
Ｉｎｄｅｘ
P2　ご挨拶
P3　通所リハビリテーション紹介
P4　療養棟紹介
P5　健康教室のご案内
P6　職員・広報委員紹介

崇徳厚生事業団

社会福祉法人 長岡福祉協会
経営理念 自分や家族、友人が利用したいと

思うサービスの提供

ヘルパーステーション
髙 橋

　半年前に入職させて頂き、訪問介護員として働かせていただい
ております。
　施設内での介護経験しかありませんでしたが、訪問介護は施設
での介護とは違い、利用者様が各々のご自宅で環境
が異なる中でのサービス提供となり、日々学ぶこと
が多く奮闘しています。
　利用者様に寄り添い、ご自宅での生活を豊かに過
ごしていただける様なサービス提供に努めて参りま
すのでよろしくお願い致します。

コロナ禍から始めたランニングも 2 年が
経過し、週末には 7 ㎞走り気分転換してい
ます！
笑い声が絶えない元気な部署
で、通所に行くのが楽しみと
思って頂けるようなデイケ
アを目指していきます！

通所リハビリ　平澤

アニメ、漫画が好
きです！通所リハビ
リ、訪問を中心に業
務しています。
利用者様を笑顔に
できるよう頑張り
ます！

リハビリ　丸山

official 髭 男 dism
が好きで息子たちと
歌っています！
ご利用者様とご家族
に丁寧な対応を心
掛けています。

支援相談員　塚原

ライブ観戦と
買い物が好き
です！
笑顔で元気よ
く訪問してい
ます！

訪問看護　桑原

療養部　深瀧
趣味は休日に子供と遊ぶこと！
人と関わることが好きです。
利用者様の立場に立って安心安全に
施設生活が送れるようお手伝いし
ます！

広 報 員委広 報 員委

ご 介紹
の

ホームページもご覧ください♪

職員紹介

ロードバイクやマウンテンバイ
クに乗ることが大好き！
利用者の皆様と
「元気ハツラツ」
楽しく過ごして
います！

療養部　長谷川

社会福祉法人 長岡福祉協会

介護老人保健施設 ぶんすい

〒959-0113 燕市笈ケ島 104-5
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TEL 0256-91-3333
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通所リハビリテーション

　本年 4 月 12 日より、田村康二先生よりバトンを引き継がせて
頂いております。出身は山が拝める長野県松本市で、海の夕日が
綺麗な新潟大学卒です。長く形成外科という分野で働いてきまし
た。たくさんの手術をさせて頂きました。現在は Web 上で、老
年内科および精神科、専ら勉強中です。できる限り処方薬を減ら
すべく努力していこうと思います。
　私の最初の大きな仕事がコロナワクチン予防接種でした。職員
の接種に始まり、入所されている方々。ご本人に名前を言って頂
き、問診票とお顔を照らし合わせます。お陰様で名前を覚えるきっ
かけになったと思います。老いとは何か、家族のあり方、など考
えさせられますが、とにかく明るい施設を目指していければと考
えております。

　７月１日付で長岡福祉協会のサンプラザ長岡から人事異動によ
りぶんすい事務長を命ぜられました平澤です。
　日頃より当施設の運営にご理解ご協力を賜ります利用者様、ご
家族様、地域の皆様方に深く感謝申し上げます。
　さて全国的に猛威を奮っている新型コロナ感染症ですが、ワク
チン接種が進みながらもデルタ株やラムダ株といった感染力の強
い変異ウイルスの出現もあり、まだまだ感染対策を緩めることの
できない状況が続いております。
　ご家族様とのふれあいが何よりも大切である高齢者の皆様に異
常とも思える我慢をお願いしている現状が今後どうなるのか先の
見えない不安が続きますが、一日も早い新型コロナ感染症の終息
と以前の様な日常の回復、そして皆様のご健康を心より祈念申し
上げます。

着任のご挨拶

事務長
平澤　隆

施設長
医師　上條　正

個別性に応じたリハビリを
行っています！

じゃんけん
ぽん‼

言語の
リハビリ
頑張り
ます！
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療養棟 老健ぶんすい 健康教室

老健ぶんすい

駐車場の桜

桜が綺麗だねぇ

毎週水曜日 13：30 ～ 15：00
ご利用はご希望の時期から開始できます !!

●健康教室一日の流れ

13：15～ 13：30　会場到着

13：30～ 13：40　健康チェック （問診や検温・血圧測定）

13：40～ 14：50　ストレッチ・筋トレ・頭の体操・お口の体操

14：50～ 15：00　今日の振り返り、 自宅での継続方法

15：00～ 15：15　帰宅

燕市分水地区地域包括支援センター　　☎ 0256-97-7113
燕市長寿福祉課地域支援相談係　　　　☎ 0256-77-8157

お 1人につき週 1回、全 18回コース (約 5カ月 ) です !
令和 3年 4月 1日から、来年 3月 31日迄実施予定です !

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がお手伝いします

会場は “老健ぶんすい” ( 県立分水高校隣り )で実施します。
65歳以上でご利用を希望される方は下記の問合せ窓口までご連絡ください。

参加は無料!

参加申込、お問い合わせ

お待ちしています！

4 5
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