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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〜 

特定医療法人 好文会 
Specific medical corporation koubunkai 

— 

深谷シティハーフマラソン⼤会 完走！！ 



 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者単身・夫婦世帯が 安心して居住できる賃貸等の住まいです。 

 

[サービス付き高齢者向け住宅]21 床、[地域密着型通所介護(デイサー

ビス)]定員 15 名として、平成 30 年 2 月 1 日に新規開設いたしまし

た。ただ今、ご入居･ご利用のお申込受付中です。 

地域の医療･介護に貢献し続けている好文会の新たな事業所として、地

域の皆様が住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続け

ることができるよう、お役に立ちたいと考えております。 

皆様のお越しを職員一同心よりお待ちしています。 

 

 

 

平成３０年 2 月 1 日 
サービス付き高齢者向け住宅《あねとすホーム上柴》 

地域密着型通所介護《あねとす生きいきデイサービス上柴》 
新規開設！！ 

ご入居・通所のご利用 お問い合わせ先 

あねとすホーム上柴 深谷市上柴 1-16-5 

048-598-3311  相談員：鈴木 

お問い合わせ、お待ちしております♪ 

あねとすホーム上柴 



 

  

あねとす病院 

あねとす病院では、サービスの品質保証の国際規格であ

るＩＳＯ 9001（品質マネジメント規格）を取得いた

しました。 

質の高い医療サービスが提供できるよう、職員一同、精

一杯患者様に対応させていただきます。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

☆ＩＳＯ 9001☆ 取得しました！ 

あねとす病院職員は改めてＡＥＤの使い方と心

肺蘇生について学習しました！ 

勤務終了後にもかかわらず、真剣な表情で講習を

受けました。 

☆院内勉強会 行いました☆ 

 

あねとす病院栄養課 

から春のスイーツ 

レシピのご紹介 

材料 18ｃｍ×8ｃｍのパウンド型 1 台分 

菜の花…80ｇ  無塩バター…20ｇ  はちみつ…大さじ 2  豆乳…200ml 

卵…1 個  チーズ…30ｇ  ホットケーキミックス 200ｇ   

作り方 

①菜の花は茹でて水気をよく絞り、細かく刻んでおく 

②ボウルに常温に戻したバター、はちみつ、卵を入れて混ぜ合わせる 

③②にホットケーキミックスと豆乳を入れて、さらに混ぜる 

④③に①のチーズを④に入れて混ぜる 

⑤細かく刻んだチーズを④に入れて混ぜる 

⑥パウンド型に⑤を流し入れて 170℃に予熱したオーブンで 35 分焼く 

⑦冷めた型から取り出し、好みの厚さに切り、皿に盛り付ける 菜の花とチーズの 
パウンドケーキ 当院管理栄養士 



 

  

在宅事業部 

ヘルパーさんは介護保険じゃなくても頼めるって、ご存知です

か？ 訪問介護事業所では保険外サービス、いわゆる自費サービ

スを行っています。 

あねとす訪問介護でも、利用者様の「○○したい！！」にお応え

する自費サービスを行っています。 

「だれか助けてくれる人がいれば出来るのに・・・」と、思った

ら、寄り添うサービス あねとす訪問介護にご相談下さい。笑顔

のヘルパーがお待ちしています。 

☆寄り添うサービス  
訪問介護☆ 

 

あねとすデイサービストレーニングセンターでは避難訓練を行いました！ 

深谷市の消防士さん立会いの元での避難訓練、訓練開始直後に実際の出動連絡！ 

消防車と救急車はサイレンを鳴らし足早く出動致しました。 

利用者の皆様は素早く出動する消防士さん達を目の当たりに緊張感のある避難訓

練となりました。 

館内に戻ってからは消防士の OB であるデイトレドライバーが AED の使用方法

を利用者様と職員向けに行いました。 

とっても緊張感のある避難訓練で学ぶことが沢山ありました。深谷市の消防士さ

ん、貴重なお時間をありがとうございました。 

避難訓練実施！！ 
デイサービストレーニングセンター 

 

デイトレでにはたくさんのボランティアの方々の力に助けられています。 

先日は津軽三味線の演奏！！ 舞踊の発表！！ 

津軽三味線らしい選曲から馴染みのある童謡までたくさんの曲を披露して頂きました。 

また、津軽三味線に合わせ歌声を披露してくださる利用者様もいらっしゃいました。 

舞踊はセットの準備やメイク、服装まで凝りに凝った発表会。中には利用者様の姿があ

り、その日はボランティアとして素敵な舞踊を披露してくださいました。仲間の頑張る

姿を見ていい刺激を頂きました☆ 

 

ボランティアさん、ありがとう♪ 
デイサービストレーニングセンター 

 



 

  

老健アルメリア 

お誕生会を行いました★ 

老健アルメリアでは誕生会を行い、お好み焼き・もんじゃ焼きを手作りしました。 

誕生日カードとお花、そして周りの利用者様と一緒に歌のプレゼントをすると大喜び！たくさんの笑顔をいただ

きました。また、屋台でお好み焼きともんじゃ焼きを作り、屋台からとても良い匂いが漂い、食欲をそそりまし

た。皆様のお好みに合わせて鰹節や青海苔・ソース・マヨネーズを掛けて召し上がっていただきました。「おい

しい！」とおかわりに来る方も多く見られ大盛況！ 楽しいひと時を過ごしていただきました。 

通所リハビリと聞くと、どんなイメージを持たれるでし

ょうか? 

「専門のリハビリスタッフによりその人に合ったリハビ

リが受けられる！」 その通り！！ 

しかし…アルメリアではもっと自慢できることがあるの

です。一番身近に入浴や排泄などのサポートさせていた

だく、最高の介護スタッフがそろっています♪ そして、

いち早く体調の変化に気付き、専門のスタッフが迅速に

対応します。また急を要する場合には相談員がケアマネ

ージャーやご家族と連絡を取りその方に最適な対応をさ

せてせていただいています。 

今年度、アルメリア通所リハビリでは、地域の皆様、ご

近所様にこれまでの取り組みを見ていただきたいと思い

見学会を開催致します。どうぞ自慢のスタッフに会いに

来てください。 

当日は通常のご利用者様の様子もご覧いただき、露天風

呂での足湯も体験していただきたいと思います。皆様お

誘いあわせの上ご来所ください。 

お待ちしております。 

 

アルメリア入所中の利用者様が足湯に浸かりま

した！春のお天道様の下、お茶を飲みながらゆっ

たりくつろいでいただき、利用者様の喜ぶ顔に職

員も大きな喜びを感じました☆ 

通所リハビリより★ 



「豆腐でつくるお汁粉作り」を 

企画いたしました。ご利用者同士でお互いに声

をかけあい作業分担したり、できないとこを助

け合ったりとても温かい心のこもったお汁粉が

できあがりました。 

次回もご期待ください♪ 

 

3 月の行事はひな祭りでした。老健あねとすで

は職員が着物を着用しお茶をたて和のおもてな

しをさせていただきました。「少し苦いけど、お

いしかったよ」「浴衣風流で素敵だね」「本格的

でたのしかったよ」と皆様に楽しんでいただき

ました。 

  
老健あねとす 

お誕生会当日、スコップ三味線の皆様が駆けつけ、迫力のある

演奏を披露してくださいました。使用しているのはスコップで

すが、まるで本物の三味線を弾いているように聞こえるから不

思議です。ご利用者の皆様も「ほんとに弦はついてないの

か！？」と大変驚いていました。素晴らしい演奏に心打たれ、

誕生日の記念になりました。 

 

お誕生日のお祝いしました！ 

おやつ作り第二弾！ 

手工芸の一環として、お雛様作り、梅の花つくりを製作

いたしました。ぜひお越し頂いた際に 2 階ステーション

前にある木にご注目ください。この木はオープン以来、

四季折々の花を咲かせてまいりました。次はどんな花が

咲くのでしょう？？ 

季節のお花作り♪ 



 

職員 
⼤募集 

  
好文会本部 

去る 2 月 28 日（日）特定医療法人 好文会職員約 50 名で 

好文会の使命である「安心な老後生活の実現」を背負い、深谷 

シティハーフマラソン大会に参加いたしました！ 

温かい声援を受け、完走することができました。 

平成 30 年 4 月 28 日（土）特定医療法人 好文会 

「第 9 回チャリティー事業 好文会祭」が開催されます。 

今年は、今メディアで大人気のＡＮＺEN 漫才のお 2 人が 

登場予定です★一人でも多くの方にご満足いただけるよう、 

精一杯おもてなしさせていただきます。皆様お誘い合わせの上、 

ご来場お待ちしております。 

※当日は会場周辺の混雑が予想されますので、お気を付けてご来場 

ください。 

緊急告知！！ 

●医師 ●看護師 ●准看護師 ●介護福祉士 ●介護士 
●理学療法士 ●作業療法士 ●ケアマネージャー     
 
◎医療ソーシャルワーカー・退院調整看護師  ◎地域医療介護連携室 

地域の皆様の健康と安心な老後生活の実現の為、私たちと一緒に働きませんか？ 

やる気があり、人と接するのが好きな方、心の優しい方、大歓迎！！ 

あなたの日々の積み重ねが地域包括ケアの実現を可能にします！！ 

〈ご応募お問い合わせ〉 本部事務局採用課 ℡：048-573-0381 

好文会 求⼈ 

深谷シティハーフマラソン大会に参加しました！ 

※昨年の好文会祭の様子 



 
          

あねとす病院 診療担当表 [平成３０年4月] ※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。 

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

診療科目 月 火 水 木 金 土 

午 

前 

内科① 
村川 德光 

[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②  
吉田 浩之 

[一般内科･糖尿病] 
 

村川 德光 
[一般内科] 

 
上野 泉 

[糖尿病･漢方] 

整形外来 新井 玄  新井 玄  松丸 聡  

午 

後 

内科(予約外来)  
門倉 由幸 

※第 2･第 4 火のみ 
    

整形外来 新井 玄  新井 玄  松丸 聡  

糖尿病外来  
吉田 浩之 

[糖尿病] 
   

上野 泉 
[糖尿病･漢方] 

認知症外来     大塚 真  

皮膚科      
交代制 
[群馬大学]  

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  橋本 信次 
 
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 
〒３６６-０８２４ 埼玉県深谷市⻄島町３-１６-２３松原ビル１F B 号室 
TEL:048-501-5500 FAX:048-501-5533 

特定医療法⼈ 好文会 グループ     
 
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) 
〒３６６-００５２ 埼玉県深谷市上柴町東１丁目１６番８ 
TEL:048-598-3311 FAX:048-598-3372 
 

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 

お知らせ 

 熊谷で活動している『熊谷ウイングス』をご

紹介致します。 

少年野球チームとして、2007 年に三尻、籠

原地区に発足しました。子供達の元気が地域

の皆さんに届く様なチームを目指していま

す。今年も県大会出場と全国大会への挑戦を

目標とし、チームスローガン『心一闘笑』(こ

ころいっとうしょう)をかがけ、強くたくま

しい子供達が育つ様頑張っています！！ 

興味のある方は是非見学どうぞ♪ 

 

ブログ：https://wings2007.exblog.jp/ 

入団問い合わせ先： 

熊谷ウイングス代表・中村様 048-532-6490 

         

まちかど探訪 Vol.6 

笑顔一杯！ 

元気一杯！ 

熊谷ウイングス！！ 


