社会福祉法人神戸老人ホーム
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新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
この度、法人機関紙である「神戸老人ホームだより」を創刊させていただ
くことになり、ご挨拶申し上げます。
社会福祉法人 神戸老人ホームはクリスチャンであった創始者「寺島信恵」
が明治32年に日本で二番目に設立した友愛養老院として始まり、今年122年
目を迎える法人です。
設立時より「友愛」の心を大切にし、救貧から福祉へと連綿と受け継がれ
た伝統を胸に、困っている人に手を差し伸べる気持ちを忘れずに地域のオン
リーワンを目指してまいります。
100年に一度と云われる新型コロナウイルス感染ですが、考えてみますと我々高齢者は三度の国難
に遭遇した事になります。一度目は太平洋戦争、二度目は阪神・淡路大震災、そして今回の新型コロ
ナウイルスです。皆その都度、努力と忍耐で乗り切ってきました。職員の皆さんは若い人が多く、体
力と精神力で乗り切ってくれると思いますが、何せ長丁場が予想されますので、呉々も健康に留意し
てください。創業以来、幾多の困難があったと思いますが、その都度、先輩方の努力により今日の隆
盛を迎えております。私は生まれも育ちも地元で多くの知人がおりますが皆、神戸老人ホームの名声
を聞き、万が一の時に入居させて欲しいと言います。

之は素晴らしい声で、創業以来の伝統である

友愛精神の現れだと思います。然し、災害に対しては「常に備えよ」です。新型コロナウイルスの収
束までには長期間かかるかも知れませんが、油断せず、利用者・職員役員・地域の方々が三位一体で、
この危機を乗り越えようではありませんか

法人理念
友愛の心をもって

豊かな福祉を創造し、地域に貢献します。

友愛の心をもって

尊厳を守り、その人らしい暮らしを支援します。

友愛の心をもって

研鑽を積み、ともに幸せを追求します。

養護老人ホーム 住吉苑
養護老人ホーム住吉苑は神戸老人ホームの創設時の友愛養老院の流
れをくむ法人内で、また地域でもっとも歴史の古い高齢者施設です。
行動指針
〇 安心で明るく楽しい笑顔ある暮らしを実現します。
〇 地域における交流の場となるよう努めます。
〇 質の高い介護サービスの提供を行います。
現在60才代～ 100才の方まで60名のご入居者の方が家族的な雰囲気の中で共同生活をされています。お元
気なご入居者の方も多く、身の回りのことはもちろん施設内のお手伝いなどの活動をしていただいている方々
もたくさんおられます。
クラブ活動も盛んで、書道、生け花、お抹茶や朗読、音楽療法などを催しておりましたが、残念なことに昨
年は新型コロナウイルス感染症対策のためすべて活動が中止となってしまいました。ご入居者のみなさまには
本当にご不便、ご迷惑をおかけして心苦しい限りです。そんなコロナ禍の中ですが、昨年一番の楽しかった思
い出といえば、ご入居者と職員みんなで育てたガーデニングと家庭菜園です。春はチューリップをはじめ色と
りどりの花を育てました。夏はキュウリやナス、ゴーヤ、バジルやイタリアンパセリなどもたわわに実りました。
四季折々の風情ある暮らしをご入居者の皆さんが中心となって作り上げてゆく住吉苑です。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

住吉訪問介護センター・住吉定期巡回・随時対応型訪問介護看護センター
住吉訪問介護センターでは訪問介護員（ホームヘルパー）などがご利
用者の自宅を直接訪問して、要支援・要介護状態の高齢者が住み慣れた
自宅で自立した在宅生活を送るために生活をサポートしています。
また併設の住吉定期巡回・随時対応型訪問介護看護センターでは訪問
介護員もしくは訪問看護師が要介護状態の高齢者の自宅を定期訪問、も
しくは随時対応にて介護、看護を提供する24時間対応型の介護サービ
スです。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

特別養護老人ホーム 光明苑
特別養護老人ホーム 光明苑は、常時介護が必要で、自宅での生
活が難しい方の為の施設です。
現在57名の方がご入居されており、日常生活全般のお手伝いを
させて頂いています。４人部屋、２人部屋、個室があり、ショート
ステイを含めて全71床となっています。家庭的で温かい雰囲気を
大切にしながら、介護職員はじめ約40人の職員が働いています。
行動指針
〇 その方の個性を受け入れ寄り添います。
〇 報告・連絡・相談を徹底します。
〇 安心できる態度と言葉使いを実践し、笑顔を引き出します。
仏教の世界では「生老病死」を４つの苦しみとして捉えていま
す。仏教の苦しみというのは「思い通りにならないこと」「自由
にならない境地にいること」だそうです。「老死」は避けられな
い自然の摂理です。
私たちはご入居者の「自分らしく生きていく」その方らしい生
活の継続、つまり“普通の暮らし”を実現することが大切と考え
ています。
最近は新型コロナウイルスの影響で、外出やご面会が十分にして頂けない事
もあり、季節の行事やみんなで作って食べる“おやつレク”に特に力を入れて
います。先日は皆でたこ焼きを作って食べました。香ばしいソースにつられて
皆様たくさん召し上がっておられました。
私たちは、社会福祉法人としての社会的役割を十分認識し、ご入居者が個人
の尊厳を保持しつつ、心温かい寄り添いのもとにお暮しいただけるように努力
してまいります。

デイサービス やまびこ
デイサービスやまびこでは、「明るく・楽しく・安全に！」をモットー
に、レクリエーションや機能訓練、そして、おいしい食事に癒しの入浴
等、「また行きたい」と思ってもらえるようなひと時を日々提供させて頂
いております。ご利用者とスタッフが一つになって笑えることって、素敵
ではありませんか？ぜひ一緒にたくさん笑って健康寿命を延ばしてみませ
んか。スタッフ一同、お持ちしております。

住吉高齢者生活支援センター
友愛高齢者生活支援センター
地域の支援が必要な方が適切に介護サービスを利用できるよう、ケアマネジャーが居宅
サービス計画（ケアプラン）をご利用者やご家族の立場になって作成を行います。
2事業所合わせて総勢11名のケアマネジャーが、それぞれの個性を生かしながらご利用
者が安心して在宅生活を継続出来る様に、各関係機関と連携しながら支援を行っています。
ご利用者の大事にしている思いを、ひとつでも実現出来る様に「この人に相談して良かっ
た」そんな存在でありたいと思います。

特別養護老人ホーム 友愛苑
友愛苑は1971年に神戸市で民間初の特別養護老人ホームとして北区有野町に建設され、老朽化もあり、法
人70周年記念事業として2005年に神戸市で最初の全室個室ユニット型特別養護老人ホームとして東灘区鴨
子ヶ原に移転してまいりました。今年で友愛苑は50周年を迎えることになります。ひとえに地域の皆様方の
ご理解とご協力のおかげと感謝申し上げます。地域の高齢者・住民の安心拠点としての役割を果たし、必要な
時に必要なサービスが提供できるよう、職員一同友愛の心を大切に一層励んでまいります。
行動指針
〇 ご入居者主体のやさしい心で介護します
〇 笑顔が溢れる暮らしを提供します
〇 地域に愛され親しまれる友愛苑を支えます
ここ友愛苑では、コロナ禍において感染予防対策に取り組みな
がら、ご入居者が如何に快適に楽しく過ごすことが出来るのかを
追求しています。現在、大きな行事等が見送られておりますが、
新たな行事や少人数でのレクリエーション等を開催、その中には新たな発見や学びがあり、職員もまた成長し
ているところです。ご入居者だけに限らず、職員共々、笑顔あふれる環境作りを行っていきたいと思います。

生活相談員の仕事
ご入居者やご家族と施設との懸け橋をして
います。ご入居の受付やショートステイの利
用相談など、特養の制度上の窓口になります。
さわだ

担当：澤田
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デイサービスこだま
月～土曜日を営業日としており、毎日35名までの高齢者のみなさんが来苑されて
います。歩行訓練などの機能訓練や入浴、昼食やレクリエーションなど様々なプログ
ラムを通しご利用者に１日を楽しく過ごしていただいています。ご利用者の生活の質
の向上、個々の想いを汲み取り、喜びのある暮らしが実現する事を行動指針として支
援をさせていただいております。
体験や見学の希望にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

住吉北部あんしんすこやかセンター
御影北部あんしんすこやかセンター
あんしんすこやかセンターは神戸市が設置する高齢者の総合相談窓口です。
社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師または看護師、地域支えあい推進員の４職種
がチームアプローチにより様々な相談に応じ、必要な支援につなげます。
要介護（要支援）認定申請手続きやケアプラン（介護予防サービス計画）の作成、サー
ビス提供事業者との連絡調整などを行います。

あんしんすこやかセンター

担当地域
住吉北部あんしんすこやかセンター

住吉台、渦森台、住吉山手、住吉本町

御影北部あんしんすこやかセンター

鴨子ヶ原、御影山手、御影１〜３丁目、御影郡家１・２丁目

特別養護老人ホーム かもこの風
特別養護老人ホームかもこの風は、法人120周年記念事業として平成31年4月にオープンしました。
施設の名称については、町名である鴨子ヶ原の“鴨子”を“かもこ”と平仮名にすることで馴染みやすく、
お子様にも覚えて頂きやすい言葉となり、将来的に地域とのつながりを深めることが出来ると考えました。ま
た、“風”は鴨子ヶ原の自然の豊かさ、風の通り道、よい風土、新しい風などの意味から“風”としました。
施設としては特別養護老人ホーム70室・ショートステイ10室の全室個室の施設です。
行動指針
〇 誰もが入居したい施設を目指します
〇 ご入居者はもちろん職員もしあわせを追求します
〇 地域の一員として共生します
今年については新型コロナウイルスの影響でイベント関係はほぼ中止と
なりましたが、ご入居者の安全を第一に少しずつ施設内にてイベントを再
開しています。写真は夏祭りを行っ
たときの一場面です。当初、計画し
ていた夏祭りの規模を縮小して安全
に配慮し、実施しました。
with コロナの時代となり、安全
を第一に少しずつ以前の賑わいを取
り戻していきたいと考えております。

ケアハウスゆうあい
ケアハウスは、軽費老人ホームの一つで、60歳以上の方を対象に必要な介護サービスを提供する施設です。
その最大の特徴は、24時間介護職員が常駐している「安心感」と「アットホームな雰囲気」の中で、これま
で同様の生活を続けることができる点にあると言えます。
ケアハウスゆうあいは、社会福祉法人神戸老人ホームの110周年記念事業の一環として、平成21年9月にオー
プンしました。明るく優しい職員と大阪湾を一望できるロケーションが自慢の施設です。定員は46人（全室
個室）と決して大きくないですが、それがご入居者と私たち職員との適度な距離感と良好なコミュニケーショ
ンを生み出しています。
行動指針
〇 私たちは、ご入居者が「自由」「生きがい」「楽しみ」を見つけることを支援します。
〇 私たちは、いつも笑顔で、ご入居者の気持ちに寄り添いながらケアします。
〇 私たちは、社会の一員としての良識と、専門職としてのプロ意識を持って適切なケアを行います。
私たちケアハウスゆうあいは、開設以来、この３点を柱とする行動指針にもとづいてご入居者の生活支援を
続けています。中でも、六甲山と大阪湾を見渡せる好立地を活かした四季折々の行事は好評で、ご入居者やご
家族、職員がごちゃまぜになって楽しんでいます。
ケアハウスゆうあいは、これからも個性を磨き続け、地域で「ONLY

ONE」の施設を目指します。

法人事業紹介
◦養護老人ホーム 住吉苑

◦特別養護老人ホーム 友愛苑

◦特別養護老人ホーム 光明苑

◦デイサービス こだま

◦デイサービス やまびこ

〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14-17

◦住吉訪問介護センター

ＴＥＬ （078）845-3660

◦住吉高齢者生活支援センター

ＦＡＸ （078）845-3661

〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町3丁目7-41
ＴＥＬ （078）851-2560

◦友愛高齢者生活支援センター
〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14-17

ＦＡＸ （078）851-1449

ＴＥＬ （078）846-1580

◦住吉北部あんしんすこやかセンター
〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町3丁目7-41
ＴＥＬ （078）851-1155

ＦＡＸ （078）843-2208

◦御影北部あんしんすこやかセンター
〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14-17

ＦＡＸ （078）851-1157

ＴＥＬ （078）843-2207

◦住吉定期巡回・随時対応型訪問介護看護センター
◦住吉夜間対応型訪問介護センター
〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町3丁目7-41
ＴＥＬ （078）851-5050

ＦＡＸ （078）843-2208

◦ケアハウス ゆうあい
〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原2丁目14-19
ＴＥＬ （078）843-2712

ＦＡＸ （078）851-1449

ＦＡＸ （078）843-2713

◦特別養護老人ホーム かもこの風
〒658-0064 神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目19-30
ＴＥＬ （078）858-5070
ＦＡＸ （078）858-5071

社 会 福 祉 法人 神戸老人ホーム 法人本部
〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町3丁目7-41
ＴＥＬ （078）851-2560
ＦＡＸ （078）851-1449

明治32年
http://www.krh-sumiyoshi.com
創 設

編 集 後 記
今回神戸老人ホームとして初の試みである地域広報誌の発行が実現しました。地域福祉の拠点として、また
日本で最も歴史のある高齢者施設として、長きに渡って創立者が大切にしていた友愛精神を胸に様々な取り組
みを重ねてきました。偏に地域の皆様の支えがあっての事です。今後は広報誌の内容をより充実した内容とし、
皆様のお役に立てる様、取り組んで参ります。
近年話題の小説家住野よる氏の小説「君の膵臓をたべたい」の一説に「（病気等）があっても１日の価値は
皆同じ」という言葉があります。小説内では病に侵された少女の話でしたが、高齢になれば病気や障害、認知
症などの症状が出現し、今までの生活をある日突然正反対に変えてしまう事も多くあります。私たちは、病気
を治す事はできません。しかし、病気や障害があっても１日の価値をより豊かにする事は可能だと考えていま
す。介護職 =「生きる」を支える仕事なのではないでしょうか。過去の想いを糧とし、明日が今日より感動
や喜びに満ち溢れる、そんな未来を私たちはこれからも作っていきます。

（文：中島）

