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「部署紹介」はとぽっぽ保育所



【従業員特別表彰】
「あの人の真似はとて
もできないわね」「本
当だね。あの人なら当
然だ。」など従業員誰
もが「あの人のように
なりたい」と納得して
目標とする人に、特別
賞が授与されます。

【永年勤続表彰】
医療法人愛生館の従業
員として満５年、15
年、25 年の勤務をし、
勤勉で他の模範と認め
られる者の法人表彰を
行っています。
表彰対象者には、「表
彰状」「自己啓発支援
金」が授与され、「リ
フレッシュ休暇」が付
与されます。

【改善提案表彰】
安全で効率的な運営や
サービスの向上を図る
ため、従業員の積極的
な発想、創意工夫等を
提案する「業務改善提
案制度」を行っていま
す。毎年、特に優秀と
認められた改善提案者
には最優秀賞、優秀賞、
優良賞などが贈られま
す。

【褥瘡とは】
一般的には「床

とこ

ずれ」
のことです。特に寝た
きり状態の方は褥瘡が
出来やすくなります。

トピックス

「特　集」1

平成 23 年度 愛生館コバヤシヘルスケアシステム 経営計画発表会

平成22年度  従業員特別表彰、
　　　　　　永年勤続表彰、改善提案表彰
平成 23年 4月 17日（日）に開催しました平成 23年度愛生館コバヤシヘルスケアシ
ステム経営計画発表会において、平成 22年度の従業員特別表彰、永年勤続表彰、改
善提案表彰を行いました。表彰された従業員の皆さんを紹介いたします。

従業員特別表彰
褥瘡 (じょくそう )と向き合って 14年。一人でも多く、
褥瘡の方を治したい、褥瘡を予防したい。その思いで歩んで
きました。
昨年9月に日本褥瘡学会認定師（看護師）の資格を取得し、

看護・介護スタッフだけでなく、メディカルスタッフとの連
携、さらに訪問看護師やケアマネージャーなどの地域連携へ
拡がってきました。
認定師としての責務と、その資格の持つ社会的重要性を認
識する日々を送っていた私に、特別表彰という素晴らしい賞
を頂きまして、大変嬉しく、発表当日は本当に驚きました。
これからも受賞を励みに、褥瘡・創傷と向き合いながら、
他のスタッフと共に努力していきたいと思います。

看護部　４階病棟

看護師　岡戸  京子

部　門 部　署 職　種 氏　名
看護部 ４階病棟 看護師 岡戸　京子
医療技術部 リハビリ科 理学療法士 中村　正史

用語解説



「特　集」2

改善提案表彰

永年勤続表彰

この度、思いがけず改善提案最優秀賞というすばらしい賞をいただき、驚きと感謝の
気持ちでいっぱいです。保育所での毎日はこどもたちの何気ない一言に笑ったり、びっ
くりしたり、一緒に元気に走ったり、絵本を読んだりあたたかい雰囲気の中で過ぎてい
きます。そんな日常から、こどもたちが保育士とともに取り組める提案や、物を大切に
するという観点での提案をこれからも探していきたいと思います。
多くの職員の方に利用していただき保護者の方にもこどもたちにも満足してもらえる
はとぽっぽ保育所のために微力ながら尽力してまいります。今回の受賞は本当に大きな
励みになりました。ありがとうございました。

事務部保育所

保育士　滝口菜穂子

勤続 25年
部　門 部　署 職　種 氏　名

看護部 外来 准看護師 生田　明美
事務部 医療サービス課 事務 石　清美

勤続 15年
部　門 部　署 職　種 氏　名

医療技術部 栄養管理科 管理栄養士 村松　英子
老健ひまわり 医療技術Ｇ 理学療法士 谷澤　真三

勤続 5年
部　門 部　署 職　種 氏　名

看護部 外来 准看護師 戸水　悦子
看護部 外来 准看護師 山本　玉恵
看護部 2階病棟 看護師 新海　聖子
看護部 3階 A病棟 看護師 坂根由希子
看護部 3階 A病棟 ケアワーカー 藤掛　聡美
看護部 3階 A病棟 准看護師 加藤　美紀
看護部 3階 B病棟 介護福祉士 鈴木　　恵
看護部 3階 B病棟 看護師 杉浦美也子
看護部 3階 B病棟 准看護師 奥出　　恵
看護部 4階病棟 准看護師 岩間恵理子
看護部 4階病棟 介護福祉士 牧野　峰利
看護部 4階病棟 介護福祉士 犬塚　幸代
医療技術部 リハビリ科 理学療法士 矢島　尚久
医療技術部 リハビリ科 理学療法士 小川　　舞
医療技術部 栄養管理科 管理栄養士 岡村　高子
医療技術部 栄養管理科 調理師 鈴木　美和
医療技術部 栄養管理科 調理師 杉浦　則子
医療技術部 栄養管理科 給食ｽﾀｯﾌ 金原　光子

勤続 5年
部　門 部　署 職　種 氏　名

医療技術部 栄養管理科 給食ｽﾀｯﾌ 杉山　由香
医療技術部 栄養管理科 給食ｽﾀｯﾌ 加藤　尋子
事務部 医療福祉相談係 SW 岡田　恵奈
在宅福祉部 在福管理室 事務 深谷　陽子

在宅福祉部 しんかわヘルパー
ステーション ケアワーカー 長南千賀子

在宅福祉部 しんかわデイ
サービス 介護福祉士 杉浦　麻里

在宅福祉部 デイケア 介護福祉士 中村　秀子
在宅福祉部 デイケア 准看護師 田桑恵美子
健康管理センター 健康管理科 臨床検査技師 本田佐江子
老健ひまわり 看護・介護G 准看護師 石田　直美
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 鳥居　拓実
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 杉浦　友香
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 米津　　司
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 小島加津子
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 大東　淳子
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 田中　真帆
老健ひまわり 看護・介護G 介護福祉士 髙畑　政代
老健ひまわり 医療技術Ｇ 理学療法士 亀蔦さつき
老健ひまわり 事務G 事務 杉浦　寿成
老健ひまわり 事務G 事務 佐藤美穂子
老健ひまわり 事務G 事務 安藤　惠美
老健ひまわり 事務G 運転手 鈴木　忠夫
老健ひまわり 医療技術G 調理師 金重　立映
老健ひまわり 医療技術G 調理師 久保　達男
老健ひまわり 医療技術G 給食ｽﾀｯﾌ 山本　弘子
老健ひまわり 医療技術G 給食ｽﾀｯﾌ 佐々木俊子
清和商事 食堂 給食ｽﾀｯﾌ 片倉万理恵
清和商事 清和商事 清掃 村上　清美

部　門 部　署 職　種 氏　　名
最優秀賞 事務部 保育所 保育士 滝口　菜穂子
優秀賞 事務部 医療サービス課 事務 中村　千代子
優良賞 健康管理センター 健康管理科 臨床検査技師 本田　佐江子
〃 健康管理センター 健康管理科 准看護師 前田　ナヲミ



「小林記念病院」だより3

開催日：平成 23年８月 27日（土）
時　間：17：00～ 19：15

　新川地区の活性化のため、新川まち
かどサロン、各種団体と協働して「新
川地区　夏祭り」を開催します。小林
記念病院駐車場特設ステージで、吹奏
楽団・郷土芸能クラブの演奏やフラダ
ンス・ビンゴ大会などを催します。
　また、まちかどサロン内にてフリー
マーケット、地元野菜販売、ちぎり絵
などを行う予定です。さらにかき氷・
やきそばなど模擬店も出店します。
ぜひご家族みなさんでお越しください。

新川地区 川
記
楽
ン

マ
な

夏祭り
開催します
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ぜひご家族みなさんでご家族みな

模模模模模模模 擬擬擬 店店店店店店店店店店模模模模模模模模模模 擬擬 店店店模模模模模模模模模模模 擬擬擬擬擬擬擬擬  店店店店店店模模模模模模模模模模模 擬擬擬擬擬擬 店店店店店店店店店模 擬 店

フリーマーケットフフフフフフフフフフフリリリリリリリリリーー ケケケケケケケッッッッッッットトトトトトリリリ トトトトトリリーーーーマママママママママママーーーーーケケケケケケケケリリリリリリーーーマママママ ケケケケケケケケケフリーマーケット

フラダンスフラララダダダダダダダダンンンンンンンンンスススススススススフフフフフフフ ンンススススフフフフフフフフフフフララララダダダダダンンンフフフフフフフフフラララララダダダダダダダダンンンンフラダンス
場　所：小林記念病院駐車場

☎ 0566-41-0004
（担当：大谷・中川・中村）

ご 案 内

碧南市健康診査のご案内

当院では、碧南市在住の 40歳以上の方を対象とする「碧南市健康診査」
を実施しております。実施期間は、平成 23年 6月～ 11月です。
1年に 1度、ご自身の健康状態を確認するための良い機会となります。
当院の健康管理センターは特定健診にあわせてすべてのがん検診（胃・大
腸・肺・前立腺・乳腺・子宮）を受診していただけます。
予約制となっておりますので、以下の要領で予約をお願いします。

小林記念病院
健康管理センター
☎ 0566-41-6548
（木・日・祝休み）

場　所：健康管理センター　　（病院１階　食堂隣り）
時　間：午前１０時～午後３時
持ち物：碧南市より届いた封筒、保険証、健康手帳（お持

ちの方）、診察券（お持ちの方）、乳がん・子宮がん・
大腸がん検診クーポン（碧南市より届いた方）

ご予約　（月・火・水・金・土）＊祝日は除く

ます。

小小小小小小小小小小小
健健健健健健健健健健健健健健健
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎

お問い合わせ

お問い合わせ



「老人保健施設ひまわり」だより 4

老人保健施設ひまわりに入所するには
どうすれば良いかご存知でしょうか？
まず、入所できるのは介護保険の
要介護度が 1以上の人です。点滴
や注射がいつも必要となる方は入所
できませんが、病状が安定している
方であれば大丈夫！！
実はそれほど厳しい条件ではない
のです。「困ったな～」と思った時
にはいつでもご相談ください。入院
中であれば担当のソーシャルワー
カーさん、自宅でお過ごしならケア
マネージャーさんにお伝えいただけ
ると手続きがスムーズに行えます。
入所される理由は本当に様々で
す。退院後もリハビリを続けたい
方、家でお世話をする自信のない方
はもちろん、家族の入院や旅行の期
間中だけの入所や介護疲れ軽減の為
の入所もできます。仕事の繁忙期に
合わせた計画的な入退所を繰り返さ
れている方も居られます。

ご相談の際には「足腰が弱ってし
まった」、「トイレの失敗が多くなっ
た」など、具体的なお悩みをお聞か
せください。集中的なリハビリに加
え、生活リズムを整えることで安心
してご自宅に帰ることができるよ
う、お手伝いさせていただきます。
施設では季節行事やレクリエー
ションを開催しています。ご家族の
皆さんにも参加いただき、入所して
いるご家族と一緒に笑顔の輪を広げ
ていくことが私たちスタッフの願い
です。
事前にお電話をいただければ施設
内をご案内させていただきますの
で、お気軽にお申し付けください。

セラピー犬のモモ（ゴール
デンレトリーバー）です。
本館２階でみなさんと共に
生活しています。
4月 3 日で 10 歳になりま
した。

豆まき

餅つき

ご 案 内

老人保健施設
ひまわり概要

身体や日常生活動作のリ
ハビリを行いながら、在
宅復帰を目的とした施設
です。
入所（ショートステイ含）

……100名
通所（デイケア）　　　

……100名
・全館ペアガラスで冬も
暖かくお過ごしいただ
けます。
・入所では、少人数の生
活（ユニットケア）も
提供しています。
・通所（デイケア）は、
スペースが広く、ゆっ
たりくつろいで利用で
きます。

☎ 0566-41-0007
（担当：佐伯・疋田・渡邊）

お問い合わせ



「在宅サービス」だより5

ひまわり介護タク
シーの信念
愛する家族の、
生活を守るため、
館（家）まで元気に
　　サポートしたい！！

ご利用案内

ひまわり介護タクシー
365日営業

お問い合わせ

※料金等、ご利用に関する詳細は、
　お気軽にお問い合わせください。

しんかわヘルパーステーション
では、在宅ケアサービスとして
介護タクシーによる病院受診等
の送迎を行っています。

（要予約）

①　介護保険法該当の方（要介護・要支援の認定者）
②　障害者福祉法該当の方（障害者手帳・療育手帳をお持ちの方）
③　①、②以外で肢体不自由、内部障害（人工血液透析を受けている場合を含
む）　身体障害、知的障害等により、単独での移動が困難な方であって、単
独では公共交通機関を利用することが難しい方

ご自宅 病院

2,210円（片道）
ご利用料金例

ご利用可能な方

①介護保険認定者の方

2,090円（片道）

②障害者手帳・
　療育手帳をお持ちの方

※介護保険サービスと併用でのご利用
については、料金が異なりますので
お問い合わせ下さい。

管理者　説田
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ兼ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

長南
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

せった

■しんかわヘルパーステーション　碧南市篭田町 1丁目 17番地 2
■日・祝・木以外： ☎ 070-5031-6593（担当：説田）
■日・祝・木： ☎ 0566-41-9551
■FAX：0566-41-9557
■受付時間：9：00～ 17：00

せった

ちょうなん

3.0km



「養護老人ホーム」だより 6

当ホームには15種類のクラブ
活動があり、外部の方々などに
ボランティアで各クラブの講師を
して頂いています。入所者の皆さ
んは、お好きなクラブに自由に
参加し、身体を動かしたり、作
品を作ったり、植物を育てたりと
楽しい時間を過ごされています。
地域の皆さんの参加も大歓迎
ですので、ご興味のある方は担
当へ問い合わせください。

☎ 0566-41-0895
（担当：高田）

   4月 19日（火）

　恒例となりました春の遠足で、 リニューアルされ連日大賑わいしている名
古屋市科学館の話題のプラネタリウムへ行ってきました。
　当日は天候にも恵まれ、29名の参加者の方々は出発前からうきうきの様子。
8：30 にスタッフの「いってらっしゃーい」という大きな見送りの声ととも
に出発。現地では満天の星空に囲まれて、究極のリラックス体験をしました。
お昼には美味しいお弁当を食べました。

春の遠足に行ってきました。

ご 案 内

平成22年4月より、碧南
市より運営移管され、社
会福祉法人愛生館福祉会
が経営・運営を行ってお
ります。

俳句クラブ (第 3月曜日 )
書道クラブ (第 1・3金曜日 )
大正琴クラブ　　 (第 2木曜日 )
指先手芸クラブ (第 1火曜日 )
カラオケクラブ (第 2・4月曜日 )
民謡クラブ (第 4木曜日 )
太極拳クラブ (第 1月曜日 )
お楽しみ体操クラブ (第 3木曜日 )　
籐細工クラブ (第 3木曜日 )
折り紙クラブ (第 3火曜日 )
散歩クラブ (第 2・4金曜日 )
おやつクラブ (年 4回 )
和太鼓クラブ (第 1木曜日 )
園芸クラブ (不定期 )
べっぴんクラブ (最終月曜日 )

養護老人ホームにはどんなクラブ活動があるの？

お問い合わせ



7 ＜連携医療機関訪問＞

「地域医療の総合窓口として」
地域医療連携室概要
平成20年から地域医療連携室を設置。現在のスタッ
フは、整形外科の石田副院長、内科の大塚副医務局
長を部長のもと、看護師の山口室長を中心に病診連
携担当と相談支援担当に分かれて活動しています。
病診連携は中川主査と事務の5名が、施設への相
談支援は山本主査と医療相談員3名が、在宅への退
院支援は山口室長と退院支援看護師 2名が担当し、
総勢15名で活動しています。現在、半田市内の71病
院と半田市以外の200以上の病院と連携しています。

普段の地域連携にあたって気を遣われ
ていることは？
当院は、地域の基幹病院として知多半島唯一
の 3次救急を担っています。平成 17年に救命
救急センターを開設、平成 22年には愛知県の
がん診療拠点病院の指定を受け、地域医療の重
要な役割を請負っています。地域完結型医療を
目指し、地域の医療機関、介護施設等との綿密
な連携を図り、地域の皆さんに愛され信頼され
る病院になるよう努めていきたいと思っており
ます。それには、連携会、訪問などの顔の見え
る連携を大切にし、切れ目のない医療、福祉を
心がけていきたいと思います。
また、当院の運営は、近隣の医療機関、介護
施設、地域の福祉に支えられ、成り立っており
ます。皆様に質の高い医療を提供することで、
地域医療の充実に貢献していきたいと思いま
す。
その中で、地域医療連携室は、半田病院の
「顔」として、他機関へ半田病院の役割・機能
を伝えること、顔の見える連携を意識し、営業
活動をすること、患者・家族に対して、近隣の
病院・施設の情報収集を定期的に行い、最新の
情報を提供できるように心がけています。

今後の抱負は？
急性期病院は、一つの病院で医療を完結させ
る場所ではなく、近隣の医療機関との関わりを
持つ中で、病院の専門性を活かすことがその役
割だと考えています。そのため、
関係機関との協力や連携を大切に
することにより、患者やその家族
に安心していただける退院や転院
の調整が図れるよう努めていきた
いと思います。その一環として、

当院では、地域医療支援病院の取得に向けて努
力しています。
急性期病院であるため、在院日数の制限があ
り、急性期治療が終了すると退院になります。
そのとき、地域医療連携室では、患者・家族が
「追い出された」と感じないように患者・家族
の思いに寄り添った支援に心がけています。ま
た、保健・医療・福祉に精通しているという専
門性を生かし、地域ケアネットワークのコー
ディネーターとしての役割を担っていきたいと
思います。

愛生館ヘルスケアシステムに望むこと
は？
小林記念病院は、リハビリ病棟や療養病棟等
があり、リハビリや療養が必要な患者さんや透
析患者さんの入院・外来の相談に乗って頂ける
など、患者さんやご家族のニーズに合わせて、
幅広く相談や対応をしていただけるので、あり
がたく思っています。
また、毎週、近況が分かる情報が頂けるので、
小林記念病院の情報を必要としている患者さん
やご家族に対しての説明もスムーズに行えるの
で、非常に助かっております。今後は、転院さ
れた患者さん、ご家族からの声も聞かせていた
だきたいと思います。
これからも多くの相談や問い合わせをさせて
頂くこととなると思いますが、お互いに、こま
めな情報交換を通して、患者さん、ご家族に対
する今までと変わらない支援を引き続きよろし
くお願いいたします。

半田市立半田病院概要
院長：中根  藤七  先生
診療科目：内科、消化器
内科、呼吸器内科、腎臓
内科、糖尿病・内分泌内
科、循環器内科、精神科、
小児科、外科、血管外科、
整形外科、脳神経外科、
皮膚科、泌尿器科、産
婦人科、眼科、耳鼻いん
こう科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、麻酔科、
歯科・歯科口腔外科
診療受付時間：午前 8 時
30 分～11時 30 分

地域医療支援病院とは
地域の病院、診療所など
を後方支援するという形
で医療機関の機能の役
割分担と連携を目的に創
設された。都道府県知事
によって承認される。

連携室長　山口さん 相談支援主査
山本さん

退院支援看護師
森比良さん

医療相談員　渡辺さん医療相談員　菊地さん 医療相談員　下里さん

所在地：〒475-8599　半田市東洋町 2丁目29 番地
TEL： 0569-22-9881（代表）FAX： 0569-24-3254（専用）
受付時間：月曜日～金曜日　午前 8時 30 分～午後7時　土曜日　午前 9時～午後1時
相談時間：月曜日～金曜日　午前 8時 30 分～午後 5時（水曜日は午後7時まで）
URL:http://www. handa-city-hospital.jp/

病

」

  地域医療連携室編半田市立半田病院

用語解説



「リハビリ」だより８

嚥下とは
食べ物をゴックンと飲み
込み、胃に送り込むこと
を嚥下と言います。ムセ
たり、飲み込みにくくなっ
て食べるのが困難なるこ
とを嚥下障害と言い、食
べ物が気管に入ることを
誤嚥と言います。嚥下障
害を放っておくと窒息や
肺炎の危険性が高くなり
ます。
【その予防のために】
ブラッシングで歯と口の
中を清潔にする。
食前の準備運動。
などがあります。もし、
嚥下障害かな？と思った
ら、医師又は専門療法士
（言語聴覚士）にご相談
下さい。

用語解説

嚥下体操（前半）
えん げ

今回は嚥下体操（前半）4つの運動を紹介します。食事の前に行い、嚥下機
能の維持向上を目指しましょう。
次回は後半の運動を紹介しますので合わせておこなってみてください。

豆知識

予防体操には他にも
様々なものがありま
す。
●腰　痛
●認知症
●誤　嚥
●介　護
●偏頭痛
●転　倒
●失　禁
　　　など

☎ 0566-41-0004
（理学療法士：具志堅）

❶深呼吸（３回ずつ）
●背筋を伸ばし、からだ全体をリラッ
クスさせる。 
●お腹に手をあてて、大きく鼻から吸っ
て、肩の力を抜きながら口から細くゆっ
くりと吐く。

❷首の体操（２回ずつ）
●ゆっくり後ろを振り返る。（左右とも） 
●ゆっくり首を左右に倒す。 
●ゆっくり首を前に倒す。 
●やや下を向いたまま左右にゆっくり
と動かす。

❸口の開閉（３回ずつ）
●ゆっくり大きく口を開ける。 
●次にしっかり口を閉じて奥歯を噛みし
める。閉じるときは口の中で舌を上あご
におしつけ、口の両端に力を入れる。
※口を大きく開ける運動は、あごの関節の
動きをよくし、口をしっかり閉じる運動は、
飲み込む力を強化します。

❹くちびるの体操（３回ずつ）
●口をとがらせる。 
●次に横にひいて上下の歯を出す。
※口のまわりの筋肉をきたえると、食べ物
が口からこぼれ落ちるのを防ぐことができ
ます。

鼻から吸う

ゆっくり後ろを振り返る

ゆっくり首を左右に倒す

口から吐く

あ～ ん～

う～ い～

お問い合わせ



「栄養」だより9

おいしいカレーを食べて、暑い夏をのりきろう !!

 カレー
1 Aをすべてフードプロセッサーにかけペースト

状にする。

2 合挽き肉とみじん切りにした玉ねぎを鍋で炒める。
3 2に1を入れ、弱火で20分ほど煮込む。
4 3に水を入れさらに煮込む。
5 かぼちゃ、ピーマン、なす等お好み

の野菜を素揚げにする。

6 カレーを盛付け、素揚げした野菜を上
に飾り出来上がり。

材料（5人分）
りんご　1/2 個
玉ねぎ　1/2 個
トマト　1/2 個
にんにく　1/2 片
合挽き肉　150 ｇ
玉ねぎ　みじん切り　1/2 個
市販のカレールウ（10 皿用）　
　　　　　　　　　　1/2 箱
かぼちゃ
ピーマン
なす
水の分量　500cc

かぼちゃの栄養素は、皮や皮に近い部分に多く含まれてい
ます。かぼちゃはカロチン、ビタミン C、Eが豊富で、免疫
力を高め風邪の予防にも効果的です。

A

適量

第３回　健康ウォーキングを
　　　　開催しました！！
5 月 14 日（土）午後の暖かな陽
射しの中で健康ウォーキングを開催
し、病院スタッフ（管理栄養士・看
護師、理学療法士など）と一緒に
13名もの方が参加されました。
日ごろ歩く機会が持てない方やス
タッフとの会話を楽しみにされる方
などが参加され、歩き方指導や栄養
アドバイスなど各部門スタッフから
気軽に聞けてよかったとのお言葉を
数多く頂きました。

このようなお言葉を参考に様々な方が健
康に興味を持って頂けるイベントを今後と
も開催していきたいと考えています。

以前からずっと参加させてもらっています。
スタッフの方々にはとても感謝しています。

今回は健康に対する
講演会も行いました。

ご 案 内
第4回 健康ウォーキング
日時：
Ｈ23年11月12日（土）
参加費：500円
（検査代、保険代込み）
次回、健康ウォーキング
への多くの方の参加をス
タッフ一同心よりお待ち
しております。

☎ 0566-41-0004
（担当：土田）

お問い合わせ



はとぽっぽ保育所
こんにちは。はとぽっぽ保育所です。今年度より体育・知育・
徳育を毎日の保育に取り入れています。

体育　　　　　　　は、丈夫な体を作る為に、
毎日園庭を走り１才児は保育士と手をつな
ぎ、なかには抜かれないように近回りする
子もいます。また転んでも自ら立って体に
付く砂を落とし、再び走っています。
成長段階に応じて鉄棒や両足とび、スキッ
プへと発展させていきたいと思っています。

　　　　　　は、正座してカード遊び
を楽しんでいます。パズルや数字に関
心をもち、平仮名や文字の練習へと進
めていきます。

知育

　　　 　　　は、「ハイ」と返事をし、
自分の持ち物が分かり、進んで片付
けや身の回りのことができ、履物も
そろえます。常に楽しい雰囲気作り
を心がけています。現在１，２，３
才の子どもが中心ですが、スポット
保育として病棟会や勉強会、学童保
育も併用してお受けしています。産
休・育休の間や復職後など全職員の
方が安心して働けるような保育所を
目指していますので、気軽に利用し
てください。

徳育

部署紹介 10

☎ 0566-48-4348
（担当：大須賀）

ご 案 内

はとぽっぽ保育所

【対象者】
３ヶ月～学童
（小学校3年生まで） 

【営業時間】
朝8:00～18:00まで 

【保育料】
　▼月極め
　　２歳未満－30,000円
　　２歳以上－25,000円 
※兄弟割引…7日以上の
登園で、兄・姉が半額
です。
　▼時間制（１時間）
　　０才－210円
　　１才－190円
　　２才－160円
　　３才～４才－130円
　　５才以上－250円
   ※給食1食（おやつ含
む）200円
    ※夕食１食150円
　▼学童保育
（１時間）200円
（18時以降1時間250円）
    ※給食1食－200円
　（おやつ持参）

０歳（３ヶ月）からの子
どもをもつお母様が安心
して働ける保育を実践し
ます。 
基本的生活習慣が身につ
く保育を実践していま
す。 
学童保育は、学校での宿
題を主とし、体験学習
（おやつ作り、制作等）
を取り入れています。

お問い合わせ



〒447-8510　碧南市新川町 3-88

http://www.aiseikan.or.jp

●小林記念病院　　　　　　　　　●健康管理センター
●小林記念病院デイケアセンター　●しんかわ訪問看護ステーション
●しんかわヘルパーステーション　●しんかわデイサービスセンター
●しんかわ介護サービスセンター　●老人保健施設ひまわり
●碧南市養護老人ホーム

編集・発行：医療法人愛生館　広報委員会　平成 23 年 7月 1日

ホームページ

info@aiseikan.or.jpメールアドレス

　TEL（0566）41－0004　FAX（0566）42－5543

時間帯 診療科 診察室 月 火 水 木 金 土

午　前

内　科

10   小　林 (明 ) 一般 
漢方 秋　　田 循環器 小　林 ( 明 ) 一般 

漢方 小　林 ( 明 ) 一般 
漢方 小　林 ( 明 ) 一般 

漢方

11 仲　　野 腎臓 今　　泉 総合 
呼吸器 宇　　治 神経 肥 田 野 消化器 今　　泉 総合 

呼吸器 大　　西 老年

12 高　　市 消化器 高　　市 消化器 高　　市 消化器
大島（2・5）
川村（4）
岡田（1・3）

総合 
循環器

外　科
25 安　　井 総合

外科

26 竹　　下 安　　井 総合
外科

整形外科
23 小　　林（武） ＜小林（武）＞ 鈴　　木
25 ＜住　　田＞ 住　　田 住　　田 住　　田 名大整形
26 猪　　飼 猪　　飼

眼　科 22 福　　島 福　　島 福　　島 加　　藤 福　　島 福　　島

リハビリテーション科 35
安井（1・3・5）
山村（2・4） 山　　田 猪　　飼 宇　　治 前　　田

高市（1・3）
牛　場（2）
今　泉（4）
安　井（5）

午　後

内　科

10
11 ＜禁煙外来＞

12

＜中村＞
（1・3・5）
＜石川（重）＞
（2・4）

糖尿

泌尿器科 12 ＜石川（清）＞
外　科 26 （安　　井） （安　　井） （竹　　下） （安　　井） （今泉 /宇治） （今泉 /安井）

整形外科 16
＜安　　藤＞
17：30 ～ 19：00

23 ＜整形専門医＞

〔外来診療〕
受付時間　8：30 ～ 11：30
診療時間　9：00 ～ 12：00 

〔休診日〕
●日曜日・祝日
●医師の都合により、変更になる場合
がありますのでご了承ください。

表紙の写真は、『春の交通安全県民運動』
（平成 23 年５月 11 日（水）～ 20 日（金））
の期間中に、病院東側県道沿いで、病院従
業員の有志が集まって、交通立哨をおこ
なっている様子です。老人保健施設ひまわ
りでは、数年前から有志従業員が集まっ
て、近隣で実施しておりましたが、病院は
今年から開始しました。微力ではあります
が、今後とも地域の交通安全にご協力して
いきたいと思います。

じめじめとした何かすっきりしない天気が続
いています。恐らくこの広報誌が発行されるこ
ろには初夏の日差しと風が広がっているものと
思います。今年の夏は、東日本大震災や浜岡原
発の運行停止などもあり、節電・省エネを今ま
で以上に考えなければならないと思います。法
人内でも節電啓発のポスター掲示や電気・空調
の使用抑制などに取組んでおります。これを良
い機会に地球温暖化、エネルギー資源のあり方
について考えていきたいと思います。

編集後記表紙のご紹介

外来診療科担当医一覧表
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老人保健施設ひまわり

碧南市養護老人ホーム

ヘルパーステーション
デイサービス
はとぽっぽ保育所

小林記念病院

健康管理センター

しんかわ訪問看護
ステーション
しんかわ介護
サービスセンター

※＜　＞の医師の診療についてはお問い合わせください。
※（　）内の数字は、第（　）週を表します。


