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テーマ
和

６月１１日「きぬむすめ」を
植えました！！

苗を購入しに行き
ました。
育てた花で生け花をしています
～✿
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社会福祉法人 順正福祉会
この度、社会福祉法人 順正福祉会

理事長退任のあいさつ
グリーンヒル順正の理事長を退任することとなりました。

平成 10 年 4 月のグリーンヒル順正創立以前（平成 8 年 10 月）から理事長職を拝命し、以来 23
年間の在任中、利用者様を始め、ご家族の方々、市民の皆様方の多くのご支援を頂きまして、
職責を全うすることができましたことに心から厚く感謝を申し上げます。
顧みますとグリーンヒル順正は平成 10 年に学校法人順正学園 吉備国際大学の連携のもとで創設されました。特別養護
老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ケアハウス、在宅介護支援センターを併設した地域福祉の総合施設としてスタート
しました。そして平成 20 年には、10 周年記念事業として特別養護老人ホーム ユニット（30 床）を増床するとともに、新しく食堂
デイルームを新築致しました。
これまでグリーンヒル順正は「利用者一人ひとりを尊重し、常に利用者の立場に立ったケアを行い、あたたかく家庭的な環境
の中で、利用者が安心した生活を送れるよう努めます。」という創設の理念の下で、地域の高齢者福祉の拠点となるよう努
力を重ねて参りました。
特に吉備国際大学ならびに九州保健福祉大学との連携により成果を挙げている「園芸療法」では、種まきから収穫、そして
収穫したものを食べるという喜びを通じて、心身の健康、さらにはＱＯＬの向上を目指して取り組んでおります。
そして昨年には創設 20 周年を迎えることができました。改めて多くの皆様方にお世話になりましたこと、衷心より御礼申し上げ
ます。
これからもグリーンヒル順正の利用者のみなさまが幸せな生活が送れますよう、順正福祉会の理事として引き続き頑張って
参りたいと考えております。どうか今後ともよろしくお願い致します。
社会福祉法人 順正福祉会
前理事長 加計 勇樹

社会福祉法人 順正福祉会 理事長就任あいさつ
この度、社会福祉法人 順正福祉会の理事長に就任いたしました川本でございます。
このような職に就くに当たり、大きな責務を痛感しております。
皆様もご存じのように、社会福祉法人 順正福祉会には、特別養護老人ホーム グリーンヒル順正
と順正保育園がございます。
グリーンヒル順正は創立 20 周年を迎えましたが、これもひとえに前理事長や施設長を始め、現場の方々のご努力の賜物
であると敬意を表します。
さて、私事にはなりますが、私も多少、社会福祉を学んできましたが、少しでも高齢者の方々のお力になれたらと願っており
ました。私は常日頃から、人生というのは楽しいことも多々ありますが、大変なご苦労と経験を重ねてこられた高齢者の方々の
生活をどのようにしたらより良いものにできるのか、ということを考えて参りました。いわゆるＱＯＬの向上でありますが、人生のクライ
マックスを、誰もが持つであろう不安を可能な限り少なく、安心感に包まれるような生活をグリーンヒル順正で送っていただけた
らと切に願っております。
「利用者一人ひとりを尊重し、常に利用者の立場に立ったケアを行い、あたたかく家庭的な環境の中で、利用者が安心した
生活を送れるよう努めます。」というグリーンヒル順正の創設の理念を心に刻みながら、前理事長の思いを受け継ぎ、ご利用
者の方やそのご家族の方、また地域の方々に喜びを感じていただけるよう日々努力を重ねて参る所存でございますので、どう
ぞ温かいご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
社会福祉法人 順正福祉会
理事長

川本 さやこ
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平 成 ３０ 年 度
社会福祉法人順正 グリーンヒル順正
〈経常活動による収支〉
勘定科目
介護保険収入
利用料収入
経
市町村委託事業収入
常
経常経費補助金等収入
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収 その他補助金事業等収入
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入 利息収入
よ
る
収
支
経常活動収入計

収

決

算

決算額
442,278,000
61,460,000
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2,192,000
210,000
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0

7,000,000

勘定科目
人件費支出
経費支出（事務費支出）

単位：円
決算額
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65,262,000

（事業費支出）

78,605,000

支
出 借入金利息支出
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施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

27,484,000
-27,484,000

財務活動支出計
財務活動資金収支差額

11,800,000
-4,800,000

当期末支払資金残高
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経常活動支出計
経常活動資金収支差額

※平成３０年度は、施設の創立２０年の節目であり、 当期資金収支差額合計
式典などを行いました。また記念事業として、デイ
前期末支払資金残高
サービスセンター浴室改修を行いました。
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彰
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書

（自）平成３０年４月１日 （至）平成３１年３月３１日

〈施設整備等による収支〉
施設整備等収入計
〈財務活動による収支〉
財務活動収入計

支

勝 栄 峰昌 智妙 節葉 浩静 泰
志 子子 布子 子子 江香 子
美

5,652,000
447,072,000
452,724,000
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2019年度介護サービス計画
～処遇計画～
＊創立理念のもと「やさしく,丁寧な介護」「一人ひとりをみていこう」
をスローガンに利用者一人ひとりの思いを大切にし,常に敬意を持ち
心地よく過ごして頂ける環境作りを目指し,こころ安らぐ生活を送れ
るよう支援していきます。ご家族との交流事業にも積極的に行い絆
を深めていきます。
＊相手に伝わるような挨拶を職員一同心がけていきます。
＊介護の質の向上をめざし毎月研修を行い自己研鑽に努めます。
＊産業医と連絡を取り職員のストレス解消法や精神的支援、腰痛予
5つの委員会を中心とし他職種と共に連携し
防対策をおこなっていきます。

一人ひとりに応じた支援をおこないます。

５つの委員会を中心とし他職種と共に連携
しながら、和をもって一人ひとりに応じた支
援を行います。
認知症・コミュニ
ケーション委員会

入浴排泄委員会

レクリエーショ
ン・食事委員会

園芸委員会
地域家族交流会
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令和元年となって、初のユニットからのお便りです。今回のテー
マは令和の「和」。和やかでアットホームな雰囲気を感じながら、み
なさんゆっくりと日々をすごされています。そんな日常の一場面を
ご紹介いたします。

やすらぎ

なごみ

毎年ご好評♡

ほほえみ

綺麗な赤い色

グリーンヒルにて。写真日和でしたね。

頑張りました

今年の4月より、ユニットの
中庭で花植えを行ってい
ます。きれいに咲きました。
森です
大中です

他にもいろんな行事を
予定しています。

誕生会

雛祭り

節分

昼食会（調理）

ユニットに新しい職員が仲間に加わりました。
笑顔のすてきな 森 晴美 さん、朗らかな 大
中 千晶 さん。どうぞよろしくお願いします。
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本日の主役

仲良しご夫婦♥

いいお天気になりました☀
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あじさいカップケーキを
つくりました～♡

大好評でした♡

お上手です～♪

飾りつけ中です～♪

西井理学療法士を招
いての腰痛予防研修
をおこないました！！

職員研修の様子
よりよいサービスを提
供出来るよう、スタッフ
のモチベーションをあ
げるために4月から始
めました！！

高梁市役所の方をお招きし、
権利擁護についての研修を
おこないました！！

レクリエーション研修 の
様子です～！！

活動報告会の
様子です！！

（8） 第３４号 令和元年７月２０日

看護室から気をつけよう熱中症
「熱中症」は体内の水分や塩分のバランスが崩れ、
体温調整ができにくくなった体内に熱がこもった状態

熱中症の症状・予防
熱中症の主な症状
１）足

腕

腹部の筋肉のけいれん

２）激しい喉の渇き
３）手足の震え

脱力感

体のひきつり

頭痛

立ちくらみ
吐き気

めまい

意識障害

予防
～正しい知識を知っておく～
① 暑さを避けるためには室内でのエアコンや扇風機を使用する。
外出時は帽子・日傘の使用。
② こまめに塩分等を含んだ飲料水で水分補給を行う。
③ 通気性のよい衣服を着用する。

※ 高齢者は熱中症になりやすい、体調の変化に気を付けましょう
新入社の人見が担当しました！
よろしくお願いします！

意識して防ごう脱水症
“屋外で作業はしないし、部屋の中に居るから私は大丈夫・・・”と思っている方、要注意ですよ!!
誰にでも発症する脱水症を、普段の生活の意識を変えることで予防することが出来ます‼
① 体調の変化に気づきましょう

② 規則正しい生活を送りましょう

なんとなくだるい、疲れやすい、日中
眠い、喉が渇きやすい等、どんな些
細な体調変化も脱水症の兆候だと
思って気を付けるようにしましょう。

③ こまめに水分補給をしましょう

生活の乱れが脱水症につながりま

水分補給の目安はコップ 1 杯程度

す。1 日 3 回、規則正しく食事をし

の水分を 1 日 8 回、「喉が渇く前」

て、しっかり睡眠をとるようにしましょ

に行うように心がけてみましょう。た

う。規則正しい生活を送り、疲れをた

だし、アルコールを飲むと逆に水分

めないことが予防になります。

が奪われるので注意しましょう。

脱水予防のためにスポーツドリンクを手作りしてみませんか？
たまに違う味を試してみては

水・・・１㍑
塩・・・１ｇ～３ｇ(発汗量により調節)
はちみつ・・・大さじ 3～4
レモン汁・・・大さじ 3
（伯方の塩 HP より）

いかがでしょうか？
・リンゴジュース…500ml
（オレンジ、ブドウでも可）
・水…500ml
・塩…小さじ 1/4
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在宅介護支援センターでは、市役所や病院・民生委員など
と連携し「体力が落ちて歩けなくなった、認知症で悩んでい
る」など、ご自宅を訪問し、介護相談をはじめとした実態把
握を行い、必要な機関へ繋ぐ仕事を行っています。それ以外
にも地域の介護教室や認知症サポーター養成講座など、福祉
に関する啓発活動も行っています！！

介護教室では
介護の先生に

認知症サポー
ター養成講座

もなります！
皆さん真剣に
講義を聞いて
います(^^)/

にて寸劇を披
露(笑)

居宅介 護 支援

事業所では介
護支援専門員
（ケアマネジ
ャー）が介護認
定を受けた方

に対して、その
方に必要な介
護サービス（デ
イサービスや

ヘルパーなど）
を計画・調整し
在宅生活を長
く安全に過ご
して頂けるよ
う支援させて

頂きます。

サービス開始前に、
ご本
まずご本人・ご家族

お話しの中から課題を抽出し、

と面談し、どんなこ

介護サービスの調整を行い、介

とに困っているか等

護計画書（ケアプラン）を作成

聞き取りをします。

します。

人に今後関わる介護サ
ービス事業所などの担
当者を呼び、ご家族・ご
本人同席で話し合いを
行い、サービスの最終
確認を行います。その

ご自宅にお訪問し、ご

サービス開始後に利

後サービス開始となり

本人の状態を確認。また翌月の

用の状況はどうかな

ます。

サービス予定表をお渡ししま

どの確認・評価を行

す。

います。

月１回
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デイサービスでは毎年恒例となった、干支の手芸作品。
今年は亥年。職員と利用者の皆様が協力して、今年も華やかな作
品が出来ました。
出来上がった作品は年賀状にして、利用者皆様へ送り、デイサービ
スセンターに飾っています。是非一度、見に来て下さい。

デイサービスでは毎日、機能訓練体操や歌の会、脳トレや週替わりの
レクリエーションを行っています。

利用者の皆様に「和やか」な雰囲気で楽しんでいただけるよう、職員
一丸となって取り組んでいます。
土曜日、お盆、祝祭日も営業しております。本年度もよろしくお願い致します。
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みんなそろってパチリ(弥高山)

なかよし女子会です

おいしそうなホットケーキが出来ました

あじさい 完成です
おやつの時間
うまい！

ショッピング

４月より異動になりました生活相談員 塩田、
ケアワーカー 東です。よろしくお願い致します。

何を買おう
かな！？

誕生会
緊張して
ます！

ケアハウス グリーンヒル順正
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・勝志会様
・劇団たんぽぽ座様
・さくらの会様
・城扇会様
・高梁箏曲寿会様
・津川銭太鼓クラブ様
・西本清様
・フィ.フラ．オ.ナニ.リーリア様
・福森バンド様

野口宿直員が
山陽新聞写真コンテ
ストにて・・・
最優秀賞を受賞され
ました！！

特養
影山 光ワーカー
（11月27日入籍）
3名の職員にそれぞれ元気な赤
ちゃんが産まれました～！！

介護福祉士養成奨学金制度につ
いて
以前からある市の奨学金に加え、
今年よりグリーンヒル順正独自の
奨学金を設けました！！介護福祉
士を目指されている学生の方のお
力添えになれればと思います！！

編集と発行
社会福祉法人順正福祉会
特別養護老人ホームグリーンヒル順正
〒716－0068
高梁市松原町神原2281－8
TEL.0866－23－1234
FAX.0866－23－1232
ショートステイ
デイサービスセンター
併設
ケアハウス
居宅介護支援事業所
在宅介護支援センター

実習
吉備国際大学理学療法学科
吉備国際大学心理学科
吉備国際大学作業療法学科
吉備国際大学介護等体験
吉備国際大学看護学科
順正高等看護福祉専門学校

ボランティア・演劇等ご披露していただける方
お待ちしております！

編集後記
5月に令和という新しい年号が発表されました。昨年グリーンヒルも２０周
年という節目を迎えました。皆様のお力添えがあったからこそだと感謝して
おります。新たな気持ちで精進して参りたいと思いますのでよろしくお願い
致します。
今回のテーマは「和」利用者様の和やかな様子がお伝えできたでしょうか？
これからもたくさんの笑顔を引き出せるよう職員一同頑張っていきます。皆
様のご意見ご感想をお寄せください。
（今回の掲載期間はＨ31．1～Ｒ1．6間です。）
個人情報保護について承諾をえて掲載をしております。

