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新利用者紹介

社会福祉法人 利生会
特別養護老人ホーム　亀岡園
亀岡市河原林町河原尻上砂股 100
電話（0771）24-5408

事業所内保育施設　よいこらんど
亀岡市河原林町河原尻上砂股 100
電話（0771）24-5408

特別養護老人ホーム　第二亀岡園
亀岡市薭田野町奥条古畑 2
電話（0771）25-9700

第二亀岡園ケアハウス
亀岡市薭田野町奥条古畑 2
電話（0771）25-5701

利生会　柿花診療所
亀岡市薭田野町柿花畑ケ中 17
電話（0771）25-1700

ホームページ
http://www.
rishoukai.com

高齢者あんしんサポートハウスりしょう
亀岡市河原林町河原尻中垣内 39-1
電話（0771）21-1899

服部　秀子 様� 令和 4年 2月�入所
　私は長年、接客業をしていたので、人とお話をするのが好きです。身
体を動かすことも好きで、毎日、体操やリハビリを頑張っています。こ
れからも元気いっぱい、楽しく過ごしていきたいです。

丹羽　静子 様� 令和 4年 2月�入所
　今年の２月からこちらでお世話になっています。若い時は、飛行機の
部品を作っていました。もうすぐ１００歳になりますが、第二亀岡園の
美味しい食事をいただいて、元気に過ごしたいと思います。

近本　嘉子 様� 令和 4年 2月�入所
　今年の２月からお世話になっています。私は独りでの生活が長かった
ですが、今はたくさんの方と一緒に毎日楽しく生活しています。これか
らも宜しくお願いします。

浅田　吉隆 様� 令和 4年 4月�入所
　馬路町池尻で生まれました浅田吉隆と申します。どうぞよろしく。趣
味は生け花、カラオケです。コロナウイルスに感染しない様がんばるぞ。
オー！！

和田　市之助 様� 令和 4年 2月�入所
　昔から機械いじりが好きで、いろいろな事に取り組んできました。亀岡
園に来てからは、毎食ご飯が美味しくとても満足しています。これからは、
ゆっくりしながら楽しくすごしていきたいと思います。

特別養護老人ホーム亀岡園

特別養護老人ホーム第二亀岡園

高齢者あんしんサポートハウス りしょう

御 芳 志 
皆様の御芳情に厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略） 

令和３年１０月１日～令和４年１月３１日 
 

御寄附  
人見智彦 畑憲雄 八木康幸 寺町春美 村上宏男 石田晃平 
中澤和幸 山木茂 詩吟神風流和敬愛塾本部 ㈱ケイアイ 
 

御寄贈 
石田初美 稲荷良一 岡本和子 青柳きくみ 亀岡市社会福祉協議会 
黒田武夫 小林正雄 中野廣子 中川真利子 ソーケンメディカル㈱ 
原田修子 森十紀人 水谷敏夫 八木千恵 山内政道 旭リスター㈱ 
松本幸久 今西ヒロノ 八木秀 畑憲雄 宮垣由美子 篠原良染工㈱ 
㈱セレマ 片野ますみ 奥条ふれあい市場 奥条老人クラブ 匿名５名  
たくさんの団体、個人の皆様からのご寄附・ご寄贈ありがとうございます。 

～職員一同～   
 

社会福祉法人利生会へのご寄附につきましては、寄附金控除等、
税制上の優遇措置の対象となります。 
控除を受けられるためには、確定申告または法人税申告の際に、

当法人が発行する領収書が必要となります。 

御 芳 志 
皆様の御芳情に厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略） 

令和４年２月１日～令和４年５月３１日 
 

御寄附  
青柳きくみ 相知美知恵 深谷まゆみ 江見峰雄 村上宏男 ㈱ｹｲｱｲ 
 

御寄贈  
菅谷内利栄 茨木國夫 川勝郁子 松本妙子 畑憲雄 篠原良染工㈱ 
牧野征一郎 久徳満子 西田和可 森十紀人 ㈱セレマ：吉河・西田 
宮本眞知子 匿名２名  
たくさんの団体、個人の皆様からのご寄附・ご寄贈ありがとうございます。 

～職員一同～   

社会福祉法人利生会へのご寄附につきましては、寄附金控除等、
税制上の優遇措置の対象となります。 

控除を受けられるためには、確定申告または法人税申告の際に、
当法人が発行する領収書が必要となります。 

中川　禎人 様� 令和 4年 5月�入所
　今までは、車を運転して買い物に行き自由に過ごしていました。ケア
ハウスに入居後は、弟が色々と世話をしてくれているので感謝していま
す。

齊藤　美義 様� 令和 4年 5月�入所
　夫婦で入居させて頂き何より嬉しいです。皆さんいい人ばかりですし、
ご飯も美味しくて、気楽に過ごしています。第二亀岡園デイサービスも
楽しいです。これからもよろしくお願い致します。

齊藤　清子 様� 令和 4年 5月�入所
　家では、足が痛くても我慢して家事をしていました。ケアハウスにお
世話になってからは、気楽になりもったいない気持ちです。皆さん優し
い方ばかりでとても嬉しいです。末永くよろしくお願い致します。冨士原　あい 様� 令和 4年 3月�入所

　皆さんとたくさんお話できてうれしいです。若い時はたくさんの国へ
旅行に行きました。4月には園の桜を見に外へ出られたのが気持ちよ
かったので、また散歩したいなと思います。
　どうぞよろしくお願いします。

編集後記
　園だより１０１号の発行にあたり、皆様には多くのご支援を頂き、誠
にありがとうございます。

　当法人では、亀岡市や国の方針に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種３回
目から５ヶ月以上経過した６０歳以上のご利用者を中心に、４回目ワクチン接種を
開始します。一方、各施設では今後も感染予防に努めてまいりますので、ご協力を
よろしくお願い致します。� （編集委員　中島由美子）

川眞田　みさ子 様� 令和 4年 3月�入所
　リビングの大きな窓から外の景色を眺めていると清々しい気持ちにな
ります。お花も多く、景色を見るのが楽しいです。時代劇のドラマや美
空ひばりの映画を観るのが好きです。これからよろしくお願いします。

田中　直義 様� 令和 4年 5月�入所
　昔は京都に出て、車の修理の仕事をしていました。家では百姓をして
いました。
　これからのんびりみんなと一緒に仲良く過ごしたいです。

岡本　ふみ 様� 令和４年４月�入所
　ここに来て少し寂しい気持ちもありましたが、お話できる人も増えて
きてすっかり慣れてきました。ご飯も美味しく、きれいな所で過ごせて
ありがたいです。皆さんと仲良く楽しく過ごしたいと思います。よろし
くお願いします。

白石　眞津子 様� 令和 4年 6月�入所
　旅行が好きです。色々な所へ行きましたが、やはり近場がいいです。
ここのご飯は美味しいので、どんな献立が出るのか楽しみにしています。
よろしくお願いします。。

中川　泉 様� 令和 4年 5月�入所
　5月からこちらでお世話になっています。食事は好き嫌いなく食べて
います。日本酒も好きで、時折夕食の時に頂いています。これからもよ
ろしくお願いします。

過ごし、この日を迎えられた事は感謝しかありません。
花御堂の中の柔らかいお顔のお釈迦様をみて、ご利用
者の皆さんはにんまり恵比須顔。灌仏のあと甘茶を皆
で飲みながら日々の生活に感謝する。そんな和やかな
ひと時が流れました。

　初夏の風が清々しい季節を迎え、5月 8日今年も
花まつりを開催することが出来ました。
　新型コロナウイルス感染拡大により、各施設で行う
ようになってから、早 3年目。新形式での花まつり
もすっかり定着してしまった感がありますが、利生会
各施設では新型コロナによる大きな被害もなく無事に

穏やかな日 に々感謝

新 職員紹介
特別養護老人ホーム亀岡園
　介護職員（写真左から）リニ・スリ・ウーラン、
　アワリア・シファ・ファウジアー、リタ・テレシア
　こんにちは。私達はインドネシアから参りました。4月 1日よりお世話に
なっております。色々な日本の生活について大変興味があり住むことにしま
した。コロナ禍の中大変ですが、ご利用者様に楽しんでいただけるよう心掛
けてまいります。職員の皆さんは私達に優しく接してくださるので、とても
嬉しいです。日々頑張って成長していきたいと思います。宜しくお願い申し
上げます。

柿花診療所� 事務職員　髙　原　陽　子
　４月より柿花診療所でお世話になっております。
　まだ不慣れでご迷惑をおかけしておりますが、皆様のお役に
立てるよう努力していきたいと思っています。
　よろしくお願いいたします。

特別養護老人ホーム第二亀岡園
　介護職員（写真左から）ソラン・ユニアル・ヴェロニチア、
　ジュリアンティ・マウラニ、ギリアンドラ・カシー・プラウィラ
　私たちはインドネシアから参りました。今年の春から第二亀岡園
でお世話になっています。外国人なので慣れないことも多いですが、
利用者さんに良い介助が出来るように一生懸命頑張っています。こ
れからも宜しくお願いします。

特別養護老人ホーム亀岡園� 管理栄養士　柴　田　歩乃佳
　今年の 2月より亀岡園でお世話になっております。経験・知
識不足によりご迷惑をおかけしておりますが、皆様のお役に立
てるよう日々努めてまいります。宜しくお願い致します。

第二亀岡園ケアハウス

御 芳 志 
皆様の御芳情に厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略） 

令和４年２月１日～令和４年５月３１日 
 

御寄附  
青柳きくみ 相知美知恵 深谷まゆみ 江見峰雄 村上宏男 ㈱ｹｲｱｲ 
 

御寄贈  
菅谷内利栄 茨木國夫 川勝郁子 松本妙子 畑憲雄 篠原良染工㈱ 
牧野征一郎 久徳満子 西田和可 森十紀人 ㈱セレマ：吉河・西田 
宮本眞知子 匿名２名  
たくさんの団体、個人の皆様からのご寄附・ご寄贈ありがとうございます。 

～職員一同～   

社会福祉法人利生会へのご寄附につきましては、寄附金控除等、
税制上の優遇措置の対象となります。 

控除を受けられるためには、確定申告または法人税申告の際に、
当法人が発行する領収書が必要となります。 

御 芳 志 
皆様の御芳情に厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略） 

令和４年２月１日～令和４年５月３１日 
 

御寄附  
青柳きくみ 相知美知恵 深谷まゆみ 江見峰雄 村上宏男 ㈱ｹｲｱｲ 
 

御寄贈  
菅谷内利栄 茨木國夫 川勝郁子 松本妙子 畑憲雄 篠原良染工㈱ 
牧野征一郎 久徳満子 西田和可 森十紀人 ㈱セレマ：吉河・西田 
宮本眞知子 匿名２名  
たくさんの団体、個人の皆様からのご寄附・ご寄贈ありがとうございます。 

～職員一同～   

社会福祉法人利生会へのご寄附につきましては、寄附金控除等、
税制上の優遇措置の対象となります。 

控除を受けられるためには、確定申告または法人税申告の際に、
当法人が発行する領収書が必要となります。 
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柿花インフォメーション

柿花診療所の診療体制を更に充実！
　ひえ田野町とその近隣地域にお住いの方々、そして利生会
の高齢者施設に入所されている方々と共に歩む、「柿花診療
所」は本年４月から診療体制をさらに充実して、皆さんのニー
ズに即した地域医療をめざしています。
　４月から行待壽紀院長に代わって着任頂いた小栁博彦院長
には、整形外科医としての豊富な知見と経験を生かして、特
に高齢者のほとんどの方が抱えておられる骨・関節・筋肉な
どの「痛み」の緩和や加齢に伴う身体運動機能の低下を防ぐ
診療を行っていただきます。
　また、非常勤医師として引き続き柿花診療所に勤務いただ
く、蓑手医師、藤原医師、平田医師と４月から新たに着任を
いただいた坂之上医師（京都大学院生）には、内科を中心に
身近な診療所の「かかりつけ医」として診療をいただきます。

　ご利用者の怪我防止に役立つだけではなく、移乗介助
を受ける際の負担軽減になっています。始めは不安な表
情をされていた利用者さんも、安心して頂けるように声か
けを行いながら使用していく中で、落ち着いた表情に変
わられ、笑顔も
見られています。
　また職員の介
助軽減や、腰痛
予防に繋がって
います。
　ご利用者の安
全安心に活用し
ていきます。

　以前より職員間の連絡ツール
として施設内ＰＨＳを使用して
いましたが、インカムを活用す
ることで１対多数で一斉通信が
でき、複数の職員が同時に連絡
を受け取り情報の共有が行えま
す。離れた距離や突発的な出来
事にも、すぐに情報発信できる
ので心強いです。

　各居室にセンサー（心
拍数、呼吸数測定）及
びカメラを設置し、必
要な時に居室内や身体
状態の確認、異常の早
期発見に繋げています。
不意な行動による危険
への回避やより良いケ
アに繋げていきます。

　新型コロナウイルス感染症予防から
面会を中止させて頂いたり、陰圧テン
トやベランダからの窓越しなど制限を
しながらの面会の実施となっていまし
た。オンライン面会も導入することで、
遠く離れたご家族にも活用して頂いて
いましたが、今回、面会ブースを活用

することでフロア内での面会
も行っております。ご家族か
らは「遊園地みたい！！」と
楽しい笑い声も聞かれており、
ブース内には電話も付いてい
て、利用者さんにもしっかり
声が届いています。

【小栁院長からの一言】
　令和４年４月から柿花診療所に勤務さ
せていただくことになりました。整形外
科専門医として外傷・整形外科疾患中心
に医療に携わってきましたが、今後は高
齢者を中心に幅広く医療に関わっていく
所存です。

診療時間：午前９時から正午まで
※６月６日から９月５日までの期間は施設入所者の健康診断
のため、月曜日の外来診療は休診とさせていただきます。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

担
当
医
師

小柳院長 小柳院長 （小柳院長) 小柳院長

内科・整形外科 内科・整形外科 内科・整形外科

蓑手先生 藤原先生

平田先生
第1.3.5土

坂之上先生
第2.4土

内科 内科 内科・呼吸器科

地域医療と社会貢献を目指す
柿 花 診 療 所 電 話 0771-25-1700

FAX 0771-24-9006

医療と介護のサービスを・・・

3月〜6月の様子

季節を感じるレクリエーション

きれいなバラに
囲まれて〜

御一同　桜に見惚れ…
感嘆のため息！？

あじさい作り。
大きな傘にも咲きました (^_^)

みんなでお花もいけます！！

大ベテラン奮闘中！！
沢山収穫できました。

面会ブース「アイビー」

インカムを導入！！

今年の４月よりＭ
マキシ

ａｘｉ　Ｍ
ム ー ブ

ｏｖｅ（リフト）を導入！！

見守り機器ライフレンズ導入！

令和４年４月
柿花診療所外来担当医師表

「介護・福祉機器」活用していま〜す


