
発行・一般社団法人幸樹会「幸樹」編集委員会
2016 年 1 月 5 日 

………………幸樹会事業所……………… 
からたち薬局・介護ショップからたち 

千葉県松戸市日暮 7-344 ☎047-710-2785 

あんず訪問看護ステーション 
千葉県松戸市河原塚 394 ｴｺﾄﾋﾟｱ 6 番館 102 

 ☎047-701-5559 
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画家プロフィール：高橋聖大（たかはし しょうた）1990.7.13 松戸市生まれ。 

2014 年多摩美術大学絵画学科日本画専攻を卒業。 

命の現像をテーマに優しい詩を読むような作品の製作に取り組んでいる。 

 

 



千葉ケアマネ歴１２年。

県内の施設や在宅で、ケ

アマネジャーとして働

いてきました。これから

は、この松戸、八柱の地

であたたかい心の通っ

た、ケアプランを作れ

る、ケアマネ事業所を作

っていきたいと思って

います。 

あんず居宅介護支援事業所開設！ 

１月１日にあんず居宅介護支援事業所が開設しました。

管理者は田中和世さんです。 

 

新年のご挨拶 

 

一般社団法人幸樹会理事長 中野三代子 

明けましておめでとうございます。 

2016 年は幸樹会にとって大きく前進する年になり

ます。1 月よりあんず居宅介護支援事業所が開始され

ました。ケアマネジャーが皆さんのケアプラン作成を

させていただけるようになります。お気軽にご相談く

ださい。現在、法人全体のホームページを作成中で、

その打ち合わせの中「ケアマネジャー」と呼ぶか「ケ

アーマネージャー」と呼ぶか統一しましょうという提

案がありました。どちらも同じ意味ですが「ケアー」

を「マネー」で考えるのではなく、その方にもっとも

よいケアプランを作成するという役割を果たそうと

いう気持ちで「マネー」と伸ばさないことに決めまし

た。医療や福祉までマーケット化されている時代です

が、「人間が大切にされない社会では人間相手の仕事

は評価されず、人間相手の仕事が評価されない社会で

は人間は大切にされない」（H・E・シゲリスト アメ

リカ医学史研究者 1891～1957）という言葉を本で読み、

昔の言葉ですが現代でも通用する言葉だと感じまし

た。また、若い方々とお話しする機会がありました。

派遣やアルバイトで働いている方が多く、生涯にわた

って働く職業の資格をとる機会や時間が確保できな

いという悩みを聞くこともできました。お話の中で、

その方の就きたい仕事が「介護職」と知りましたので、

その気持ちを何とか生かすことは出来ないかと考え、

理事会に＜介護初任者研修及び実務者研修奨学金制

度＞を提案し採用されました。１月から２名の方が奨

学金制度を使って資格取得のために学校に行きます。

あんず訪問看護ステーションでは松戸市立病院付属

看護専門学校の実習生の受入も始まります。「人間を

大切にする」仕事に就く人を応援していきます。 

足元から一歩ずつですが、事業を通して社会全体を

考え、社会を変える・作っていくような毎日を丁寧に

積み重ねていきたいと思います。看護小規模多機能型

居宅介護「さんしょう」の準備も進んでいます。本年

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

からたち薬局管理薬剤師 雨谷暁 

皆さん、新年あけましておめでとうございます。 

今年は幸樹会にとっての新事業である「さんしょ

う」(看護小規模多機能型居宅介護事業所)が 9 月 1

日に開設します。そして、薬局も「さんしょう」の

建物 1階へ移転することが決まっています。移転に

より病院玄関の正面に薬局の入り口が位置します。

これにより患者さんにとってより便利でわかりや

すくなると思います。 

今年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

あんず訪問看護ステーション所長 大塚かすみ 

2016 年新たな年の始まりに心躍る思いと、引き締

まる思いを感じております。 

2015 年 4 月幸樹会の目指す、「地域ケア事業計画」

を進めるため、あんず訪問看護ステーションは開設

しました。スタッフ 3名からのスタートで小さい事

業所ではありますが、幸樹会の理念のもと、出会え

た人々に感謝し、子供から大人まで、どんな人でも、

家にいたいと願う人々の支援ができるよう、訪問看

護 24 時間 365 日を掲げ、邁進しています。まだ開

設して 1 年に満たない事業所ですが、徐々に利用者

も増え、運営も軌道に乗りつつあります。連携させ

住所 

千葉県松戸市河原塚 394 エコトピア六番館 102 号 

電話 047-701-5559      携帯 070-555-4016 



看護小規模多機能型居宅介護事業所            

「さんしょう」（山椒）建設ニュース

 

○昨年１２月１４日解体工事が終わりました。 

 地域の皆さま、ご理解ご協力ありがとうございました。 

 ２月初旬に着工の予定です。詳細が決まりましたら 

 お知らせいたします。 

 

「松戸七福神」ってご存知ですか？ 

七福神めぐりは、七柱の社を順に回り、縁起をよぶ

といわれる民間信仰で、室町時代末期頃から日本各

地で始まったそうです。松戸七福神は、松戸市の観

光名所のひとつとして始まったもので、お正月には

「松戸七福神巡り」などの企画が催されているそう

ですよ。ご興味のある方は、松戸市役所または千葉

県公式観光物産協会のホームページを見てみてくだ

さいね！ 

ていただく医療機関、介護事業所も増え、私たち「あ

んず」の名前も少しずつ知っていただけるようにな

ってきたのかなあと思ってきております。まだまだ

小さな事業所ですが、今年度はスタッフも増やした

いと思っておりますし、事業の展開としては、2016

年1月居宅介護支援事業所が開設、次には看多機「さ

んしょう」の開設も控えておりますので、幅広く厚

みのある体制でサービスを安心してご利用いただ

けるよう更なる飛躍の年として頑張っていきたい

と思っております。地域の医療・介護のネットワー

クを充実させ、人々が安心して住み続けられる地域

づくりをめざし、あんずの実も大きく、多くなって

いければいいなあという希望を胸に頑張っていき

ますので、皆様には、今後ともご支援ご協力、よろ

しくお願いいたします。 

 

新しい職員紹介 

からたち薬局 有木 有里 

こんにちは！からたち薬局薬剤師の有木です。 

昨年９月に入社してから３ヶ月、他の薬剤師や事務の

方々にいろいろ教えていただき、少しずつ慣れてきま

した。 

 13 年前から、八柱・稔台地区に住んでいるので、地

元ならではの協力が出来ればと思っております。毎朝、

１杯のカフェオレで目を覚まし、大好きな餃子でパワ

ーをつけ、大好きなチーズケーキで心を癒している、

２人の小学生のママ薬剤師です。宜しくお願いします。 

 

あんず訪問看護ステーション看護師 高橋千夏子 

私はあんず訪問看護ステーションの一員として働

くご縁をいただき、12 月より訪問看護師としてはじめ

の一歩を踏み出したばかりです。私はこれまでも外来

看護、ケアマネジャーとして、病気を抱えながら自宅

で生活をする利用者様と関わってきたのですが、訪問

看護師として先輩看護師と一緒に利用者様の自宅に

伺うようになり、改めて自宅で生活することの意義を

感じています。 

私は自宅療養で大切なことは、「○○病の患者」で

ある前に「そこに暮らす生活者」であるという視点で

はないかと思います。生活スタイルも、共に暮らす人

も、何よりも大切にしたい価値観も人それぞれで、同

じ人はいません。「その人らしさ」を第一に考え、病

気や障がいと共に生きていく、そんな日々の生活の不

安が安心に変わっていき、心穏やかな毎日を過ごせる

ようにサポートをしていきたいと考えています。そし

て、まさにそれを実践しているのがあんず訪問看護ス

テーションの先輩看護師達です。そんな先輩方と一緒

に働けることを本当に嬉しく誇らしく感じています。

そして、私自身も利用者様やご家族様の気持ちと生活

に寄り添いながら、優しく丁寧な看護ができるように

成長していきたいと思います。これからどうぞよろし

くお願いします。 



９月開設の「さんしょ

う」では、利用者さんの

送迎があります。その際

に、職員だれでも送迎の

介助が安全にできること

が必要となります。 

実際に車いす乗車する側、

介助する側になってみま

した。すると乗車する側

は「傾斜をかなり感じる」

「少しの段差がとても大

きな段差に感じて怖い」

「車輪が途中でわきに落

ちないかと心配になる」

などとても不安感を感じ

ました。これを受けて介

助する側は、まず操作に

慣れて安全性を高めるこ

とと、利用者さんの後ろ

から必ず声をかけながら介助することが必要である

と実感しました。 

開設まで職員同士で繰り返し練習し、安心していただ

けるように準備してまいります。 

 

写真は、訪問自転車のか

ごからはみ出るほど立

派な大根を吉岡さん宅

から頂いた時のもので

す。ありがたいです。あ

んず畑のホウレンソウ

や菜ばなたちも順調に

育っていました☆ 

2 月にはあんず畑と吉岡

さん宅の旬の食材を調

理し、利用者・地域の

方々と交流する目的で、 

「第１回地域交流カフェ」 

を開催いたします！（別紙参照）お楽しみに！！ 

 

 
 

●前回報告 12 月 18 日（金）実施 

テーマ「診療報酬改定と地域包括ケア」⇒変更して「健

和会勉強会と合同忘年会」となりました。 

【参加者感想】 

「まだまだ勉強不足な組織論など聞いてみたい」

「テーマは一貫していなくても、実践の中で勉強した

いという問題意識がでてきたものをやりたい」 

●次回学習会予定 テーマ 

日時：1 月 15 日（金）、18：30～19：30（第３金定例） 

テーマ「障碍者の支援・ケアを考える…『ベテルの家』

の実践に学ぶ」 

場所： ｴｺﾄﾋﾟｱ 6 番館 201 号                      

＊参加希望申し込みや内容については、本部までお問

い合わせください。外部の方も参加できます。 

（連絡先は下記記載） 

 
 
 
 
●からたち薬局 
  http://ameblo.jp/karatachi-p/        

*「からたち薬局 ブログ」で検索できます 
●あんず訪問看護ステーション  

http://ameblo.jp/anzu-kouju-kai/   
*「あんず訪問看護ステーション ブログ」で検索できます 
 

 

新しい事業を一緒に作っていきませんか？？ 

一緒に働く仲間を募集しています！ 

看護師・薬剤師・ヘルパー・ケアマネージャーの

方！                                                    
詳しくは、本部へお問い合わせ下さい。 
連絡先 一般社団法人幸樹会本部 中野三代子  

住所：千葉県松戸市河原塚 394 ｴｺﾄﾋﾟｱ 6 番館 201 
TEL ： 047-701-7550    
E-mali : miyoko-nakano@kouju-kai.or.jp 
 

 

 

あけましておめでとうございます。昨年末より新し

い仲間が一人またひとりと増え、とても心強く感じて

おります。そして地域の方々との交流を通して、自分

たちが皆さまから支えて下さっていることを日々実

感し、事業が職員だけのものでなく、地域のものとし

て動いている責任感を切実に感じております。今年も

新しい事業が始まります。みんなで明るく元気に頑張

ります！ 

今年もよろしくお願いいたします！！（奥村万里子） 


