
 

   

 

 

 

 

 

好文会通信 第20号[2021. 7] 

編集 : 特定医療法人 好文会 
地域連携室 

～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～ 

新型コロナワクチン接種@あねとす病院 

TEL . 048-573-5083 
 

     . 0120-28-5511 
 

FAX . 048-572-2888

特定医療法人 好文会 
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新理事長就任のお知らせ 
特定医療法人 好文会は、令和3年6月1日より新たに伊藤 聰一郎が理事長とし

て就任いたしました。伊藤 聰一郎は長らく東京医科歯科大学とその関連病院

に勤務後、都内の医療機関で院長を務め、地域医療機関と連携を取りながら整

形外科分野を中心に運動器全般にわたる難治症例の治療を行ってきました。こ

れまで、上肢(手･肘･肩)の外傷、末梢神経損傷に対する手術的治療を多数手が

け、患者さまの早期社会復帰を支援してきた実績を有しております。現在も帝

京大学の客員教授として、整形外科学や医用生体工学関連の研究を続けていま

す。 

前理事長の門倉 由幸は、かねてからあねとす病院が包括医療センターとし

て地域に貢献してきた訪問診療の中心として注力していく方針です。 

今後も好文会は、地域の皆さまの安心な老後生活の実現と、地域社会への貢

献と奉仕を掲げ、職員一丸となって邁進してまいります。 

7月1日よりあねとす病院の院長･理事長に就任いた

しました。手外科及び末梢神経損傷を中心とする運動

器疾患の専門医として治療に当たるとともに、病院の

新たな経営理念として“全ての職員と家族の生活を平

等に守り、地域住民の皆様の健康増進に尽くす”こと

を掲げて活動いたします。そのために医療活動だけで

なく、地域の教育や文化、芸術活動にも積極的に参加

いたします。 

就任のご挨拶 

特定医療法人 好文会 理事長 

あねとす病院 院長 

伊藤 聰一郎 

これまでのしがらみを全て捨て、職員全員が地域住民の皆さまのために、現

状に即した実効性のある病院運営を行い、ワクワク･ドキドキ“おかしれえ（お

もしろい）気持ち“を実感できる病院体制作りを目指します。この目標を実現

するためにも地域の関連施設と連携をとりながら機能分化し、あねとす病院に

求められる医療を提供し続けたいと思います。 

今後ともご指導･ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 
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厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター 

電話番号 0120-761770(フリーダイヤル) 

受付時間 午前9時～午後9時(土日・祝日も実施) 

電話番号 0570-003065 ファックス 0570-055950 

受付時間 午前8時30分～午後5時15分 毎日(土日･祝日も実施) ※8月1日以降は月曜日～金曜日(祝日除く)となります。 

 5月末から始まった深谷市での新型コロナ

ワクチン接種。あねとす病院は、市内の個別

接種会場となる7医療機関のうちのひとつと

して、65歳以上の一般の方への接種のほか、

入院･訪問診療の患者さま、法人内施設の利

用者さま、嘱託先･訪問診療先の施設等利用

者さまとその職員の方、そして法人職員な

ど、これまで約4,000件の接種を実施させて

いただきました。 

あねとす病院 

新型コロナワクチン接種がスタート！ 

埼玉県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口 

電話番号 0570-033-226 

受付時間 24時間(土日・祝日も実施) 

副反応・ワクチン情報などに関する専門的な問い合わせ 

深谷市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター 

以下のかたは、接種を受けるにあたって注意が必要です。 
 

○過去に免疫不全の診断を受けたかた、近親者に先天性免疫不全症のかたがいるかた 

○心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のあるかた 

○過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出たかた 

○過去にけいれんを起こしたことがあるかた 

○ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがあるかた 

※また、新型コロナワクチンは筋肉内に注射することから、抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のあるかたは、 

接種後の出血に注意が必要とされています。 

ワクチン接種に注意が必要なかた 

番号をよくお確かめの上、かけ間違いにご注意ください 



 

 
    

   
 

 

    

    

    

    

 

1日早い父の日イベントを開催いたしまし

た。日頃の感謝の気持ちを込めて、当日来

館された男性利用者さま全員にバラをプレ

ゼントいたしました。 

食事も特別食です。厨房スタッフが素敵

なメニュー表を作ってくれました。 

デイトレの七夕は手作りの

飾りとイベント食、そして彦

星と織姫が年に一度の再会を

果たしました。感謝を込めて

二人からハンドベルの演奏が

プレゼントされました。 

入梅に合わせ、紫陽花(あじさい)をメ

インとしたメニューを提供しました。そ

の名も『紫陽花御前』。おやつも紫陽花

の練り切りで、おかわりされた方もいら

っしゃいました。 
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あねとすデイサービストレーニングセンター 

昭和の日･八十八夜･こ

どもの日など、GWもイ

ベント盛りだくさん！鯉

のぼりも迫力満点です！ 

ゴールデンウィークも元気に営業！ 

お父さんに感謝を込めて 

年に一度の素敵な出逢い 

紫陽花見ごろの入梅 

昔懐かしいナポリタン 茶そばは味良し香り良し 

大人気！｢大人様プレート｣ 



 

 
    

    

    

    

    

    

 

2F･3F各階で駄菓子屋を開きまし

た。皆さま手づくりのお金で好き

なお菓子や飲み物を購入されまし

た。特にふ菓子と炭酸飲料が大人

気！｢懐かしい。好きなお菓子が食

べられて嬉しい｣と喜ばれました。 

昔なつかし駄菓子屋！！ 梅雨を吹き飛ばせ！ 

毎年恒例の運動会を、各階ごとに行いました。ハ

チマキを巻いて気合十分。特に玉入れ！利用者さま

と職員が一丸となり、熱を上げて競いました。 

皆さま、普段より大きな声を張り上げて、元気な

笑顔を見せて参加されました。終了後は｢頑張りす

ぎて疲れたよ｣との声も。 

壁作品の数々 

施設内に利用者さまと職員の

共同制作物を飾っています。そ

の中からごく一部、この時期に

ピッタリな3枚をご紹介します。 

今年度から歩行練習のスタンプラリーが新し

くなりました。日本全国制覇者が増えたので、

今回は富士山頂を目指します。 

スタンプラリーがリニューアル 
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老健あねとす 

達人の｢けん玉クラブ｣ 

あねとすデイサービストレーニングセンター 

けん玉2段の職員による｢けん玉ク

ラブ｣。さすが有段者は教えるのも

上手で、不得手な方も上手くなり

｢買おうかしら?｣と意欲も向上。 1周80mのデイトレ館

内を 150 周で 1 合目到

達、 山頂までは 8250

周！皆さまそれぞれ目標

を作り、取り組まれてい

ます。時間帯によっては

大渋滞が起こることも！ 



 

 
    

    

    

    

    

    

 

手際がますます良くなって、味もどんど

ん美味しくなっています。せ、成長してい

る…。今回、じゃがいもは通所リハビリの

利用者さまから

いただいたもの

を 使 用 し ま し

た。ほくほく食

感でとても美味

しかったです！ 

アルメリアンカレー第2弾！ 

老健アルメリア/アルメリア通所リハビリテーション 

今回も2日間に渡り玄関ホールで開催。

｢どうしようかなぁ、何を買おうかなぁ｣皆

で楽しく会話をしながら思い思いのショッ

ピングを楽しみました。見て回るだけでも

楽しいですね！お気に入りの物も見つかり

大満足でした。 

恒例！お買い物イベント！ 

オリジナル演劇上演中！ 

着ぐるみの金太郎たちがお尻と足の風船を割

り合う相撲大会、てるてる坊主に着替えて願い

を叶える演劇など。アルメリア完全オリジナル

作品！みなさん喜んで鑑賞されていました。 
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大地の恵みをいただきます 

昨年に続き、アルメリアの菜園ではきゅ

うり･ナス･トマト･ゴーヤ･ラディッシュ･

スイカ･苺を育てています。きゅうりとナ

スはぬか漬けにして昼食で召し上がってい

ただきました。｢みずみずしくて美味し

い！味が良い！｣と大好評。 

また苺はフレッシュな生ジュースに。中

庭散歩の後にデッキで一杯。｢美味しい！｣

とこちらも大変喜んでいただきました。 

散歩とお茶会 

中庭の散歩で色とりどりの花を見て春を

感じました。コロナ禍で外出ができない

中、久しぶりのお散歩に笑顔がたくさん見

られました。帰った後は練り切りと抹茶で

お茶会をしました。 



 
    

    

    

    

    

    

  

足湯はじめました。 

暖かくなってきて、

天気の良い日には足湯

に入りリラックス。露

天の足湯はやっぱり気

持ちがいいですね！ 

7 

母の日のレクリエーションで、以前

好評だった大根餅を作りました。利用

者さまが形を整え、職員が焼きまし

た。とても美味しくできました。 

父の日にはビンゴ大会を行いまし

た。皆さまとても熱心に楽しく参加さ

れ、ビンゴの際の景品も大好評。 

母の日には職員手作りの赤いカーネ

ションを、父の日には黄色いカーネシ

ョンをプレゼントし、こちらも大変喜

んでいただきました。 

利用者さまの祈りと

願いを込めたかわいい

鯉が、あねとす渓谷の

ゆかり川を遡上してい

きます。いつか竜に変

身できるかも…。 

母の日&父の日レク 

ご乗車ありがとうございます！？ 

ゆかりの家 

鯉の滝登り 

老健アルメリア/アルメリア通所リハビリテーション 

アルメリアの入所･通所パンフレットをリニュ

ーアルしました！ 

パンフレットを刷新! 

厨房スタッフの駅

長さんコスプレで

す！そして昔懐かし

い駅弁をご用意！ま

るで列車で旅をして

いるかのような雰囲

気で楽しく食事がで

きました。 

理学療法士･作業療法士･言

語聴覚士とリハビリ体制万

全で対応しております！ 
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お疲れさまでした！ 

晴れた日はお散歩 

天気も良く穏

やかな日に、少

人数で散歩に行

きました。すが

すがしい空気に

心もスッキリ。 

新しい浴槽は介助者と利用者さまが向かい合うので、

状況が確認しやすく安全性がアップ。さらに浴用車いす

のマットが姿勢保持や転落防止に役立ち、背中も洗いや

すいリクライニング機能も備えています。もちろんお１

人ご入浴ごとに新しいお湯に入れ替えています。 

通常の浴槽に入れる方でも特浴をご希望されることも

多く、導入当初からフル稼働しています！ 

月ごとのお楽しみ！手作りおやつ 

餃子の皮ピザ ホットケーキ クレープ 

材料を混ぜる、焼くといった行程

を全て利用者さまと一緒に行ないま

した。ちょうど良い焼き具合で美味

しくいただきました。 

アルメリアスタッフの協力でクレ

ープを手作りしました。 

皆さまからも｢美味しい｣と好評で

した。 

皮にケチャップ･マヨネーズを塗

り具を載せ鉄板で蒸し焼き。ご家庭

でもホットプレートで手軽に作れま

すのでお勧めです。 

ゆかりの家 

長い間ドライバーとして勤

めてくれた長浜さんが5月で退

職となりました。悪天候の時

も利用者さまの送迎、ありが

とうございました。 

お身体に気をつけて今後も

頑張ってください。 

特浴を新調！ 

アルメリア鉄道名物 駅弁 

昼食に車掌さんが駅弁

を届けてくれました。皆

さま普段と違った昼食に

とても喜ばれていまし

た。中にはお品書きを持

ち帰られる方も。 



 

 
    

    

    

    

    

    

  
9 

介護職に元々興味があり、短大で資格

を取った保育職ではなく、あねとす病

院の介護職に入職を決めました。利用

者さまから｢ありがとう｣と言われると

働きがいを感じます。コロナ禍が落ち

着いたら、資格取得にも励みたいと考

えています。 

望さん(ケアワーカー) 

教えるにあたり、自分

でも改めて介護の基本

について学び直しまし

た。業務では焦らず、

ゆっくり行えるように

心がけています。 

亜紀子さん(指導係) 

採用に関するお問い合わせ 

Tel.048-573-0064(採用担当まで) 
ホームページでも受け付けています

https://www.anetosu.jp/recruiting/ 

今年も、これからの好文会を担

っていく若手が仲間入りしまし

た。今回は、この春に短大の保育

科を卒業しながらも、元々関心の

あった介護の道に進む決意をし、4

月からあねとす病院に入職してい

ただいたニューカマーを指導役の

先輩とともにご紹介します。 

医療･介護は相手の目線に立ち、思いやれる気持ちが大事です。 

好文会では目標に前向きに取り組める方を積極的に採用しています！ 

フレッシュな新人をご紹介！ 

好文会が昨年に引き続き、2か所の医療･福祉専

門学校で就職講話を行いました。 

5月には、昨年10月に続き2回目となる｢藤仁館医

療福祉カレッジ 熊谷校｣さまへ、さらに6月には、

今回初となる熊谷の｢アミカレッジ｣さまにお邪魔

いたしました。当法人の採用担当から職場として

の好文会の特長を、そして老健あねとすの介護士

長による｢実は凄いんです！介護士って！｣をテー

マとした講演で、介護現場の魅力を存分にお伝え

させていただきました。両校の生徒の皆様も、真

剣にご聴講してくださいました。ありがとうござ

いました！ 

医療福祉専門学校で就職講話を行いました！ 
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藤沢中学校の生徒さんが写生に来てくれました！ 

先日、藤沢中学校の生徒さんが老健

アルメリアの庭園に写生に来てくれま

した。中学校の美術科授業で｢自然に

触れ、さまざまな思いをめぐらしなが

ら絵を書く体験をする｣として、深谷

グリーンパークなど市内の各所での写

生会を行うなかで、今回アルメリアも

選んでいただきました。 

生徒さん皆、引率の先生方のアドバ

イスも受けながら真剣に描いてらっし

ゃいました。完成が楽しみですね！ 

[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]閉所のお知らせ 

平成30年2月に開設し、地域の皆さまに支えられて運営してまいりました[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]は、諸事情により令和3年7月をもって閉所することと

なりました。これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。 

昨今のコロナ禍において衛生用品の消費量も

増えているなか、県内で保険･医療･福祉の増進

を図る支援活動をされているNPO法人｢care 

nation(ケアネーション)｣さまより、消毒ジェル

や除菌ウェットティッシュなどの物品合わせて

10箱以上ご寄付いただきました。今後感染症拡

大防止のため有効に活用させていただきます。 

ご厚意に感謝いたします！ありがとうござい

ました！ 

たくさんの衛生用品をご寄付いただきました！ 



 
    

    

    

    

    

    

  

好文会通信｢Mirai｣第20号 お客様アンケート 

ご回答ありがとうございました。 

Q1. 今号の中で｢面白かった｣｢ためになった｣と感じた内容は 

ありましたか？ 
よろしければ理由もお聞かせください。 

Q2. 現在、医療や介護、福祉や健康などの分野で 
ご興味を持たれていることはありますか？ 

Q3. その他、ご意見･ご感想などご自由にお書きください。 

キリトリ線 

 

キ 
リ 
ト 
リ 
線 

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。 

好文会では、地域の皆さまが適切に医療･介護を受けることができるよう、医療機関･福祉事業所さまとの連携を進めています。 

連携先事業所の情報は本誌でのご紹介のほか、あねとす病院ロビーに設置したパンフレットで閲覧･お持ち帰りいただけます。 

  月 火 水 木 金 土 日 祝 

 9:00～12:00(受付8:50～) ○ ○ ○ - ○ ○ - - 

 15:00～18:00(受付14:50～) ○ ○ ○ - ○ - - - 
 

午前 

午後 

※木・日・祝は休診日です。 ※担当医の指定がございましたら事前にお問い合わせください。 

診療時間 

〒366-0824 

埼玉県深谷市西島町2-2-2 
駐車場：正面4台 南側5台 

📞048-551-8410 

※2021年7月時点の情報です。 ※2021年7月時点の情報です。 

男性医師と女性医師で、軽症な病気から専門的な医療を要する病気ま

で、急性疾患から慢性疾患まで、幅広い診療を行います。 

地元深谷の皆様に安心して受診していただき、相談しやすいクリニック、ご

本人やご家族にもわかりやすい説明のできるクリニックを目指しております。 

健康で幸せな生活をお届けすることが私共の目指す医療です。 

パートナー事業所とは… 

前号の｢パートナー施設｣でご紹介した｢特別養護老人

ホームあかつき｣さまの掲載写真が、別の事業所さまの

ものとなっておりました。謹んでお詫びいたします。 

好文会 パートナー医療機関のご紹介 vol.3      

お詫び 

医療法人 

はしもとクリニック 

院長 

副院長 
 

診療科目 

橋本 信次先生 

橋本 陽子先生 
 

内科・外科・消化器内科・ 

血液内科 

訪問診療あり 

好文会 パートナー施設のご紹介 vol.3 

社会福祉法人 邑元会 

特別養護老人ホームかがやき 

施設種別 
 

事業所が提供するその他のサービス 

80名 

📞048-501-5040 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 

デイサービス ショートステイ 

定員 

居宅介護支援 

〒366-0018 
埼玉県深谷市成塚213番地 

喜びのある場所。心地よい場所。 

感謝できる場所。 輝ける場所。 

当施設は皆様の拠り所となり、高齢者

福祉をとおして地域に貢献します。 

 

ユニット型個室の介護環境を活かし、

個別性を重視した介護サービスの提供に

徹します。 

入居される方個々のご意見を尊重し、可能な限り家庭での生活が継続で

きるよう努めます。 

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！ 



  

  
 

 

探訪 
まちかど 

Vol.19 

各所に出店しているキッチンカーを
運営されている｢ふらぁみぃ｣様をご
紹介します。 
代表の五明 恵氏は、もともとご主

人が営む｢人見接骨院｣を手伝う傍
ら、同院の別室で｢サロンふらぁみ
ぃ｣を開き足つぼマッサージやエス
テを提供されていました。現在接骨
院は閉院していますがサロンは継続
して営業しており、お手ごろ価格で

vol.17 vol.18 

NPO法人 

風林企画 

vol.19 
深谷 

コミュニティFM 

株式会社 

サロン& 

キッチンカー 

ふらぁみぃ 

供も開始されました。｢キッチンカ
ーふらぁみぃ｣は曜日ごとに場所を
替え、昼食時に合わせて出店。食品
では｢煮卵おにぎり｣｢焼きそば｣｢シ
フォンケーキ｣等の定番メニューの
ほか、日替わりの総菜や季節のスイ
ーツが。またポーチ･マスクなど小
物も並び、他の作家さんが制作した
雑貨の販売代行もされています。申
し込みも受け付けているそうなの
で、自信のある方はぜひ出品してみ
ては? 

リラックスできると評判です！ 
また昨年にはキッチンカーを

導入し、雑貨のほかに軽食の提

今回は、深谷市人見
でサロンを、また市内

機能強化型 在宅療養支援病院 あねとす病院 

TEL.048-571-5311 FAX.048-572-8800 〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地 
 

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

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

短期入所生活介護 ゆかりの家 
TEL.048-574-3900 FAX.048-574-6200 〒366-0811 埼玉県深谷市人見2051番地1 
 

あねとすデイサービストレーニングセンター 
TEL.048-577-3483 FAX.048-577-3725 〒366-0801 埼玉県深谷市上野台3180番地1 
 

あねとす訪問看護ステーション 
TEL.048-577-4311 FAX.048-577-4334 〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地 
 

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

あねとす訪問入浴 
TEL.048-573-0096 FAX.048-572-0187 〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地 
 

あねとす地域ケアセンター深谷 

TEL.048-501-5500 FAX.048-501-5533 〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地 
 

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

特定医療法人 好文会 グループ 

□男性  ・  □女性 

年 齢 

<医療･福祉関係の方> 

性 別 

歳 

職 種 

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  髙橋 一夫 
[一般・神経内科] 

木下 照彦 
[一般内科] 

黒澤 永 
[一般内科] 

椿坂 英樹 
[一般内科] 

門倉 憲夫 
[一般内科] 

内科外来②    
大塚 真 

[認知症外来] 
※予約制 

 
非常勤医師 

[糖尿病] 
※第1･3のみ診療 

整形外科外来     松丸 聡  

総合診療科(整形外科) 伊藤 聰一郎 伊藤 聰一郎 伊藤 聰一郎     

午 

 

後 

内科外来  
伊藤 聰一郎 

※第2･4予約制  
大塚 真 

[認知症外来] 
※予約制 

 
非常勤医師 

[糖尿病] 
※第1･3のみ診療 

整形外科外来     松丸 聡  

皮膚科外来      群馬大学 皮膚科医 
 

訪問診療担当医 黒木 基夫  門倉 由幸  黒澤 永  反町 千里  中村 淳  風間 俊文  柿沼 智彦  藪田 直樹  

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 
2022年 

6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 

地域連携室  行 

9 0 

293 

キリトリ線 

 

キ 
リ 
ト 
リ 
線 

お客様情報 ※必須ではありません。 

※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 [2021年 7月] 

 

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 

サロンふらぁみぃ(深谷市人見933) 

左：手作りの品々を明るい笑顔で販売する五明氏。 

右：サロンでの足つぼマッサージの様子。 

キッチンカーふらぁみぃ 
境ふれあいセンター(深谷市境277) 11:00~ 

TAIKEIDO NEO Garden Café(深谷市仲町5-1) 11:00～ 

元人見接骨院(深谷市人見933) 10:00~ 

火 

木 

土 

TEL.090-7834-6529(五明 恵氏) 

月 水 

※商品の予約･取り置き可 

金 のAM & 火 

※営業時間変更･臨時休業あり その日のメニューや 
営業予定などは 

Facebookをチェック!! 

木 土 のPM ※要予約 


