目は学生さんご自

身で立てた企画書をもとに、グループ

に分かれて実習を行っていただきま

した。100 名以上の学生さん、みな真

剣に聴講していらっしゃいましたよ。 

皆さん、来年の実習でお待ちしており

ます！ 

東都大学で講義を行いました 

11 月 26 日(火)、熊谷の八木橋百貨店で

開催された｢第 15 回 彩の国老健ひろば｣

に参加しました。このイベントは埼玉県

介護老人保健施設協会が主催し、これま

では県南中心で、県北では初だそうです。 

会場内は健康測定や健康相談、災害対策

などのコーナーが設けられ、我が老健あ

ねとすブースにも多くの方が立ち寄って

くださいました！ 

｢老健ひろば｣に出展 
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老健あねとす 

11 月 15 日(金)の調理レクはネ

ギ焼き作りで、小麦粉･顆粒だ

しなどで作った生地に小口切

りの長ネギを混ぜ、桜えびや天

かすをお好みで加えました。両

面しっかり焼いたらポン酢や

ソースなどをつけて完成です。 

みなさん美味しそうに召し上

がっていました。 

楽しく調理レク 

活気あふれるクリスマス会 

12 月 20 日(金)、今年最後の行事であるクリスマス会を

行いました。昨年に引き続きフルートとファゴットの

奏者｢タカエとヒロコ｣様を招待し｢はるもにあ･サンタ

スのおしゃべりコンサート｣を開催しました。演奏後に

は職員より利用者の方々へクリスマスプレゼントをお

渡ししました。 



 

 

    

    

  
 

 

    

    

    

 

あねとす病院は｢訪問診療｣を

おこなっています。｢訪問診療｣

は、具合が悪くなった時だけ診

察に伺う｢往診｣とは違い、お一

人での通院が困難な患者さま

のお宅に日ごろから医師が定

期的にお伺いし、計画的に健康

管理をおこないます。また定期

訪問に加え、緊急時には365日

/24 時間体制で対応、必要に応

じて臨時往診や入院の手配な

どもおこないます。 

当院は平成 20 年から訪問診療

を開始いたしました。当時と比

べると、全国的にも訪問診療を

受けている患者さまは大幅に

増え(図 1)、その大半が 75 歳以

上の方となっています。またそ

れに伴い、在宅医療における中

心的な役割を担う｢在宅療養支

援診療所･病院｣も全国的に

徐々に増加しています(図 2・3)。 
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あねとす病院 訪問診療科 

自宅で療養するという選択 

 

あねとす病院は現在、埼玉県北

部医療圏で唯一の｢機能強化型

在宅療養支援病院｣として地域

の在宅療養を支えています。あ

ねとす病院は常勤医3名、非常

勤医4名、看護師4名が勤務し、

平成30年度はのべ 5554件の訪

問診療、電話での対応40件、臨

時の往診443件、73件の看取り

をおこなっています(右ページ

図)。 

患者さまがご自宅で安心して

[図 2] 在宅療養支援病院･診療所数推移 
(全国) ※厚生局調べ、数字は事業所数 

[図３] 在宅支援病院･診療所数 
(2017 年度 埼玉県/深谷市) 

※厚生局調べ 

 数字は事業所数 

[図 1] 在宅患者訪問診療料の算定件数推移 
(全国) 

※厚生労働省調べ 

数字はレセプト件数/月 

2019 年 10 月より療養病棟 2

階と 4 階を担当させていただい

ております山元と申します。今ま

で高齢者中心の一般内科とし

て勤務してまいりました。 

入院される患者さんおよびご家

族の皆さまに少しでもお役に立

てればと思います。今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 

新任医師紹介 

一般内科 

山元
や ま も と

 浩司
ひ ろ し

医師 

療養生活を続けられる

よう、法人内の各事業

所とも連携しながら総

合的にサポートしてい

ます。 

訪問診療をご希望の際

は、あねとす病院 訪問

診療科へお気軽にご相

談ください。 



 
 

    

    

    

    

    

    

  

あねとす病院訪問診療 看取り数推移 

※数字は件数、嘱託施設での死亡診断含む ※数字は件数 

あねとす病院訪問診療 往診等実績(2018 年度) 

あねとす病院 

訪問診療科 

Tel.048-571-5311(代) 

あねとすデイサービストレーニングセンター 
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あねとす病院 

今秋、あねとすデイサービスト

レーニングセンターは創設 5

周年を迎えることが出来まし

た。これもひとえに皆さまのご

支援の賜物と、スタッフ一同感

謝しております。 

開設当時はわずか5名の利用者

さまからはじまった当センタ

地域の皆さまに支えられて 5 周年！ 

ベリーダンスで大盛り上がり！ 

ベリーダンスのボランティア

の皆様がご来館されました。 

エキゾチックな雰囲気のオリ

エンタル衣装に身を包み、素敵

なダンスを披露して下さいま

した。利用者様もヒップスカー

フを腰に巻き、一緒にダンスを

踊り大いに盛り上がりました。 

ーも、いまでは約 190 名のご登

録をいただいております。 

利用者さまとご家族、地域の

方々に末永く愛される施設と

なるよう努力して参りますの

で、今後ともよろしくお願いい

たします。 

臨時 

往診 

往診 443 時間外 

往診 

深夜 

往診 

休日 

往診 

緊急 

往診 

312 

48 

43 

26 

14 

電話 

対応 

40 
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老健アルメリア 

毎秋恒例、運動会を開催 

ゆかりの家 

季節の行事 

袋に入れたサツマ芋をつぶしなが
ら、「昔のうどん作りを思い出すね」
と話される方もいました。 

手作りおやつ 

10 月 スイートポテト 

甘い物は皆さまお好きなようで、ア
イス・はちみつをたくさんトッピン
グしていました。 

12 月 フレンチトースト 

焼いている時など、「お祭りに来た
ようだね」と話してくれました。 

11 月 たこ焼き 

玉入れ、スリッパ飛ばし、あめ玉す
くいなど皆さん体を動かし参加さ
れました。 

10 月 秋の運動会 

玄関前にクリスマスの飾りつけを
しました。写真を撮られて帰られる
利用者さまもいました 

12 月 クリスマス飾り 

釣りはカエルが人気で皆さまカエ
ルばかりを狙って釣っていました。 

11 月 釣り大会 

紅組(2 階)と白組(3 階)の対抗戦で、今回は紅組が優勝しまし
た。風船バレーで白熱した勝負！皆様で力を一つに取り組まれ
ました。その他、ジェンガ･玉入れ･職員対抗リレーと最後まで
大変な盛り上がりでした。 



太鼓に合わせ民謡を踊っていた
だき、利用者さまも合わせて手
を動かされ楽しまれました。 

今年で 2 回目になるアルメリアのハロウィン。この日だけはスタ
ッフ全員で仮装して業務を行っています。 
いつもと違う雰囲気で利用者さまやご家族も楽しんでくれていま
した。藤沢保育園の園児の皆さんも参加し、にぎやかなハロウィ
ンになりました。 

 

 

    

    

    

    

    

    

   

コスモスが見ごろの時期にパ
ティオまでドライブに行きま
した。11 月でしたが暖かく、
皆さま笑顔でした。 
お土産のコスモスをユニット
のテーブルに飾って華やかに
なりました。 

厨房スタッフ主催でライブキ
ッチンを行ないました。 
利用者さまの目の前でお寿司
を握って「ヘイお待ち！」。
久々のお寿司に舌鼓を打って
みなさん大変喜ばれました。 

9 

通所露天の足湯 

今年最後の足湯は冬至に合わ
せたっぷりの柚子で温まって
いただきました。夏はノンア
ルコールカクテル、梅ジュー
ス等季節ごとの飲み物で、1 年
を通じ午後のレクの時間に楽
しんでいただいています。 

老健アルメリア 

ライブキッチン コスモスドライブ 

ボランティアの皆様 

トーンチャイムの演奏に、皆さ
ま曲に合わせ歌ったり鈴をなら
したり、楽しく参加されました。 

アルメリア・ハロウィン！ 

【トーンチャイムの慰問】 

【埼玉深谷八木節愛好会】 
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大西 秀樹教授の講演会を 
開催いたします 

このたび、埼玉医科大学国際医療センター 精神

腫瘍科教授で、テレビ番組『世界一受けたい授

業』などでもお馴染みの大西秀樹先生をお迎え

しご講演いただくこととなりました。 

2007 年に国内初の｢遺族外来｣を開設され、以来

20年以上にわたって患者さまやご家族の心と身

体の痛みに寄り添ってこられた大西先生に、ご

専門の精神腫瘍学や死生学、また最近話題の人

生会議･ACP(アドバンス･ケア･プランニング)

年末年始のイルミネーション 

 今年も、恒例冬のイルミ

ネーションを行いまし

た。例年、年明け第 2 週

頃まで点灯予定です。今

シーズン見逃した方も、

次回ぜひご覧ください。 

昼の部(一般の方)         13：30～15：00 

｢人生の卒業までにできること｣  
 
夜の部(医療福祉関係の方) 18：30～20：00 

｢生きるための死生学｣ 

2020 年3 月5 日(木) 

毎秋恒例の職員旅行 忘年会を開催しました 

好文会では、毎年秋に職員旅行を実施していま

す。今年の行き先は｢築地場外市場｣&｢ものまね

ショーレストラン『そっくり館キサラ』｣の 2 か

所でした。 

築地では本願寺に参拝後、豊洲への市場移転後

とは思えないほど活気にあふれる場外市場を散

策し、新鮮でおいしい海鮮に舌鼓。 

『そっくり館キサラ』は普段夜のみの営業です

が、好文会のために昼間の貸し切りショーを開

催していただき、料理と爆笑ショーを堪能。 

普段の仕事の疲れも吹き飛ぶ、大満足の旅行で

した！ 

プロフィール 

1960 年生まれ。横浜市立大学医

学部卒業。藤沢病院、横浜市立大

学精神科、神奈川県立がんセンタ

ー精神科部長などを経て、2007

年より現職。がん患者遺族の治療

とケアをおこなう「遺族外来」を

わが国で最初に開設。13 年、日本

サイコオンコロジー学会 学会賞

受賞。日本グリーフ＆ビリーブメ

ント学会代表理事。医学博士。 

好文会では例年、職員対象の忘年会を開催して

います。埼玉グランドホテル深谷様の広間をお

借りし、役員やご来賓も含めて今年は 300 名を

超える参加があり、美味しい料理と多彩なステ

ージイベントで来年への英気を養いました。 

なども含めた｢こころのケア｣や｢生きること｣に

ついてお教えいただきます。 

本講演は、あねとす病院内リハビリテーション

室で、一般の方むけに昼の部、医療福祉関係の方

むけに夜の部と 2 部構成で行う予定となってお

ります。詳しい内容は法人ホームページやフェ

イスブックなどでご案内する予定です。皆さま

お誘いあわせのうえ、ぜひ足をお運びください。 

お待ちしております！ 



 
 
    

    

    

    

    

    

  

好文会通信｢Mirai｣第 14 号 お客様アンケート 

ご回答ありがとうございました。 

Q1. 先日、当法人理事長による｢ACP(アドバンス･ケア･プランニン
グ)・人生会議｣についての講演が開催されました。これまでに

｢ACP｣や｢人生会議｣という言葉を聞いたことがありますか? 

Q4. その他、ご意見・ご要望等ご自由にお書きください。 

Q3. あなたやあなたの周りの人に｢もしも｣のことがあった場合の治療

やケアについて、考えたり話し合ったりしたことがありますか? 

Q2. ｢はい｣とお答えになった方にお伺いします。 
どのような形で聞く機会がありましたか? 

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。 

好文会 健康経営宣言 採用直通番号できました！ 

アンケートはがきからの 

みなさまの 

ご意見･ご感想などお気軽にお寄せください！ 

好文会 人事課(採用担当) Tel.048-573-0064 

好文会は、職員の｢健康｣を重要な経営課題と捉
え、社員一人ひとりの健康を組織で支えていく
健康経営を推進し、明るく働きやすい職場づく
りに挑戦し続けることを、2019 年 9 月に宣言い
たしました。 

消費税率改定に伴う診療報酬･介護報酬改定について 

昨年 10 月、消費税率が 8%から 10%に改定されたことに伴
い、診療報酬および介護報酬改定が実施されました。 
診療報酬改定では初診料･再診療および入院料の増額、介護
報酬改定では各サービスの利用料が増額となりました。 
詳細は各事業所にお問合せください。 

〇前号でお伝えした｢コスモス祭り 2019｣への参加は、台風 19 号
による影響で祭が中止となったため取りやめとなりました。 

好文会 健康経営宣言 

当法人は、職員が心身ともに健康であることを第一に考
え、｢健康経営｣を実践するための取り組みを法人、健康
保険組合、職員が一体となり推進してまいります。 

1．健康診断を 100％受診します。 

2．従業員の健康課題を把握し、必要な対策を 

講じます。 

3．従業員の心と身体の健康づくりに 

取り組みます。 

4．職場のコミュニケーションづくりを 

推進します。 

5．ワーク・ライフ・バランスを推進します。 

令和元年 9 月 12 日 
 

特定医療法人 好文会 
理事長 門倉 由幸 

〇前号｢秋季物故者追善供養会｣の記事中で、平成 30 年 7 月 1 日
～令和元年 6 月 30 日までに看取られた方を｢412 名｣とお伝え

いたしましたが、正しくは｢373 名｣の誤りでした。お詫びして訂
正いたします。 

お知らせ 

当法人採用担当への直通お問い合わせ番号が
できました。｢好文会で働いてみたい｣という
方、お気軽にご連絡ください。 

※ホームページの｢お問い合わせフォーム｣ 
からも受け付けております。 

 



  

  
 

 

探訪 
まちかど 

vol.13 

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] 

門倉 由幸 
[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  林 順子  門倉 由幸  反町 千里  金子 由夏  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 12 月] 

 

されている｢特定非営利活動法人 イ
エローハーツ｣様をご紹介します。 
代表の田中 一永氏は、3 年前に個人
で空き家を利用した子ども食堂をオ
ープンし、のちに前職の仲間ととも
に法人を立ち上げ、現在では深谷公
民館で月 2 回、20 名ほどのボランテ
ィアさんとともに『まめっこ』を開
催しています。食材は地元の農家さ
んや社協、JA 花園や他企業などから

vol.11 

今回は、『ふかや子ども
食堂まめっこ』を運営

vol.12 

鬼瓦工房 

鬼義 

NPO 法人 

vol.13 

イエロー 
ハーツ 

古書･古本 

須方書店 

のご参加があり、リピーターさんも
多いそうですよ。食育や知育など学
習支援にも力を入れており、月 1 回
のイベント日には演奏会やミニ講座
なども開催されています。 
また法人では、ひとり親家庭への食
材支援『フードパントリー』や、子ど
も食堂立ち上げのアドバイザーなど
の活動も行っているそうです。 
お子さんだけでなく、大人の方でも
ご利用いただける『まめっこ』。いち
ど遊びに行ってみませんか。 

ふかや子ども食堂『まめっこ』 

ご提供いただくことも。 
おもに SNS や口コミで評判が
広まって今では毎回 80～100名

1.田中代表(奥左 2 人目)と法人メンバー･ボランティアさん。 

2.子ども食堂のようす。 

TEL.048-578-8481 

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 
2020 年 

3 月 31 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 

214 

キリトリ線 
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□ 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。 
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日時：毎月第 2･第 4 木曜日 17:30～(要予約) 

場所：深谷公民館(深谷市仲町 20-2) 
費用：こども 100 円 おとな 200 円 

深谷市東方 2013 番地 


