
　医療法人が運営するサービス付き高齢者向

け住宅ロイヤルケアホーム川島では自立され

ている方に限らず、看護や介護、医療が必要

な方にもご利用いただいています。

　病院・施設をうつる時の短期入居にもご利

用いただけるようにお部屋を用意しました。

バリアフリー構造、居室面積２１㎡～３４㎡

と安全でゆとりのある居室で、安否確認と、

ナースコールでの緊急対応をはじめとした多

様なサービス、同法人が運営する川島クリ

ニック、平成の森・川島病院、訪問看護ステー

ションとの連携により入居者様にあった生活

の支援をさせていただいています。

◈入居の対象となる方は
　◦ 60 歳以上の高齢者及びその配偶者　

　◦在宅での生活に不安のある方　

　◦病院や介護老人保健施設から退院（退所）

　　を勧められている方　　

　◦介護老人福祉施設（特養）への入居待ち

　　をしている方　

　◦要介護認定で要支援から要介護５までの

　　方になります。

　施設の見学やお問い合わせは随時、受け付

けをしております。

◈ご興味のある方は　　　　　　　　　　　

【ロイヤルケアホーム川島事務所】

担当：木村　までお問い合わせください。

　　電話番号　０４９（２９９）０８８０

　　受付時間　（月～金）９：00 ～ 17：00
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　４月から、石巻ロイヤル病院の院長の任を

引き継ぎました、石橋清人と申します。

　2007 年９月に、歴史ある旧公立深谷病院

を事業継承し、訪問看護ステーションふかや

と共に誕生いたしました当院でありますが、

前院長の河村修先生より、貴重なバトンを引

き継ぎ、身の引き締まる思いであります。

　開設当初は、診療科４科、一般病床 42 床

でありましたが、地域住民の皆さまに支えて

いただき、お陰様を持ちまして、2014 年 10

月には、南棟（新棟）の完成により、現在の

許可病床は 219 床となりました。

　良質で、安全・安心の保健・医療・福祉サー

ビスを提供し、地域住民の皆さま誰もが、健

やかに・和やかに・希望を持って暮らせる街

（コミュニティ）の創生を目指し、職員一同

が夢・やりがい・誇りを持ち、一丸となって

地域に貢献できますよう努力してまいりたい

と考えております。

　震災復興への道は、まだ半ばではあります

が、石巻医療圏域におきましても地域包括ケ

アシステム構築・医療提供体制等が各所議論

され、整備されつつある環境にあります。こ

れらの環境において、石巻ロイヤル病院は圏

域内の中核病院の後方支援の強化を始めとし

た、各行政、近隣医療機関、医師会の先生方、

介護福祉施設の皆さま方との連携、地域医療

支援・地域生活支援の推進が重要であると考

えております。

　医療法人啓仁会の一員として、地域の皆さ

まから信頼され、愛され、共にある、“石巻

ロイヤル病院”となりますよう鋭意努力して

まいる所存でありますので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。

石巻ロイヤル病院　院長　石橋　清人

就任の挨拶 ロイヤルケアホーム川島
医療法人啓仁会　石巻ロイヤル病院（宮城県石巻市）

院長　石橋　清人
医療法人啓仁会　サービス付き高齢者向け住宅　ロイヤルケアホーム川島（埼玉県川島町）

サービス付き高齢者向け住宅　
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　４月４日（土）所沢市くすのきホール

にて平澤院長による市民講座「よく知ろ

う認知症！！」が開催されました。天候

は今にも雨が降り出しそうな曇り空とな

りましたが、468 人の方にご参加頂きま

した。ありがとうございました。

　初めに平沢記念病院　平澤院長より『所

沢市医師会の認知症ネットワーク活動』

と題し、常日頃から力を入れている認知

症ネットワークについての取り組み・活

動・必要性についてお話をしました。所

沢認知症ネットワークでは、医師・看護師・

介護支援専門員（ケアマネージャー）・介

護職等の認知症知識の高い職種が集まり、

急増する認知症患者の早期発見と地域完

結型の医療・介護の連携を目指したネッ

トワーク作りとその円滑な運用を目指し

て活動中です。

　特別講演では佐賀大学　精神神経科

門
も ん じ

司 晃
あきら

教授を招へいし、『生活習慣病と

認知症』についてお話をしてくださいま

した。生活習慣病と認知症には強い繫が

りがあり、認知症を予防するには生活習

慣病の予防と早期発見・治療が大切であ

る。バランスの良い食事・適度な運動・

十分な睡眠・そして社会と関わり人との

交流を持つことが生活習慣病の予防にな

るとおっしゃっておられました。

　質疑応答時間は 30 分間でしたが、次々

と手が挙がり質問は尽きない様でした。

皆様が関心を持たれているのは食事内容

と睡眠についてでした。「テレビや雑誌で

取り上げられている流行り物を摂取する

のも良いですが、バランスの良い食生活

と適度な運動を心掛けることが大事です。

睡眠には個人差がありますので気になっ

たことがあれば睡眠専門外来のある病院

を早めに受診することをお薦めします」

とアドバイスをされておりました。

　講座には所沢市内・近隣市内・東京都

内・その他遠方からお見えになられた方

もいらっしゃいました。ご年齢は 20 代か

ら 80 歳以上の方まで、その中でも 70 歳

以上が半数以上を占めており、認知症と

いう他人事では無い病気に対して皆様の

関心の高さがうかがえました。講演後の

アンケートには 75％の方から「満足・大

変満足」との回答が得られ「非常に勉強

になりました」との感想を頂きました。

来年も市民公開講座の開催を予定してお

ります。お誘い合わせの上、ぜひお越し

下さい。　　　　　総務課　樺澤　久美

医療法人啓仁会　平沢記念病院（埼玉県所沢市）

医療法人啓仁会　吉祥寺南病院（東京都武蔵野市）

市民公開講座「よく知ろう認知症 !!」の報告

入 社 式 ・ 辞 令 交 付 式

佐賀大学　門司晃教授

平沢記念病院　院長　平澤秀人

　平成 27 年 4 月 1 日、入社式・辞令交

付式が行われました。本年度は、看護師

10 名、理学療法士 3 名、作業療法士 2 名、

言語聴覚士 3 名、管理栄養士 1 名、事務

職員 1 名、計 20 名の職員を新たに迎え

ることができました。「激変の渦中にある

医療情勢において、良質な医療を提供す

るのはもちろんのこと、そして、その提

供の仕方、すなわち、サービスの内容も

評価されることを、病院職員全体で理解・

実行して、地域の皆様に愛される病院に

なるべく、みなさんのお力をお借りした

い」との山下院長の言葉を、新入職員一同、

真摯に受け止めている様子でした。新し

い仲間を迎え、職

員一丸となって、

より一層地域に信

頼される病院を目

指したいと思いま

す。
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　３月６日（金）10：00　

　地域交流レクリエーションとして、４階に

湯川保育園たんぽぽ組のお友だちが 17 名（先

生２名）来てくれました。利用者様たちは 10

時前からきれいに並んでスタンバイ。その中

をかわいい子どもたちが入場してきました。

一列に並んで日頃の練習の成果を歌ったり、

踊ったりして見せてくれました。

　みんな大きな声が出ていたね。元気に踊れ

たね。おじいちゃん、おばあちゃんたちは

みんなニコニコして、手拍子しながら見守っ

てくれていました。そのあと、一人ひとりと

ふれあって、おててすりすり、お足もすりす

りしてくれました。ここは認知症フロアな

の？？

　いつもと様子が違うまったりした皆さんを

目撃している子供たちの表情に心癒されまし

た。　　　　　　　管理栄養士　高橋　長生

　暖かくなり、様々な草花が咲き私たちの目

を楽しませてくれている春、三鷹ロイヤルの

丘でも様々な草花が咲いています。特に、窓

から見える桜の花は満開で、利用者様の目を

楽しませています。近くには桜がきれいな公

園もたくさんありますが、道路沿いの桜も見

事な姿を見せてくれています。

　さて、三鷹ロイヤルの丘　通所リハビリ

テーションでは、桜の開花に合わせてお花見

を開催しました。車に乗って近くの桜並木道

や公園にお散歩をするイベントです。

　今回は武蔵野公園へお散歩に行きました。

青空に桜の花が映えて、とても美しい景色が

見ることができ、皆さん口々に「きれいね」

と満開の桜に感動していました。すぐに散っ

てしまう桜は儚さもありますが、その分、私

達の心にその姿を焼き付けていきます。利用

者の皆様の心にもその姿が残ったのではない

でしょうか。今回はいい気分転換になったこ

とと思いますので、

気分一新、これから

も元気にいらしてい

ただきたいですね。

リハビリ科

　月井　麻美

　素敵な「ひな飾り」が合計 30 個。個性あ

ふれる「ひな飾り」がデイケアの入り口を飾っ

てくれました。

　１月に作った「おかめの福飾り」の時は顔

の表情を書くことに大苦戦していました。し

かし、今回のお内裏様とお雛様ではみなさん

がニコニコ笑顔の表情を迷うことなく書いて

いたのが印象的でした。

　完成後は、「デイに飾らないで早く家に飾

りたい。」というお言葉をたくさんいただき

ました（笑）。

デイケア　主任　山科　宏之

医療法人啓仁会　介護老人保健施設　いとうの杜（静岡県伊東市）　

医療法人啓仁会　介護老人保健施設　三鷹ロイヤルの丘（東京都三鷹市）　 医療法人啓仁会　介護老人保健施設　所沢ロイヤルの丘（埼玉県所沢市）　

湯川保育園のお友だちが、来てくれました

お　花　見 デイケア作品　「ひな飾り」
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『これからもよろしくお願いします』
　平成 26 年度は保健センターで営業できる

最後の年となりました。お陰様で大きな事故

などなく、無事に最後の一年を終えることが

できました。これまで十六年間、皆様には保

健センターデイサービスセンターをご愛顧い

ただき本当に有難うございました。

　さて、この４月より新たに「中富南」の地

に移り、「なかとみロイヤルの園」として再

出発いたします。「なかとみ」に移りまして

も引き続きご利用者の皆様に喜んでいただけ

るよう、職員一同、業務に取り組んでまいり

ます。移転後も職員体制・サービス内容には

変更なく、営業を継続させていただきます。

現在ご利用されている皆様には、これまで以

上に満足していただけるよう新たな企画やイ

ベントを催していく予定です。

　また、これまで送迎範囲から外れていた中

富南およびその周辺にお住いの皆様に「なか

とみロイヤルの園」を認知していただけるよ

う、販促活動を強化していきたいと思います。

　今回、皆様には施設をご案内する時間をご

用意できなかったこと、誠に申し訳ございま

せんでした。改めて４月以降ご案内させてい

ただきたいと思います。

　今後ともデイサービスセンターなかとみロ

イヤルの園をよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人栄光会　デイサービスセンターなかとみロイヤルの園（埼玉県所沢市）　センター長　兼　生活相談員　清水　有

デイサービスセンターなかとみロイヤルの園

 
◆対象の方：要介護・要支援の方 

◆ご利用まで：担当のケアマネージャーにご相談いただくか当事業所にお問い合わせください。 

◆サービス：◇送迎 ◇食事 ◇入浴 ◇機能訓練 ◇アクティビティ ◇クラブ活動 など 

◆料  金：◇要介護の方      391 円～1,175 円程度（１日あたり） 

◇要支援の方   1,692 円～3,469 円程度（１か月あたり） 

◇食事・おやつ    800 円 

◆介護保険指定事業所番号：1172500488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆送迎実施区域：所沢市 

※この地域に該当しない方もご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービスセンター なかとみロイヤルの園 

フロアのご案内

１階                    ２階 

アクセス

社会福祉法人 栄光会 

デイサービスセンター なかとみロイヤルの園 

   電話.04-2990-5151  

   FAX.04-2990-5152   担当：清水・石倉 

〒359-0003 埼玉県所沢市中富南二丁目 27 番地 10

お問い合わせ 

お申し込み… 

定員 40 名

◀風呂

1階

2階

　平成 27 年４月　所沢市中富南にオープン !!

●楽しいレクリエーション

　　●おいしく栄養バランスのとれた食事

　　　　●ゆっくり入れる大きなお風呂

●いろいろなクラブ活動

　　●ご友人とのコミュニケーション

●健康的な家庭生活をお手伝いします

デイサービスセンターが（所沢市保健センターから）

　　　　　　　　　　移転オープン !!


