
 

   

 

 

 

 

 

好文会通信 第21号[2021. 10] 

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～ 

敬老会@老健あねとす 

TEL . 048-573-5083 
 

     . 0120-28-5511 
 

FAX . 048-572-2888

特定医療法人 好文会 
Specific medical corporation koubunkai 
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あねとす病院 

製造資材の入手遅延を受け、今季のインフルエンザワクチンは例年と比較し供給の遅

れが見込まれております。 
 

そのため当院外来でのインフルエンザワクチン接種は、現在通院中のかかりつけ患者

さまのみとさせていただきます。 

接種開始は11月を予定しておりますが、ワクチンメーカーの供給遅れの影響で接種

開始が遅れる可能性があります。 
 

皆さまにはご不便ご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解ご協力のほどよろしくお

願い申し上げます。 

深谷市で現在実施している新型コロナワクチン接種(2回接種)は、11月末日で終了

します。今後は、新たに12歳の対象年齢になった方などのための接種しかできなくな

りますので、未接種のかたは、お早めにご予約ください。(10/20.深谷市ホームページより) 
 

直近の予約枠の空き状況などの情報は、深谷市のホームページをご参照ください。 
 
※当院の予約枠は既に受付を終了しています。 

ワクチン接種にあたっての留意点 

原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時に接種できません。  

新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから 

2週間以上空けて接種するようにしてください。 

電話番号 0570-003065 ファックス 0570-055950  開設日時 月～金 8:30～17:15 (祝日除く) 

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 番号をよくお確かめの上、かけ間違いにご注意ください 

深谷市ホームページ｢新型コロナワクチン接種について｣ 

http://www.city.fukaya.saitama.jp/important/

1614558804740.html 

深谷市コロナワクチン予約専用サイト 

https://fukaya-covid19-vaccine.com/ 

インフルエンザワクチン接種について 

新型コロナワクチン接種について 



 

 

 
    

    

    

    

    

    

  

今年も納涼祭を開催しました！

たこ焼きやチョコバナナなど定番

の屋台から、職員による｢よさこ

い｣の披露まであり、笑顔になっ

て大満足の１日でした。 

やってきました納涼祭！ 

懐かしい味！ 五平餅づくり 

ホットプレートを使って、郷土

料理｢五平餅｣を作りました。皆さ

ま一度は食べたことのある味だっ

たこともあり、｢懐かしいね｣｢お

いしいね｣などの声も聞けまし

た。 

老健あねとす 

ご長寿おめでとうございます！ 

敬老の日に合わせ、白寿･卒寿･

米寿の皆さまを表彰させていただ

きました！笑顔、そして涙を浮か

べて感激!! 

プレゼントも贈呈させていただ

きました。特別な時間に皆さまご

満足いただけたご様子でした。 
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もち米とうるち米のブレンドで｢あんこ｣と

｢きな粉｣のおはぎをつくりました。できたて

のおはぎはご飯も温かく、とてもおいしそう

に仕上がりました。「美味しかった」｢楽し

い｣｢季節感を感じた｣｢お彼岸にできて良かっ

た｣｢昔を思い出す｣等々の声をいただきまし

た。 
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老健アルメリア/アルメリア通所リハビリテーション 

カラフルな「天の川ゼリー」 

ところてん突きを

使用し、利用者さま

に牛乳寒天を突いて

いただきました。突

く 感 覚 が ｢ 楽 し

い！｣。ブルーハワ

イシロップと桃の缶

詰のトッピングで、

美味しく召し上がっ

ていただきました。 

アルメリア菜園でのスイカ 

アルメリア菜園で

収穫したスイカを、

ウッドデッキで利用

者さまに召し上がっ

ていただきました。

美味しくできたかド

キドキでしたが、

｢甘くてみずみずし

い！｣と喜んでいた

だきました。 

手作りおやつ「二色おはぎ」 ライブキッチン「天ぷら」 

昼食時、利用者さまの前で厨房スタッフが

天ぷらを揚げるパフォーマンスを行いまし

た。油が温まり、茄子･南瓜･さつま芋･ピー

マン･海老と揚げていくと、良い香りと音が

して皆さま釘付けになっていました。天ぷら

5種は食べ応え十分、皆さま｢美味しい!!｣と大

変喜んで召し上がっていました。 
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老健アルメリア/アルメリア通所リハビリテーション 

楽しさいっぱい夏祭り 

おたまでヨーヨーすくい、お

しゃれサングラスでのスイカ割

り、フライ焼き、アイスクリー

ム、盆踊り(花笠音頭･秩父音

頭)、お神輿で利用者さま参加

の行事を行いました。ウッドデ

ッキで作ったフライ焼きは｢美

味しい!!｣と喜んでいただき、お

かわりをされる方もたくさんい

らっしゃいました。 

いつもと違うレクレーション

に笑顔がたくさん見られまし

た。 

お釜でご飯を炊きました！ 

中庭で薪に火をつけて羽釜でご飯を炊きま

した。羽釜で炊いたご飯はふっくらして艶が

あり、炊き立てをおにぎりにしました。味付

けは、ごま塩とゆかりと味噌の3種類。美味

しく召し上がっていただきました。 

さつま芋をいただきました！ 

利用者さまからさつま芋をいただいたの

で、中庭で薪に火をつけてふかしました。

｢甘くて美味しい！｣｢ホクホクしてる！｣と

大好評。寄付してくださった方も喜ばれて

いました。 
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老健アルメリア/アルメリア通所リハビリテーション 

敬老会&のど自慢大会 

今年も皆さんの努力とご協力

のもとに開催できました。コロ

ナ対策としてマスク着用、パネ

ルの設置など利用者さまにはご

不便をおかけしましたが、馴染

みの職員のいつもと違う姿での

パフォーマンスに驚き感動さ

れ、｢みんな上手だね！｣｢毎年楽

しいね！｣と大変喜んでいただき

ました。 

他の曜日の利用者さまにも、

録画したビデオを上映し楽しん

でいただきました。 

コロナ渦で小規模のお祭りで

したが、輪投げ･金魚すくい･ヨ

ーヨー釣り･射的などとても喜ん

でいただけました。 

手作りおやつは、ホットケー

キにホイップクリームをトッピ

ングし召し上がっていただき好

評でした。皆さまの笑顔が見ら

れ楽しい時間を過ごすことがで

きました。 

童心に帰って夏祭り 

夏の行事はこれだ！流

しそうめん！今はあまり

見られなくなったことも

あり、参加された方はと

ても喜んでいました。 

夏はやっぱり流しそうめん！ 



 
    

    

    

    

    

    

  

ライブキッチンを行いまし

た。厨房のスタッフが利用者さ

まの目の前で天ぷらを揚げてい

きます。良い匂いが立ち込め食

欲をそそりますね。 

皆さま｢美味しい｣とたくさん

召し上がっていただきました。 

ライブキッチン｢天ぷら｣ 

久しぶりに外へ出て秋

の夜風を感じました。お

月さまはあまり出てくれ

なかったものの、花火を

見ながらのお饅頭＆甘酒

は最高でした。 
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ゆかりの家 

老健アルメリア/アルメリア通所リハビリテーション 

人参を擦って、ホット

ケーキミックスと卵を混

ぜて、蒸し器で蒸せば完

成 !! 驚くほど簡単なの

に、程よい甘さで好評で

した。 

簡単びっくり 人参蒸しパン！ 

夏はやっぱりところてん！ 

夏の暑い日には欠かせ

ないところてん！皆さま

上手にでき大満足でし

た。お味も最高!! 

月見で一杯 花火で一杯!? 
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月ごとのお楽しみ！手作りおやつ 

どらやき フルーツサンド たこ焼き 

バナナやみかん等、たくさんのフ

ルーツにどれがいいか悩みながら

も、生クリームたっぷりの美味しそ

うなフルーツサンドを作ることがで

きました。 

生地や材料を均等に入れるのが難

しいものの皆さま慣れた手つきで、

きれいな丸いたこ焼きができまし

た。美味しいとたくさん召し上がっ

ていただき好評でした。 

生地を混ぜるところから焼くとこ

ろまで、全ての行程を利用者さまと

ご一緒に行ないました。あんこと生

クリームが合って美味しいと好評で

した。 

日差しや暑さ避けのため、ウッドデッキでト

マト･ゴーヤの苗を育てて緑のカーテンを作っ

ています。利用者さまも、ぐんぐん成長する様

子を楽しそうにご覧になっています。 

緑のカーテンづくり 

ゆかりの家 

敬老の日はスペシャルな昼食をご提

供。皆さまとても美味しそうに召し上が

っていました。中にはお祝いの紙を持っ

て帰られる方もいらっしゃいました。 

敬老の日 



 

 
    

    

    

    

    

    

  

館内の植物の管理をしている園芸クラ

ブ。利用者さまが手塩にかけて育てている

胡蝶蘭が今年も立派な12輪の花を咲かせま

した。さらにその様子を、絵画クラブの皆

さまが絵にしてくださいました。とてもい

い記念になりましたね。 

クラブのコラボレーション 

9 

あねとすデイサービストレーニングセンター 

送迎車がこれまでのグリーンからホワイトになりました！ 

送迎時に｢見慣れない車が来た｣なんて驚かないでくださいね。 

送迎車を新調しました! 

今年の夏もコロナ禍で大きなイベントはで

きませんでしたが、職員が考えた催し物で楽

しんでいただくことができました。 

前号もお伝えした、けん玉検定2段の職員

によるけん玉披露や、職員全員のソーラン

節、利用者さまと踊った秩父音頭など。たく

さんの笑顔を見ることができました。 

盛り上がった夏祭り 

コロナ禍でのオリンピック開催。デイト

レも日本代表を応援しています。利用者さ

まからご意見をいただき、お花紙で日本国

旗とオリンピック旗を再現してみました。 

ガンバレ日本！ 

ゆかりの家 
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ハンドベルの演奏で敬老の日をお

祝いさせていただきました。鐘の音

で皆さまが癒されている様子が見ら

れました。お昼は特別食｢お祝い御

膳｣をご提供し、おもてなしさせて

いただきました。 

癒しのハンドベルで敬老のお祝い 

あねとす病院･アルメリア ロビー展示のご案内 

今後の展示予定 

12月 
江南切り絵クラブさま 

過去のロビー展示の様子 

あねとすデイサービストレーニングセンター 

あ ね と す 病 院 藤 沢 中 学 校 作 品 展 

11月に｢第1回 あねとす病院 藤沢中学校 作品展｣を開

催いたします！ 

これまでも藤沢中学校の生徒さんには作品のロビー展示

にご協力いただいておりましたが、今回からは地域連携活動

の一環として、｢作品展｣という形となりました！生徒さんが

授業で制作した作品が中学校の美術科で審査され、入賞

した作品があねとす病院･老健アルメリアのロビーに展示され

ます。 

第1回は、20名の作品を展示予定となっています。作品

展の様子はあねとす病院ホームページや好文会Facebook

でもお知らせする予定なので、お楽しみに！ 

令和4年 1月 
滝澤 庸典氏 木版画(第2回) 

※掲載しているのは過去の展示作品です。 



 
    

    

    

    

    

    

  

 

好文会通信｢Mirai｣第21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 - 〇 〇 訪問 〇 〇 〇 訪問 

 14:00～17:00 - 〇 〇 訪問 〇 訪問 訪問 訪問 
 

午前 

午後 

休診日:月曜日  訪問診療日:木曜日･土曜日/日曜日午後･祝日(平日13時は応相談) 

診療時間 

〒366-0825 

埼玉県深谷市深谷町7-56 
駐車場：7台 

📞048-571-0054 

※2021年10月時点の情報です。 ※2021年10月時点の情報です。 

深谷市内にあります、小さな内科診療所です。一般的な内科診療(高血

圧･糖尿病･肺疾患など)を行っています。また在宅療養支援診療所として在

宅･施設への訪問診療･往診も行っております。 

皆さんが生まれ育った地域、御自宅で心穏やかに過ごすお手伝いができ

るよう日々診療しています。 

パートナー事業所とは… 

好文会 パートナー医療機関のご紹介 vol.4      

 

風間医院 

院長 
 

診療科目 

風間 俊文先生 

 

内科 

訪問診療あり 

好文会 パートナー施設のご紹介 vol.4 

社会福祉法人 両宜会 

特別養護老人ホームひびき 

施設種別 
 

事業所が提供するその他のサービス 

67名 

📞048-583-6546 

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 

〒369-1101 
深谷市長在家3976番地 

特別養護老人ホーム『ひびき』とは、地

域の方や利用者の皆様に満足して頂ける

介護を目指し「心にひびく」「大地とひびき

あう」ことのなかで、深谷市長在家から福

祉の実践により大きな波紋となり、深谷市

に大きく響き渡るよう、職員は日夜努力

し、介護・看護に努めていくことを目的とし

て名付けられました。従来型の施設であり

ながらユニットケアにも取り組み、日々勉強しながら明るく楽しい施設創りに

取り組んでいます。 

昔ながらの生活習慣や文化を教わりながら、古きものを大切にして私たち

の現代の考えを掛け合わせ、新しい生活が住みやすいものになるように安心

で安全な快適空間を創造して、安らぎを与えられるような質の高い介護サ

ービスを目指して努力しています。 

相手の立場になることを忘れない利用者本位のサービス提供ができるよ

うに頑張ります。 

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！ 



  

  
 

 

をご紹介します。 
昭和54年に｢白トンボ電化｣として

開業され、平成7年に有限会社化し
現地に移転、代表取締役の上原氏は
2代目。現在は全国の街の電器屋で
つくる｢アトム電器チェーン｣に加盟
し、量販店並みの販売価格を実現し
ています。ちなみに店名は先代社長
のお父様が設計･製造した飛行機｢白
トンボ号｣に由来しているとか。 

vol.18 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 

vol.20 

有限会社 
白トンボ 

ドバイスはもちろん、設置やアフタ
ーフォローも一貫して関わってくれ
ます。藤沢地区を中心に商品の配達
や出張点検･修理等も行っており、
地域の高齢化が進む中、顔見知りの
スタッフがうかがうので安心感にも
繋がり、長年の付き合いとなるお客
さんも多数。さらに電気以外でも、
リフォームや水回りなど住まいの困
りごとにも対応してくれる地域密着
の｢べんりなでんきやさん｣、ぜひご
利用ください！ 
  

国内メーカーの製品であれば
もれなく取り扱い、購入時には
お客さんのニーズに合わせたア

今回は、深谷市大谷
の電器屋｢白トンボ｣様

探訪 
まちかど 

Vol.20 

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    
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 10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 

左：明るく丁寧な接客の上原氏と奥様。 

右：店舗外観。 

深谷市大谷85 TEL.048-574-1234 

営業時間 9:00-18:00 定休日 日曜･第4水曜 

ホームページ https://shirotonbo.com/ 


