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シルバーピュアとさ・たかおか

サービス付き高齢者向け住宅
シルバーピュア土佐･高岡

2017年7月
オープン予定

介護付有料老人ホームとデイサービスを
併せ持った介護複合施設です。
ケアビレッジとさではご家族同様の絆を
築き、安心して暮らしを営み信頼される
パートナーであることをサービス理念として、ご利用者様とその家族の方々の満足
を第一に考え事業の運営を心がけます。
デイサービスセンターでは、地域で暮らす高齢者が可能な限り在宅においてその方
の能力に応じた自立した生活が送れるように運動器具を使用した機能向上訓練や
栄養改善、その他必要な日常生活上のお世話や機能訓練等を提供していきます。

安心・安全なだけでなく介護される側と
介護する側が心の絆でしっかりと結ばれ
互いに幸せを感じる日々となるよう努め
ます。
ご家族様と同様の絆を築き、安心して暮らしを営み信頼されるパートナーであるこ
とをサービス理念として、ご利用者様とその家族の方々の満足を第一に考え事業の
運営を心がけます。

入居者一人一人に応じて作成された、
個別介護計画に添って支援・運営いたし
ます。日常生活上のお世話はもとより、
一人一人の声に耳を傾け、充実した生活
を送れるよう生活リハビリ・レクリエー
ションなどを個々の状態に応じて取り入れながら、日々の生活が活気に満ちたもの
になるようケアをさせていただきます。また、医療機関との連携及び支援の体制も
整っており、いざというときも安心していただけます。

明るく、清潔なバリアフリーの住居を低価
格で提供し人気を博しているサービス付き
高齢者向け住宅「シルバーピュア」が
7月オープン予定。60歳以上、または要支援
～介護を必要とされる方までを対象とした、
専有面積１２帖、浴室、トイレ、キッチン
など完備した低家賃のバリアフリー
ワンルームマンションです。

土佐市近郊には4つのみずほ会関連施設(1部建設中)があり、様々な形で皆様の暮らしをサポートするべく地域の皆様の
ご支援とご協力により日々努力を続けています。
地域の皆様と歩み続け、地域活動も行いながら、より良いコミュニケーションが図れる環境づくりに努めています。



 

介護の仕事を目指している方に

介護職員初任者研修 講座
(旧 ホームヘルパー2級講座)

基礎から学べてしっかり身につく定員20名の少人数制。
お仕事しながらでも通える月・水・金、18：30～21:40までの講義・演習時間。

次回予定：6月初旬

お問い合わせ受付中 TEL : 088-856-6006

午前　9：00～ 12：０0    午後　14：30～ 17：00
休診：土曜日午後・日曜日・祝祭日

須崎医療クリニック

診察日時変更のおしらせ
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平成29年4月より診療体制が変更になりますのでよろしくお願いします。

朝倉医療クリニック

月曜日・木曜日： 午前　9：00～ 12：０0    午後　14：00～ 17：00
　　　　水曜日 ：　　　   　　　　　　　　    午後　14：00～ 17：00

休診



血 液 透 析 と は ？

それでは血液透析をなぜ行うのでしょうか？
また、どのように行っているのでしょうか？

・血液透析はなぜ行うのか？
　腎不全が進行すると体内の水分や電解質の調節が乱れ、老廃物を
排泄できない為、クレアチニンや尿素など（血液の汚れ）が体に
たまってきます。
血液透析は、この血液の汚れや余分な水分を取り除き、電解質の濃度を調整する、腎臓と同じような働きを維持する事が
主な仕事です。
　また、血液透析は 1週間に 2～ 3回、1回あたりの透析時間は 4～ 5時間行います。

・血液透析はどのように行っているのか？
　腕の血管に針を刺し、チューブを通して血液を体の外に
出します。
体の外に出た血液をダイアライザーという筒状になった物の中を通します。ダイアライザーの中は無数の細い直径 0.2 ～ 0.3
ミリのストローの様な管が詰まっています（約 1万本）。

須崎医療クリニックでは、約 5年ほど前から血液透析を行っております。
現在は、10数名の外来患者様が週 3回血液透析を行っております。
血液透析と言う言葉を聞いた事はあると思いますが、血液透析って
どのように行っているの？なぜ行うの？と疑問に思っている方も
少なくはないと思います。

血液はこの管の中を流れ、管の外には透析液を流します。血液が流れるストロー状の管には小さな穴があり、血液に貯まった
汚れや余分な水を透析液に洗い流したり、こし出したりしながら、4～ 5時間かけて行います。



おおの郷小学校の車椅子贈呈式に参加
シルバーホームおおの郷は、18名のおじいちゃん、お
ばあちゃんが過ごしているホームです。ほんとは家で生
活したいけれど、だんだん足が悪くなって少しの距離も
歩くことができなくなっている方もいます。その方たち
が行きたい所に行くために車椅子はとても必要です。
おおの郷小学校の皆さん、暑い時も、寒いときも毎月空き
缶をあつめにきていただき感心していました。また、雨が
降っている中濡れながら集めていたりして、風邪を引いた
りしないか心配した事も印象として残っています。

ケアビレッジたかおか
シルバーホームおおの郷 合同交流会
2月23日にシルバーホームおおの郷で合同交流会を開催
。
須崎の昔と今を比べて皆で「あそこは◯◯があった」「
いや～今は人がおらんね～」などと楽しく会話をしなが
ら、その後はカラオケ大会、知っている歌をマイクを持
って歌って楽しんでいただきました。

シルバーホームおおの郷

ケアビレッジあさくら

みずほ会の各施設での活動のご紹介

ケアビレッジたかおか施設見学動画を公開
みずほ会施設、介護付き有料老人ホーム「ケアビレッジ
たかおか」の施設の中を紹介する動画をYoutubeにて
公開いたしました。
360度パノラマで撮影した動画で、スマートフォンや対
応しているブラウザで視聴していただくことで、施設の
中を多方向から見学することができます。
特殊浴槽を備える特別浴室など、その動作はふだんはあ
まり見ることができないので、入居をご検討中の方や、
施設で働いてみたいと考える方にもぜひご覧いただけれ
ばと思います。
■ケアビレッジたかおか施設見学ムービー (YouTube)
https://youtu.be/OupjKkvQra0

米田地区の愛護作業に参加
ケアビレッジあさくらのある朝倉、米田地区の清掃、愛
護作業が行われ、ケアビレッジあさくら事業所の管理者
も参加し、施設周りの側溝の清掃作業を行いました。
近隣の方とお話も出来る良い機会となり、地域に根差し
た施設となれるように、地域貢献していきたいと思いま
す。

シルバーホームおおの郷



節分の行事として寿司パーティーを開催
2月2日、グループホームたかおかで節分の行事食とし
て寿司パーティーを開催しました。目の前で職人さんに
より握っていただいたお寿司は格別だったようで、皆様
次々と「お代わり」の言葉が聞かれ、いつもとは違った
夕食にとても喜ばれていました。食事後も「また食べた
いね～　またお願いします！」としばらく余韻が続いて
いました。今後も利用者様に季節を感じていただけるよ
うなイベントを行っていきたいと思います。

家族会を開催
3月25日(土)にグループホームあさくら、3月26日(日)
にグループホームたかおかにて家族会を開催しました。
両家族会共に、みずほ会介護部長の苅谷が講師を努め、
グループホームあさくらでは「高齢者虐待防止法の理解
」について、グループホームたかおかでは「認知症理解
」について利用者家族様と一緒に勉強会を行いました。
「勉強会で、疑問に思っていたことが埋まっていくよう
な、とてもいい勉強をさせていただいています」と意見
もいただき、私達にとっても、ご家族様からの目線での
ご意見や感想を聞かせていただける貴重な会となりまし
た。私達スタッフもご家族様の意見や疑問に応えステッ
プアップしていけるように役立てたいと思います。

平成29年3月度スキルアップ研修を開催
平成29年3月15日、3月度スキルアップ研修が開催され
ました。今回は、みずほ会介護部長の苅谷貢を講師に
「高齢者虐待防止法の理解」についての学習の場を持ち
ました。近年の高齢社会における大きな問題となってい
る高齢者虐待の法的な定義や考え方を事例をもとに説明
していただき、理解を深めることができました。

スキルアップ研修会

歌手の久里きなこさんが来訪
舞台やテレビ、映画などで幅広く活躍しており、童謡・
愛唱歌教室の講師も勤める高知市出身の歌手の久里きな
こさんが3月24日(金)に高知へ来訪され、みずほ会施設
のグループホームあさくらを訪問してくださいました。
グループホーム内をご案内させていただいている中、
突然のリクエストにも快くお答えいただき、歌声を披露
して下さいました。利用者のみなさんも、懐かしい曲と
美しい歌声に大喜びで、一緒に歌っていました。時間の
都合もあり、短い滞在となりましたが、利用者の皆さん
にとって非常に楽しい時間となったと思います。

グループホームたかおか

ケアビレッジあさくら グループホームたかおか
グループホームあさくら



   

サービス付き高齢者向け住宅
シルバーピュア土佐･高岡

サービス付き高齢者向け住宅
シニアパンション土佐山田

2017年3月
  オープン!!

2017年7月
オープン予定

JR山田西町駅と土佐長岡駅の
ちょうど中間、JRと並走している
国道195号線沿いのスーパー
「バリューノア」のすぐ裏手という
便利な場所ながら、建物裏も
田んぼが広がり静かでのどかな
佇まいが魅力です。

国道56号から500m、土佐ICから車で5分のアクセスの良さと、静かで落ち着いた立地の
新しいシニアパンションが5月末に土佐市高岡にオープン予定。

お気軽に
ご相談下さい



- 栄養士が考案した、身体にやさしく健康で美味しいお弁当を

まごころ込めておつくりいたします -

●びっくりドンキー

●リコー

大津バイパス▶

●コマドリ

●ローソン

●ニトリ

●まつもとディクリニック

卸
団
地

◀高知駅 ●TSUTAYA

薊
野
バ
イ
パ
ス ●ダイキ

●サニーマート

●GS

●

ご注文・お問い合わせは

【リトルキッチン工場・直売所】

〒780-0088

高知市北久保 9-15

OPEN 11:00 ～ 14:00

土・日祝休み

【イーフード株式会社】

〒781-1105

土佐市蓮池 1231-2

FAX：088-802-7820　mail：info@efood-jp.com
イーフード株式会社は、高知県土佐市が実施する配食サービス事業の委託も受けています。

\480(税込 )

【メニューの一例】

●春巻＆シュウマイ

●ベーコン巻きたまご

●春雨サラダ

●がんもどきの煮物

●十五穀米（または白米）

揚
弁
当

\480(税込 )

唐

☎ 088-802-7711　

毎日ごきげん日替わり弁当

【メニューの一例】

●鶏肉の味噌マヨネーズ焼き
●ひじきの炒め煮
●ちくわの甘辛炒め
●チンゲン菜となめこのポン酢和え
●十五穀米（または白米）

\480(税込 )

ご飯は、豊富な栄養素が摂取できる

「十五穀米」

※白米をお選びいただくこともできます。

\480(税込 )

3 つのうれしいお弁当
その 1. 栄養士監修のヘルシーなメニュー

　炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの栄養バランスを考えた組み合わせをご提案。

その 2. こだわり料理長の美味しい工夫

　大手ホテルや老舗レストランの総料理長・お料理教室講師など ,経験豊かなスタッフが日々、美味しさを追求しています。

その 3. おなかもいっぱい︕安心と満足を両立

　福祉の現場などでも活躍する、当社栄養士が「安心・安全・栄養満点」のお弁当をご提供します。

医療法人みずほ会のグループ事業 【食品関連事業】

※高知市北久保リトルキッチンにて。エリア・個数によリ配達いたします。お気軽にご相談ください。

イーフード株式会社がお弁当の販売をはじめました !

工場です→工場です→

直売所です
↓
直売所です
↓

厳 選
弁 当
\1080～

(税込 )

お花見など、各種イベントなど、

団体さま向けの、お弁当もおまかせ︕

ご予算に応じて、おつくりさせて

いただきます。

お花見など、各種イベントなど、

団体さま向けの、お弁当もおまかせ︕

ご予算に応じて、おつくりさせて

いただきます。



人工透析のご案内

 

患者さんの送迎も行なっておりますのでお気軽にご相談下さい。　（須崎医療クリニック）　　

スタッフ募集 (増員のため)

　

●サービス付き高齢者向け住宅 
　ケアビレッジあさくら
●ヘルパーステーションケアビレッジ
●居宅介護支援事業所ケアビレッジあさくら  
●小規模多機能ホームあさくら
●ケアビレッジあさくら
　デイサービスセンター
●デイサービスケアビレッジとさ
●介護付有料老人ホームケアビレッジとさ
●介護付有料老人ホーム
　ケアビレッジたかおか
●シルバーホームおおの郷 　  

☎ 088-856-6006

☎ 088-856-6003 
☎ 088-856-6005
☎ 088-856-8032

☎ 088-840-3331
☎ 088-856-7701
☎ 088-856-7700

☎ 088-852-7790
☎ 0889-40-0560  

●グループホームすさき
●グループホームなかとさ 
●グループホームあさくら
●ケアビレッジすさき  
　通所リハビリテーション 
●居宅介護支援事業所ケアビレッジ  
■ケアビレッジごうぶ（千葉県成田市）
　〇訪問介護センター
　〇デイサービスセンター
　〇サービス付き高齢者向け住宅
■ケアビレッジさんりづか　
　〇サービス付き高齢者向け住宅　  

☎ 0889-43-1181
☎ 0889-54-1666 
☎ 088-856-8030

☎ 0889-43-1166
☎ 0889-43-1166

☎ 0476-85-8188
☎ 0476-85-8188
☎ 0476-29-5545

☎ 0476-33-7730 

ご入居・ご利用お申し込みの案内　　お気軽にお問い合わせください。

○デイサービスとさ：土佐市
□相談員……………………………………………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○シルバーピュアとさ・たかおか：土佐市
□調理員 ……………………………………………数名

○ケアビレッジあさくらデイサービスセンター：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名

○ヘルパーステーション：高知市・土佐市
□介護職員（初任者研修資格者）…………………数名

○小規模多機能ホーム：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○グループホームあさくら：高知市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○イーフード株式会社：高知市
□調理員……………………………………………１名

○グループホームすさき：須崎市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

○通所リハビリテーション：須崎市
□理学療法士 ………………………………………１名

○ケアビレッジとさ：土佐市
□機能訓練指導員
（看護師・理学療法士・作業療法士）……………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名
□看護職員…………………………………………２名

○ケアビレッジたかおか：土佐市
□機能訓練指導員
（看護師・理学療法士・作業療法士）……………１名
□介護職員（無資格者 : 可）………………………数名
□看護職員…………………………………………２名

○グループホームたかおか：土佐市
□介護職員（無資格者 : 可）………………………１名

当院の透析機器は、最高水準の水質で透析ができる機械です。
セキュリティや自己診断など安全管理機能が充実しています。
安全性・信頼性を重視しオート操作も可能な最新機器です。

当院の特徴は…
自然光がふんだんに入る清潔で快適な透析室。
前面の窓から美しい四季の移ろいを感じることができます。
ゆったりとベッド間隔を確保し、他の患者さんに気兼ねなく治療
を行うことができます。

介護未経験者も歓迎
（介護の資格取得をサポート致します）

□ハローワークで詳細を確認し、申し込みした後に履歴書（写真貼）を送ってください。追って面接日等ご連絡致します。
□給与/本会規定による(資格・経験等により優遇します)




