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おかげさまで周南リハビリ元気村は令和元年に
10周年を迎えることができました。
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あいさつ

理事長　福澤 正洋

　周南リハビリ元気村は令和元年 9月 1日
に開設して１０周年を迎えることができま
した。平成 21 年 9月 1日に老人ホーム、
通所介護、訪問介護、居宅介護支援の 4事
業で開設し、それから 10 年間で訪問看護、
周南市初となる定期巡回随時対応型訪問介
護看護の開設と在宅介護保険サービスに力
を入れて参りました。これもひとえに利用
者様や地域を始め関係者の皆様のご支援の
賜物と深く感謝いたします。
今後とも私ども周南リハビリ元気村を宜し
くお願いいたします。

施設長　吉田 太

　開設 10 周年の記念すべき日を迎えられ
ることを心よりお祝い申し上げます。
入職し、生和会と共に歩み、はや 26 年目
を迎えますが、2012 年 4月に元気村配属
となった事でこの晴れやかな日を迎えるこ
とができ、感慨深いものがあります。これ
からも地域の皆様に「安心と生きがい」を
永続的に提供するという理念の基、入居者
様が笑顔で、元気で楽しい暮らしを送るこ
とができるよう邁進していきます。

周南リハビリ元気村
ホームナース
近藤 寿美

　居宅介護支援事業所元気村が開設 10 年。
早いものと感じております。
この 10 年間、たくさんの方との出会いが
ありました。
戦争の話や少ないお金で生活にて辛かった
事、悲しかった事、楽しかった事、人生を
いろいろ経験されて来られた先輩より、生
の声を聴かせていただき、感謝しておりま
す。これからも、皆様より勉強させていた
だき、介護支援専門員として成長してまい
ります。

居宅介護支援事業所
管理者　田中 みゆき

　先ずは、10 周年という節目の年を、元
気村の職員として迎えられることに感謝致
します。2013 年 12 月に訪問看護ステー
ションを開設し、6年の月日が経とうとし
ております。地域に根差し、「安心と生き
がい」を永続的に提供するという施設の理
念に基づき、やさしさと温かみのある、質
の高い看護を目指し、スタッフ一同日々努
力して参りました。これからも利用者様・
ご家族様が安心し満足していただけるよ
う、「湯野に元気村があって良かった。」
と地域の皆様に思って頂けるよう、皆様に
寄り添ったサービスを提供して参ります。

訪問看護ステーション
管理者　畑野 純子

　デイサービスセンター元気村は、開設
10周年を迎えることができました。これも、
日頃のご利用者様、ご家族様のご支援・ご
指導の賜物であると心から深く感謝申し上
げます。開設当初から 10 年間ご利用され
ている方が数名いらっしゃることも職員と
しても、自慢であり誇りであり、喜ばしい
限りです。これからも、ご利用者様に楽し
んでいただけるよう、より満足いただける
デイサービスを目指して、日々邁進してま
いります。

デイサービスセンター
管理者　山田 由美子

　訪問介護事業所元気村は、24 時間 365
日「周南リハビリ元気村」「なごやかケア
本館・別館」に入居されているご利用者を
はじめ、地域の方々が安心して在宅生活を
送ることでできるようにサービスを提供し
ています。2016 年には定期巡回・随時対
応型訪問介護事業所も併設され、より柔軟
な対応ができるようになりました。これか
らも笑顔を絶やすことなく、皆様の生活を
サポートできるようにスタッフ一同取り組
んでいきます。

訪問介護事業所
定期巡回随時対応型
訪問介護看護事業所
管理者　神杉 香澄

　周南リハビリ元気村は、平成 21 年
9月に周南市の郊外にある湯野温泉郷
入り口に開設してから、大過なく 10
周年を迎えることが出来ました。関係
各位および地域の皆様に心から感謝申
し上げます。
　元気村は静かな山間の温泉旅館の風
情を残した施設で、皆様がゆったりと
した気持ちで心身共にリフレッシュし
て戴ける様に職員一同が務めてきました。住宅型有料老人ホー
ムとデイサービスの 2つの事業を運営していますが、更に元気
村となごやかケア本館・別館に入居されている皆様には、より
快適で自立した生活を送って戴くために、訪問介護・訪問看護、
定期巡回随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援を推進して参
りました。また医療と介護の連携を密にし、当法人が運営して
いる周南リハビリテーション病院及び徳山リハビリテーション
病院とシームレスな連携をとって、退院後リハビリテーション
の継続支援に努めて参りました。
　本年度わが国における 65 歳以上の高齢者の割合は、総人口
の 28.4％と過去最高に達し、世界で最も高くなっています。
元気村は、今後とも高齢者が安心して地域で生活が営める様に
支援体制を充実していく所存でございますので、引き続きご支
援の程を宜しくお願い申し上げます。



スタッフインタビュー

〒745-1132
山口県周南市大字湯野字向山 109 番地 22
TEL  ：0834-82-0001
FAX：0834-82-0011
■訪問介護　　■訪問看護　　
■居宅介護支援
■定期巡回随時対応型訪問介護看護

〒745-1132
山口県 周南市大字湯野 27 番地
TEL  ：0834-82-0777 
FAX：0834-82-0888
http://www.genkimura-sa.jp/

周南リハビリ元気村 訪問看護・介護、居宅介護支援事業所

■住居型有料老人ホーム居室：24 室
■通所介護：定員 90 名
湯野温泉郷入口の緑あふれる環境のもと
温泉旅館の風情を残しながら、心温まる
サービスのご提供を心掛けています。

元気村で働いてきて、沢山の方と出会い、
色々な行事にも参加することで、今までにない
経験をさせて頂きました。その中で、私にとって CM
への出演依頼の話はかなり驚きの出来事でしたが、と
ても良い経験となりました。私のような者が CMに出て
もいいのかとの葛藤がありましたが、出てみることに
しました。「介護ＧＯ！ＧＯ！」のＣＭの反響は大
きく、いろいろな方が声を掛けてくださいま
す。元気村の名前を汚さぬよう、日々

努めていきます。

私が元気村に勤め始めて 9年が経
ちました。デイサービスの業務が中心
ではありますが、元気村まつりに於いて
も実行委員として関わらせていただき、多
くのことを経験させて頂きました。現在は
生活相談員として、ご利用者様やそのご家
族様、関係事業者様と接する機会が多く、
一つでも多くのニーズに応えられるよう
に現場との橋渡しをさせて頂いており
ます。今後も皆様に寄り添ったサー
ビスを提供できるように、日々
努力していきたいと思っ

ております。

元気村が開設されてからは、通所
介護の介護士として、居宅介護支援に
異動となってからは介護支援専門員とし
て、多くの経験をさせて頂いています。先
輩方にも助けられ、共に頑張りながら成長
できる仲間がいることはとても幸せなこと
です。介護支援専門員 4年目ですが、「ど
うしよう！」の連続です。難しいことは
できませんが、「一期一会」を常に心掛
け、利用される皆様の気持ちに寄り
添っていこうと思っています。

元気村で働く日々の中でご利用者様から「楽しかった。」「元気村に来て元気になった。」
との声が聞こえた時には心からこの仕事をしていてよかったと思います。デイサービスでは春
はお花見、夏はそうめん流し、秋は元気村まつり、冬はもちつきなど、この他にも季節を感じ
るレクリエーションをたくさん行っています。介護を提供する上で私自身も楽しんで取り

組む事が出来ました。これからもご利用者様に楽しみや笑顔、寄り添う介
護を提供できる様に努めていきます。

訪問先には高齢の方が多く、長い人生を
生き抜かれた先輩と思うと、敬意と労いの気
持ちが溢れてきます。最後を迎える方も多く、そ
の方々に寄り添えることが目標です。利用される方
やそのご家族の思いはどこにあって、自分達に何が
できるのかを多職種で共に考え、看護を続けていき
たいです。そして、自分も年を重ね豊かな人生
であるよう、正直な心で生き抜いていきま
す。私は老年看護に携わることが出

来て幸せです。

訪問介護サービス提供責任者
中村 賢太郎

通所主任生活相談員
 野村 誠　

通所主任介護士
半田 千夏　

訪問看護師　　杉田 博美

介護支援専門員
中村 めぐみ

元気村での

経験や目標などを

教えてください。

10th Anniversary



■周南リハビリ元気村事業開始
【事業内容】
通所介護（定員 20 名）・訪問介護・
居宅介護支援・高齢者専用賃貸
住宅 26 部屋
■周南リハビリ元気村
寺田央施設長就任
■通所介護　訪問介護
石田恵美子管理者就任
■居宅介護支援
原弘美管理者就任

9月

4月

■第 1回元気村まつり開催
11月

■通所介護
定員 30 名から定員 40 名へ変更

7月

■通所介護
定員 20 名から定員 30 名へ変更

■訪問介護
神杉香澄管理者就任
■通所介護
福永ひとみ管理者就任

11 月

■訪問看護事業開始に伴い、在
宅事務所購入。在宅部門の強化・
連携を図る目的で、居宅介護支
援、訪問介護、訪問看護が同事
務所にて事業開始

12月

■第 4回元気村まつり開催

■なごやかフェスティバル初参加

10月

5月

■周南リハビリ元気村
吉田太施設長就任

2月

■第 3回元気村まつり開催
11 月

■通所介護
2単位の定員を 20 名から定員 25
名へ変更　1・2単位合計 70 名定
員へ

9月

4月

■通所介護
2単位の事業実施場所を 1階中広
間から 2階大広間へ変更
■高齢者専用賃貸住宅
通所介護事業拡大に伴い 26 部屋
から 24 部屋へ縮小。

9月

■高齢者専用賃貸住宅
制度廃止により、24 室（夫婦入
居可能）の住宅型有料老人ホー
ムへ移行
■住宅型有料老人ホーム
新設のなごやかケア本館（100
床）・住宅型有料老人ホームなご
やかケア別館（45 室）の事業開
始
■訪問介護
新設のなごやかケア本館・なご
やかケア別館へサービス提供開
始、介護士大幅増員
■居宅介護支援
新設のなごやかケア本館・なご
やかケア別館へサービス提供開
始、ケアマネジャー増員へ
事業実施場所も周南リハビリ元
気村からなごやかケア本館 2階
へ移転
■居宅介護支援
田中みゆき管理者就任
■周南リハビリ元気村
福永ひとみホームナース就任
■なごやかケア本館
近藤寿美、久弘眞澄ホームナー
ス就任
■なごやかケア別館
山田由美子ホームナース就任

■通所介護
2単位の定員を 10 名から定員 20
名へ変更　1・2単位合計 65 名定
員へ

■第 2回元気村まつり開催

11月

■通所介護
1単位（定員 45 名）から単位数
を増やし 2単位制へ
周南リハビリ元気村 1階中広間
で事業開始
1単位（定員 45 名）2単位（定
員 10 名）

3月

■通所介護
定員 40 名から定員 45 名へ変更

1 月
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■居宅介護支援
在宅事務所へ移転

■訪問介護
在宅事務所へ移転

■訪問看護
看護師 11 名で事業開始

■訪問看護
畑野純子管理者就任

■はしご車を使用しての消防訓
練を実施

■周南 24 時間リレーマラソン初
参加

5月

■第 5回元気村まつり開催
10月

■訪問介護・居宅介護支援・通
所介護　介護保険指定更新を行
う

9月

■全壁面塗装工事と旧館屋根取
り替え工事終了

10月

■第 6回元気村まつり開催
11 月

■全壁面塗装工事と旧館屋根取
り替え工事開始

8月

■定期巡回随時対応型訪問介護
看護の事業開設に選定される

6月 ■定期巡回随時対応型訪問介護
看護
神杉香澄管理者就任

4月

■第７回元気村まつり開催

■いきいき学ぶ元気村校 開校

■なごやかケア別館
福永ひとみホームナース就任

■周南リハビリ元気村
山田由美子ホームナース就任

■通所介護
山田由美子管理者就任

11月

■定期巡回随時対応型訪問介護
看護事業所　開設

3月

■通所介護
2単位の定員枠を 25 名から 35
名に拡大

1 月

■国道看板張替え工事、エレベー
ター 2号機改修工事終了

3月

■通所介護
介護予防・日常生活支援総合事
業第 1号事業者の指定を受ける

4月

■通所介護
2単位の定員枠を 35 名から 45
名に拡大

7月

■１階絨毯張替え工事、LED照
明器具取替工事終了

2 月

■第 8回元気村まつり開催
11月
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■第 9回元気村まつり開催
11月

■第 10 回元気村まつり開催
11月

■周南リハビリ元気村
近藤寿美ホームナース就任

5月

■事務所改修工事完了
3月

2019 年

レノファ山口のキャラクター
「レノ丸」が登場︕

ステージイベント終了後は
お楽しみ餅まき大会︕
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餅まき大会！

ボランティアによる
ダンスや楽器演奏



お花見

そうめん流し

うどん作り

季節の
イベント 敬老会鍋パーティー

クリスマス会

しめ縄作り
日帰り旅行


