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増えているのは“トキ”だけ
～日本の近未来・超少子高齢化（高齢化率40％）と闘う佐渡島を訪ねる～

春よりスタート総合事業！！ 日本が変わります
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フェニックス総合クリニック

　平成27年度版高齢社会白書（内閣府）によれば、
2014年現在の65才以上の高齢化率は26%です。
しかし、団塊世代を中心とした高齢者総数は2042年
をピークに以後は減少しつづけますが、高齢化率は団
塊ジュニア世代全員が75歳となる2060年には約
40％まで上昇すると予想されています。その時代は
65歳以上の高齢者一人を現役世代1.3人（2014年
では2.4人）で支えることになります。さらに平均寿命
は男性84.1才(同80.2才)、女性90.9才（同86.6
才）と想像を絶する世界です。そこで、すでに現存する
2060年の近未来社会を体験すべく妻と共に11月末
に新潟県佐渡市を訪れました。
　

・佐渡島は東京23区の1.4倍、
人口は40年間で6万人に半減
している。
・島の地形は2つの山地とそれ
を結ぶように広がる国仲平野
からなるカタカナの「エ」に似
た特徴的な形状をした島で、人
口の80%は国仲平野に住み
水稲栽培や漁業を生業として
いる。

・寒流と暖流の接点にあるため植生や水産物に大変
恵まれ、気候も夏は朝夕の温度差も少なく本土より
2度ほど涼しく、冬は積雪も少なく2度ほど暖かい。

・歴史的には、大化改新後に佐渡国が置かれ、その後、

一時上杉氏の支配地となったが徳川時代は天領とし
て直接統治され、金・銀を大量に採掘された。

・文化は海路で西日本や北陸からの伝来文化や京都
からの流罪者による文化が一体となった佐渡特有の
貴族・武家・町民癒合文化が島民に受け継がれている。

・能は、世阿弥が配流された影響で江戸時代には
200を超える能舞台
があり、現在も32の
舞台で数々の伝統文
化が披露されている。
300年前から継承さ
れている神事芸能「鬼
太鼓」は特に名高い。

・海の幸・山の幸・自然の幸に恵まれ、自給自足可能な街
で電力・水道などのインフラは島内で完結されている。
近年、「トキの再生・繁殖」運動をきっかけにECOによ
る新たな街づくりが島民一体となり行われている。

・日常の主な交通機関は自家用車であり、特に高齢者
の自立生活には必須な移動手段である。

・高齢化率は2015年に40.1%、2040年は
44.0%と少子高齢社会はすでに頂点に達しており、
人口の流入がないと危機的状況となる。

・過疎化にともなう需要の減少で、毎年10億円の消
費減少が起きている。

・要介護認定者は高齢者の22%（各務原市は
14.6%）、介護保険料は月額5800円（各務原市は

4900円）と比較的高い。
・病院は6つ、医療用病床数は742と
ほぼ各務原市と同数である。また、介
護保険下の病床数は974と各務原
市の約1.3倍で、人口10万人あたり
に換算すれば医療・介護保険下の合計
病床数は各務原市の約2.7倍である。

・在宅での看取りは9.5％（各務原市は
11.5％）、介護施設での看取りは
4.5％（同4.3％）と全国平均を下
回っており、終末は医療機関での入院
対応が主流であると予想される。

特定医療法人フェニックス
社会福祉法人フェニックス
理事長　長 縄 伸 幸

・空き家情報と空き家視察時の見学者には交通費・宿
泊費の半額補助

・6か月以内の「さど暮らし体験住宅」の貸与
・移住コンシェルジュによる移住サポート
・移住家賃の1年間半額補助
・最大50万円のリホーム補助
・就職就労支援：合同就職面接会出席補助（交通費・宿
泊費）、30歳未満の就職・定住者奨励金、新規就農支
援、医療技術者奨学資金貸与、看護師等就業支援
（旅費）および定着支援（家賃）、社会福祉従事者等の
資格取得費助成

・子育て支援センターの設置（10か所）
・15歳まで入院費無料，第2子以降の保育費免除，待
機児童ゼロ（保育園・幼稚園の充実）、1歳健診は年3
回（通常は1回）、図書館・図書室（各5つ）の充実

・いい意味で裏切られた（予想外であった）。温暖で広
い、便利、お店も病院も多い

・自然環境が豊かで食べ物がおいしい。特に、米・魚介
類・海藻・地酒

・文化・芸能が多種多様で、暮らしの中に生き続けて
いる

・歴史的に移住者が多く人に寛容である
・都会にいた時より「できること」が多くなり、自分の頭
で考えるようになった

・自然環境に癒される、のびのびとした子育てができる
・子育てに親や地域の協力が得られ、仕事との両立が
できる

・経済的子育て支援制度が充実している
・最大の生活必需品は自動車、さらに重要なものは人
脈、アイターンの人（他地域から新たに移り住んだ
人）は特に情報をいっぱい持ち人脈も広いのでぜひ
知人になること

・自給自足とECO（互助・自助）　

・多世代共生ケアと絆（互助）
・コンパクトシティ（公助・共助）
・医薬と介護の融合（公助・共助・互助・自助）
・結婚適齢期女性（20代から30歳半ば）の定住・移住
政策と子育て支援（公助）

　パッチワーク的改正で部分最適を繰り返してきた日
本の保健医療制度改正も長期的な視点に基づく変革
が求められている。そこで、20年後の2035年を展望
した保健医療において守るべき基本理念や価値観、求
められる変革性の方向について提言された。
　今までの保健医療制度を住まい・地域づくり・働き方
と調和させた「社会システム」とするため下記のような
方向に転換すべきであると強調している。
・量の拡大から質の改善へ：効率よく質の向上をめざ
す

・インプット中心から患者にとっての価値中心へ：人数
配置・構造配置や保健医療の投入量による管理・評
価することから医療資源の効率的活用やその成果
を評価する

・行政による規制から当事者による規律へ：患者・医療
者・保険者・市民などの当事者による自律的・主体的
なルールづくりを優先する

・キュア（生きる）中心からケア（生き方）中心へ
・発散から統合へ：細分化・専門化志向による対応から
相互連携を重視した切れ目のない対応で課題解決
をめざす

～日本の近未来・超少子高齢化
　（高齢化率40％）と闘う佐渡島を訪ねる～

佐渡島の地形・生活・文化
島暮らしの実態・課題

増えているのは“トキ”だけ

0～19才

20～64才

65才～

毎年若者が400人ずつ島に移住すると
人口減少はなくなり横ばいになります。

国仲平野

平野部分で
生活してい
ます。

鬼太鼓
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佐渡島移住・定住支援、子育て支援

移住者の「生の声」

佐渡島に学ぶ

「2035年、日本は健康先進国へ」に向けて
～保健医療2035提言書より～

２０１６年１２月１９日　日本経済新聞より

２０１６年１２月１９日　日本経済新聞より

美しい棚田が全島に広がる
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『ご存知ですか？ ロコモを！ 
           ～自分のために介護予防～』

フェニックス総合クリニック

長縄  敏毅
日本リハビリテーション学会専門医
整形外科学会認定専門医
日本体育協会公認スポーツドクター

フェニックス総合クリニック
院　長

フェニックス総合クリニック

動作をしながらの
バランス能力

下垂足などの下腿筋力低下や
脊髄症による下肢の痙性

膝などの関節痛や
片脚での自重支持筋力

間欠性跛行
（1kmくらいを想定）

歩行速度
（秒速1ｍあれば渡れる）

　明けましておめでとうございます！新年早々ですが、皆さんにご質問させ
ていただきます。以下の項目に該当するものはありませんか？（ロコモチャ
レンジ！推進協議会WEBサイトより）

　いかがですか？この7つのうち一つでも該当すると、体の衰えがすでに始まり、介護が必要になりつつある
状態かもしれません。
　ちまたではロコモティブシンドローム　略してロコモと言われています。
　該当してしまった皆さん、ただガッカリしているだけではいけませんし、歳のせいだと諦めてはいけません！
ここからが肝心です！ロコモは適切な運動やリハビリで改善が期待できます。
　90歳前後の超高齢者でも筋力増強効果が認められたという研究をもあります。（Fiaterrone, N Engl 
J Med. 1994）
　また、各務原市では市の作成したチェックリストで該当した方が利用できる介護予防サービスもあります
（介護予防・日常生活支援総合事業）。
　「わたしロコモかも…」と思われた方、是非お気軽にフェニックス総合ク
リニックもしくは、担当圏域の地域包括支援センターまでご相談下さい。

　最後までお読みいただきありがとうございました。本年もよろしくお願
いたします。

① 片脚立ちで靴下がはけない

② 家の中でつまずいたりすべったりする

③ 階段を上るのに手すりが必要である

④ 家のやや重い仕事が困難である 

⑤ ２ｋｇ程度（１リットルの牛乳パック２個程度）の
　 買い物をして持ち帰るのが困難である。

⑥ １５分くらい続けて歩くことができない

⑦ 横断歩道を青信号で渡りきれない
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『腸内細菌』
 ～コアラの赤ちゃんは
 お母さんの便を食べる!!～

フェニックス総合クリニック

長縄  康浩
消化器病専門医
消化器内視鏡専門医
日本消化管学会 胃腸科専門医

フェニックス総合クリニック
副院長

　皆さん突然ですがコアラを知っていますか？
　名古屋市にある東山動物園でも見ることが出来る、オーストラリアのかわい
い動物です。コアラと人間の間のような「ドアラ」と言うものもありますね！冗談
はさておき、病気になったコアラに細菌を殺す抗生物質を使うと、病気は治る
のですがだんだんと餌を食べなくなり衰弱死してしまうことがあるそうです。
原因として考えられるのは、抗生剤によって腸内細菌が死んでしまう事が原因
です。コアラはユーカリの葉を食べて生活をしていますが、ユーカリの葉は消
化されにくい為、他の動物はほとんど食べることができません。コアラの腸はとても長くユーカリの葉の消化
を助ける菌が他の動物より多くいます。その為コアラはユーカリを食べることができるのです。もしその菌が
いなくなるとユーカリを食べられなくなってしまうということです。腸内細菌は生まれたときにすでにいるわけ
ではありません。コアラの赤ちゃんは離乳食として母親の便を食べることで母親から腸内
細菌を受け継ぎ、ユーカリの葉を食べられるからだを作ると考えられています。
　人間はどうでしょうか？ヒトの腸の中には約100兆個（約1000種類）の細菌がいると考
えられています。世界人口が約73億人ですから、非常に多くの菌がいることがわかります。
その菌の集まりのことを細菌叢といい、腸の中の細菌の集まりを腸内細菌叢と言います。
近年の技術の進歩で腸内細菌叢の色々な役割がわかってきました。一つはコアラの例のよ
うに食べ物の消化に関わることです。ヒトも腸内細菌の作用を利用して食物からエネル
ギーを獲得しています。例えば、通常ヒトの身体には食物繊維を消化する酵素はほとんどあ
りませんが、腸内細菌の持っている酵素を利用して分解することができます。言い換えると
食生活にあった腸内細菌を持っているということもできます。日本人とアメリカ人は腸内細
菌叢が異なり、乳児では母乳の消化に有利な腸内細菌叢を持っています。腸内細菌の構成は性別や人種にほ
とんど関係なく、日常の食事に反映して作られていくと考えられています。
　最近の研究により、この腸内細菌叢が様々な病気に関係していると考えられるようになっています。様々な
腸炎をはじめ、糖尿病や高脂血症・動脈硬化・肥満などの代謝疾患、アレルギーや免疫疾患、前立腺がん、乳が
ん、そして肝臓がん、大腸がんなどでもその関与が疑われ、研究が進んでいます。さらには、自閉症、うつ病、認
知症などの精神疾患との関連を示す報告もあり、現在注目を集める分野のひとつです。まだまだわからない
ことの多い分野ですが、偏食は避け、健康的な食生活に心がけましょう。

フェニックスグループ人事労務室　担当：寺本　☎058-379-3588

フェニックスグループは定年がありません。
最後まで現役で社会参加をしていきましょう！！スタッフ募集

●介護スタッフ
●看護スタッフ
●その他（運転手、クリーンスタッフ）
※時間、勤務地などお気軽にご相談ください。

写真提供：金沢動物園
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 日本の総人口
　日本の総人口が、1920年の国勢調査開始以来、
初めて減少に転じると報じられました。また、75歳
以上の人口が総人口の「8人に1人」を占め、初めて
14歳以下の子どもを上回りました。
　また、75歳以上の人口は、30年間で3.4倍に増
加しました。逆に14歳以下は4割減っており、少子
高齢化に歯止めが掛かっていません。14歳以下の
人口割合は12.6％で、イタリア（13.7％）、ドイツ
（12.6％）を下回り、世界最低の水準まで低下して
います。世帯数はひとり暮らしの増加で、過去最高
を更新しましたが、老々世帯は34.6％を占め、ま
た、男女65歳以上の6人に1人がひとり暮らしで、
高齢世帯の孤独死など社会問題の一因となってい
ます。

住み慣れた街の将来は!! 安心ですか？各務原市
 将来の人口見通し：各務原市
　私達の街、各務原市に目を向けると将来の人口
見通しは次の通りになります。
　2015年国勢調査確定値における日本総人口の
「75歳以上人口、子どもを上回る」という現象は、
各務原市では僅差ではありますが、まだ認められ
ていません。（75歳以上16,574人、14歳以下
20,266人）しかし、2020年の推計では、逆転現
象が起こり、以後、差は拡大しつづけ、実に、2020
年に比べ差異が7倍と拡がります。深刻な少子高齢
化が進むことが分かると思います。
　グラフ①は各務原市、グラフ②は飛騨市の比較で
す。飛騨市はわずか50年（1990年～2040年）で
人口が半分になります。2040年は若者1人が1.2人
を支える社会となります。

　冒頭の理事長の記事にある佐渡島と同じ現象で
す。まさに、高齢者を支える現役世代が減り、「騎馬戦
型社会から肩車型社会」の到来が各務原市でも現実
化してきます。2040年、あなたは一体何歳でしょう
か？肩車する側でしょうか？もしくは、される側でしょう
か？両者ともに、相応の覚悟が必要だと思われます。

 単独世帯の増加とひとり暮らしの高齢者増加
　統計は全国値となりますが、2015年推計値で
男女合わせた65歳以上の高齢者の約3割弱がひ
とり暮らしとなります。20年後の2035年では全
体の4割を超えるまでに増加する予想が出ていま
す。これも少子高齢化の一端を示すものと思われま
すが、その問題点は、介護が必要となった時支援し
てくれる同居者がいないことです。介護とは言わな
くても、体力の低下で日常生活に支障をきたした場
合、どうしましょう。介護認定を受けてヘルパーを使
えばいいのではと、発想するかと思われますが、ヘ
ルパーが圧倒的に不足すると予想されています。そ
れでいいのでしょうか？隣近所の助け合いは期待で
きないでしょうか？または、他に頼れる社会資源はな
いでしょうか？

 フェニックスからの提案
　介護保険下の各種サービスは使えば使うほど、介
護費用は増大しそれに伴い、一人ひとりが支払う介
護保険料も値上がりするしくみとなっています。言
ってみれば、自分で自分の首を絞める状態とも言え
ます。出来るだけ、介護保険に頼らない生き方は出
来ないでしょうか？

　各務原市のみならず、日本全体で既に少子高齢
化時代を突き進んでいます。これからの若い世代
へ、「肩車型社会」として重荷を背負わせることは避
けたいと、誰もが考えていることでしょう。それに
は、出来るだけ介護保険のお世話にならないことが
肝心となってきます。または、一時的にお世話にな
るけれど、卒業することで「支えられる側から支える
側へ」ボランティアとして立場を変わることで、生き
がいを見つけることも考えられます。それには、い
つまでも元気に地域で暮らし続ける柔軟性のある
しくみや仕掛けが必要となります。
　いま以上に、フェニックスグループは時代に先駆
けて「地域を元気にする」ために、様々な取り組み
（しくみや仕掛け作り）を行なっていきます。

作業療法士　横山 啓明
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 日本の総人口
　日本の総人口が、1920年の国勢調査開始以来、
初めて減少に転じると報じられました。また、75歳
以上の人口が総人口の「8人に1人」を占め、初めて
14歳以下の子どもを上回りました。
　また、75歳以上の人口は、30年間で3.4倍に増
加しました。逆に14歳以下は4割減っており、少子
高齢化に歯止めが掛かっていません。14歳以下の
人口割合は12.6％で、イタリア（13.7％）、ドイツ
（12.6％）を下回り、世界最低の水準まで低下して
います。世帯数はひとり暮らしの増加で、過去最高
を更新しましたが、老々世帯は34.6％を占め、ま
た、男女65歳以上の6人に1人がひとり暮らしで、
高齢世帯の孤独死など社会問題の一因となってい
ます。

 将来の人口見通し：各務原市
　私達の街、各務原市に目を向けると将来の人口
見通しは次の通りになります。
　2015年国勢調査確定値における日本総人口の
「75歳以上人口、子どもを上回る」という現象は、
各務原市では僅差ではありますが、まだ認められ
ていません。（75歳以上16,574人、14歳以下
20,266人）しかし、2020年の推計では、逆転現
象が起こり、以後、差は拡大しつづけ、実に、2020
年に比べ差異が7倍と拡がります。深刻な少子高齢
化が進むことが分かると思います。
　グラフ①は各務原市、グラフ②は飛騨市の比較で
す。飛騨市はわずか50年（1990年～2040年）で
人口が半分になります。2040年は若者1人が1.2人
を支える社会となります。

　冒頭の理事長の記事にある佐渡島と同じ現象で
す。まさに、高齢者を支える現役世代が減り、「騎馬戦
型社会から肩車型社会」の到来が各務原市でも現実
化してきます。2040年、あなたは一体何歳でしょう
か？肩車する側でしょうか？もしくは、される側でしょう
か？両者ともに、相応の覚悟が必要だと思われます。

 単独世帯の増加とひとり暮らしの高齢者増加
　統計は全国値となりますが、2015年推計値で
男女合わせた65歳以上の高齢者の約3割弱がひ
とり暮らしとなります。20年後の2035年では全
体の4割を超えるまでに増加する予想が出ていま
す。これも少子高齢化の一端を示すものと思われま
すが、その問題点は、介護が必要となった時支援し
てくれる同居者がいないことです。介護とは言わな
くても、体力の低下で日常生活に支障をきたした場
合、どうしましょう。介護認定を受けてヘルパーを使
えばいいのではと、発想するかと思われますが、ヘ
ルパーが圧倒的に不足すると予想されています。そ
れでいいのでしょうか？隣近所の助け合いは期待で
きないでしょうか？または、他に頼れる社会資源はな
いでしょうか？

 フェニックスからの提案
　介護保険下の各種サービスは使えば使うほど、介
護費用は増大しそれに伴い、一人ひとりが支払う介
護保険料も値上がりするしくみとなっています。言
ってみれば、自分で自分の首を絞める状態とも言え
ます。出来るだけ、介護保険に頼らない生き方は出
来ないでしょうか？

　各務原市のみならず、日本全体で既に少子高齢
化時代を突き進んでいます。これからの若い世代
へ、「肩車型社会」として重荷を背負わせることは避
けたいと、誰もが考えていることでしょう。それに
は、出来るだけ介護保険のお世話にならないことが
肝心となってきます。または、一時的にお世話にな
るけれど、卒業することで「支えられる側から支える
側へ」ボランティアとして立場を変わることで、生き
がいを見つけることも考えられます。それには、い
つまでも元気に地域で暮らし続ける柔軟性のある
しくみや仕掛けが必要となります。
　いま以上に、フェニックスグループは時代に先駆
けて「地域を元気にする」ために、様々な取り組み
（しくみや仕掛け作り）を行なっていきます。

春よりスタート総合事業!! 日本が変わります

　高齢者になるとお肉や魚よりもあっさりした野菜
中心の食事になりがちですが、それでは必要な筋
肉量が減ってしまうことになります。この筋肉を付
ける食事として【分岐鎖アミノ酸】が多く含まれて
いる食品を摂ることが望ましいです。この【分岐鎖
アミノ酸】はマグロ赤身・プロセスチーズ・カツオ（刺
身）・鶏むね肉・豚ロース・卵に多く含まれていること
から、つまり動物性たんぱく質を摂ることが大事な
のです。年齢を重ねてもなお活躍している著名人
でいえば、作家の瀬戸内寂聴氏（９４歳）もよく肉を
食べると言われています。血液データーでアルブミ

フレイル予防と高齢者の栄養
ン値がありますが、老化のものさしと言われ基準値
は3.8～5.3です。元気で長生きのためには4.3以
上を目指すと良いです。このアルブミン値は７０代
になっても８０代になっても、食生活の改善などで
上げることができる＝老化を遅らせることができる
のです。
　そして、屋外へ出て歩くことで筋トレとして筋肉を
維持することができますし、さらに景色や道端の花
を見ることによっても脳の活性化にもつながりま
す。とにかく無理なく継続的に行うことが衰えを防
ぐポイントです。皆さんもしっかり食べて屋外に出
ましょう！きっと良いことがありますよ。

フェニックス総合クリニック　管理栄養士　曳田 のぞみ
「フレイル」とは
　加齢に伴う変化によって、高齢者が健康な状
態から徐々に心身の活力を失い、虚弱状態とな
ることを言います。介護保険でいう、【要支援・要
介護状態】の手前が、いわゆる「介護予防」の必
要な状態とも言えます。
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　国が示している「新オレンジプラン」をご存じです
か？今後増えるであろう認知症の方や家族をどう支
えていくかを政策として厚労省が打ち出している計
画です。
　各務原市でも包括が受ける認知症の相談が
H26年439件だったのに対しH27年は673件、
H28年9月現在ですでに366件の相談数になって
います。それだけ認知症に回りが気づき包括の役割
が周知されてきた表れでもあります。
　市にはH27年度より各包括に認知症地域支援推
進員が配置され国策である「新オレンジプラン」に
沿った様々な取り組みが展開されています。
　かかみ野は今年度の認知症の方と家族の支援と
して6月よりこころカフェ
「ぽかぽか」を毎週土曜日
にOPENさせておりま
す。認知症に向き合って
いるとどうしてもケアに
迷ったり孤独になりがち
ですが大切なの
は、この住み慣れた
街に、その人の物
語があることです。

認知症の方と家族が笑顔でいられるために
～新オレンジプランへの取り組み～

　下図はフェニックス関係者65歳以上の約280
人の方を4つのカテゴリー別に日常生活について
意識調査を実施した結果です。右上に位置する方が
心身共に健康で充実した生活を送っているといえ
ます。このデータから分かることは仲間とともにボ
ランティアで活動している方々は生きがいも感じ活
動的な方が多いということです。この結果から高齢
者の生活には仲間や役割、居場所が大変重要であ
り地域の介護予防にも繋がることが分かります。

地域包括支援センター　かかみ野　髙 美智代

地域の交流広場「グリーンベンチ」に１１月から参加しています。一人暮らしのため１日中誰とも会話しない
日もあり少し淋しさを感じておりました。ここに来ると色々な方々と話しができますし、今までやった事のな
かった脳トレや体操ができるので楽しいです。何よりも月曜日と水曜日に出かける場所ができ、待っていて
くれる仲間がいて生活に張り合いができました。

地域交流広場「グリーンベンチ」参加者　佐藤 實千美

鵜沼各務原町在住のご夫婦です。昨年お二人とも物忘れの心配とほとんど自宅の中での生活に体力も落ち介
護保険の申請をして、デイサービスに通いだしました。しかし数か月後二人で相談し、デイを卒業しました。
昌宏さん（８０歳）：仕事を辞めた７１から７８歳までほとんど自宅で何もしない生活、体力も落ちていました。デ
イを利用しましたが、自分で努力して週の４日ほど近所の健康館に行くことにしました。２時間弱運動をし現在
は腕を曲げると力こぶができるほどになり、体力にも自信がつきました。妻と二人暮らしなので、これからも元
気でいたいと思います。
静子さん（７７歳）：近所のグリーンベンチに毎週２回通っています。グリーンベンチの良いところは、あみものを
したり雑巾を作って小学校に寄付をしたり、合唱隊のメンバーとして近隣の施設で披露したり様々な体験がで
きること。来られている方がよい方ばかりで、しばらく行かないとお互い声を掛けあうこと。家を行き来する
友達もできました。また、私は毎週のグリーンベンチの報告を夫にすることで、夫婦の会話も増えました。いい
ことばかりです。

夫婦で介護保険を卒業しました。山田 昌宏、静子 夫婦

お客様の声

心の健康（生きがい）

ボランティア

法人職員

要支援者

フィットネス
利用者

体
の
健
康（
運
動
）

春よりスタート総合事業!! 日本が変わります
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　Ｈ２８年度より市の介護予防、日常生活支援総合
事業が始まりました。（以下総合事業）総合事業と
は、簡単な基本チェックリストにより生活機能に低下
がみられた方に、訪問型、通所型のサービスを受け
ることができるサービスです。今までとの違いは、
卒業を見込んで計画を立てるということです。

　食事、運動は個人でもできますが、社会参加とな
ると、地域の仕掛けが必要でしょう。仕掛けとは何

春よりスタート総合事業 皆さんの意識改革
か。地域で自分自身が必要とされる場所、役割があ
るということです。そういった場所が歩いて500
メートルくらいの場所にある。それが理想でしょう。
そこである人は得意な絵手紙を教える、ある人は将
棋をさす、ある人は子どもに勉強を教えるとか。そん
なスモールグループを各地で作ったらどうでしょう。
　総合事業を仮に卒業しても、何もしなければまた
元に戻ってしまう。予防にも、卒業にも地域の仕掛
けが必要です。
　地域の仕掛けを一緒に作りたい方、ぜひ包括まで
ご連絡ください。一緒に地域を作っていきませんか？
　しかし、私個人的な見解を申し上げますと日本に
は定年というものが存在しますが、いっそその定年
という概念を捨て生涯現役を貫かれたらどうでしょ
う。仕事でなくてもなんでもよいと思います。ご自
分の得意分野で現役をめざす。そ
れこそが要介護者を増やさない
簡単な方法だと思われますが・・・。

地域包括支援センター　山田 美穂

今までの介護保険のイメージ 総合事業

↔サービスを継続して利用
していく。

最初からサービスの卒業
を見込んで計画、立案

高齢者

市民の介護保険料が
上がってしまう。

要介護者
の増大

何もせずに
生活

みんなが心掛ければ
偏らない食事
適度な運動
社会参加

生涯現役生活
市民の介護保険
料は上がらない。

フレイル予防
体と心を含めた
心身の衰えの予防（ ）

　認知症になったからと家に閉じこもったり家族だけで悩んだりするのではなく気
軽に立ち寄り想いを伝えたい、話を聴いて欲しい…そんな希望を叶える場所、それ
が「ぽかぽか」です。
　どなたでもお越しいただける憩いの場所です。
　みなさんでおいしいコーヒーを飲みながら「ほっと」する時間を過ごしませんか？

　グリーンベンチでは地域高齢者が自分たちでイベントを
企画し、参加者と共に活動を展開し、一生涯元気で暮らす
地域作りのために活躍しています。

開 催 日：毎週土曜日（6月よりＯＰＥＮ）　開催時間：10：00～12：00
参 加 費：おひとり２００円
開催場所：各務原市鵜沼三ツ池町5-173-5 ＮＰＯ福祉サポートセンターかかみがはら東隣角（わたぼうし）
お問合せ：地域包括支援センターかかみ野　☎058-384-8844
　　　　　わたぼうし　　　　　　　　　　☎058-379-1268

対　象：要支援1　要支援２　事業対象者 
費　用：２００円（ドリンク付き） 
場　所：グループホームサニーテラス１階交流広場
　　　　各務原町９丁目２０４番地
　　　  （各務野高校を東へ２００メートル） 

＜お問合せ＞　包括支援センター かかみ野　☎058（384）8844

私の居場所グリーンベンチ

総合クリニックのロビーにて 託児所ショコラの子どもたちと

月・水曜日（祝日休み）10時～12時開催
得意なことを、好きなことを地域でいかしませんか？

春よりスタート総合事業!! 日本が変わります

Com.Do那加
新那加駅

JR 那加駅
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デイサービスは
新たなステージへ！！
Com.Doパークサイドテラス開設準備室長　吉国 親吾

　総合事業という新たな試みに対応すべくうまれ
たのが「デイサービスＣｏｍ．Ｄｏパークサイドテラ
ス」です。
　各務原市市民公園を目の前に位置する最高の立
地で社会参加、社会活動を行っていきます。身体状
況や、生活状況によって介護サービスがバラバラで
あった人々と共に過ごし、元気な高齢者、要支援者
の方がご自身の得意分野で活躍できる場所を作り、
一般の方、子ども達が遊びに来る事でご自身の役割
を見つけ社会貢献をしていく「共生・共助」を目指し
ます。

パークサイドテラス

デイサービス

ご利用者様の奥深くにある好奇心と利用者様がもう少しで手が届きそうな活動、夢をサポートし実現に導き
ます。心、頭、体に特化したクラブ活動メニューを充実し、社会に溶け込む新たなデイサービスです。

体感・体験・発見・心・頭・体の充実

まんなか倶楽部　※予定活動

●ココロ倶楽部 ●アタマ倶楽部 ●カラダ倶楽部
・自分の役割を作ろう
・観劇クラブ
・写真クラブ
・パソコンクラブ
・絵手紙クラブ
・バスに乗って出かけよう
・音楽か活動をやってみよう
・コンサートへ出掛けよう
・温泉へ行ってみよう
・地域ボランティア活動をしよう

・まずはお話しクラブ
・計算
・なぞなぞ
・公園スタンプラリー
・健康講座
・買い物に出かけよう

・各務原シティマラソン参加
・卓球大会参加
・旅行・ハイキング

・健康体操
・青空ウォーキング
・青空ヨガ
・卓球活動をしよう
・丈夫な身体を作ろう

■チャレンジサークル

春よりスタート総合事業!! 日本が変わります

講座案内

まんなか倶楽部 これからの超高齢化社会に向けて地域の中でどのように暮らし、
どのように地域を支えていくか医療の視点、専門職の立場と様々
な角度からお伝えします。皆様のご参加をおまちしております。

参加費：無料（コーヒーお菓子付き）
定　員：３０名/回　定員になりしだい締め切り
問合先：各務原市那加門前町２丁目１０番地
電　話：090-9960-9475（開設準備室　吉国）
※詳細につきましては、１月から各事業所または、ホームページ上
　にてパークサイドテラスの案内にのせる予定をしております。
　そちらでご覧ください。

予定講座等
腰痛、膝板などの整形疾患が及ぼす悪循環

私たちが住むこの街のこれからを想像してみましょう

虚弱高齢者（フレイル）とは？？

食べること、飲み込むことの重要性

2月1日
オープン!

●
　各務原
●市役所ピアゴ

21

●モスバーガー

新
境
川

Com.Do那加
各務原
郵便局

名鉄各務原線
JR 高山本線

市民公園前駅 各務原市役所前駅

デイサービス
Com.Do
パークサイドテラス

市民公園

●
各務原市中央図書館

N★
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　H２７年１１月３日にコミュニティプラザフェニックスDANKEが鵜沼羽場町
にオープンし早１年が過ぎました。
　ボランティアを募集しているとのお話があり、将棋の相手がほしいとのこと
で夫がボランティアに行くことになりました。将棋は頭を使い、又テレビと仲良
くする時間からも離れる為よかったと思っています。
　私も、利用者の方々と一緒に小物を作ったりお菓子を作ったりして楽しんで
います。小物もお菓子も毎回作るものが違うため勉強にもなり今回は何を作
るのかと楽しみです、また出来たものを喜んでいただく笑顔も嬉しいです。

　デイサービスCom.DO DANKEには「はばた
きクラブ」という一般の人たちも利用できるふれ
あいの場がありたくさんあるクラブ活動を皆さん
楽しんで参加されているようです。
　何をするにも健康が第一です。私も元気で頑張れるようにと下半身強化
の新向法と言う体操を長年続けています。これはたった４つの動作なのでと
ても簡単です。第２の心臓と言われる脚を特に鍛え老化を少しでも遅らせた
いと願い、今後も前向きにまた元気に頑張っていきたいと思っています。

DANKEで活躍！！長尾夫妻

将棋をさす正一様

紗恵子様と長縄専務、スタッフ
遠藤

お祭りもお手伝いいただきま
した

　複合施設コミュニティプラザフェニックスDANKE
では、「はばたきクラブ」という活動を行っていま
す。はばたきクラブとは、どなたでも参加できる新
たな出会いや居場所をつくり、様々なクラブを通じ
て楽しみや生きがいを見つけられる場所です。

　コミュニティプラザフェニッ
クスDANKE内にあるデイ
サービスCom.Do DANKE
では、デイをご利用しながら
はばたきクラブにも参加して
いただくことができ、多くの
方が参加してみえます。
　その中の「卓球」を紹介さ
せていただきます。

　競技を目指すのではなく楽しむ卓球です。初心者
の方、久しぶりにやってみたい方、どんな方でも参
加でき卓球ボランティアの方がその方に合わせて
ラリーの相手をしてくれます。また、一般の方とデイ
サービスのご利用者がラリーを行ったりもします。
　一般の方、デイサービスのご利用者、ボランティ
アの方が卓球を一緒に楽しみながら新たなコミュニ
ティができています。
　他にも色々なクラブを開催していますので多くの
方の参加をお待ちしております。見学だけでも大丈
夫です。

クラブ活動
「はばたきクラブ」

デイサービスDANKE　田口 耕平

卓球、折り紙、エクササイズ、
ヨガなど１２種類のクラブを
開催しております。

コミュニティプラザ フェニックス

春よりスタート総合事業!! 日本が変わります

＜所在地・問い合わせ＞
各務原市鵜沼羽場町３-３３-１（国道２１号線沿い）

電話 ０５８-３８５-１１５５（担当：田口）

はばたきクラブ～はばから飛び立つ～

21●
ヤマワ

●

至おがせ池

JR 高山本線

コミュニティープラザ

フェニックス
DANKE暖家★

東消防署

至鵜沼
どなたでも参加できます
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老人保健施設 サンバレーかかみ野

サンサンクラブの皆様
おめでとうございます！
　長年わたってご協力いただいているボランティア団体『サンサンクラブ』様
が10月に岐阜県社会福祉協議会より表彰されました。
　サンバレーかかみ野やコミュニティプラザDANKEでの卓球をはじめ、麻雀、
お祭り等のイベント時、ありとあらゆる場面でご協力いただける団体様です。
　暑い日も寒い日も施設へ出向いて手の足りない場所をいつもお手伝いい
ただき、感謝してもしきれないほどお世話になっております。これからもよろしくお願いいたします。

　今年の文化祭のメインはご利用者様のファッションショーです。
「昔来ていたなじみのある服」というテー
マで仕事着や思い出のある服を着ていた
だきランウェイを歩いていただきました。
  
＜サンバレーかかみ野＞入所　
モデル：小池　小夜子 様
衣　装：割烹着とニット帽
小　物：原木と椎茸
　　　　全農から表彰された盾
☆昔おこなっていた椎茸栽培の衣装を着てのランウェイ。
　きのこは岐阜県の特産品です。小池様のキノコは全農から表彰されたことがあり、そして宮内庁に献上されたこ
ともあったそうです。その時の様子も語ってもらいました。

　皆様衣装に着替えることで気持ちのスイッチがはいって、しっかりした足取りでランウェイを歩かれました。花道か
らの暖かい拍手や声援、ご利用者様とご家族のすてきな笑顔。とてもすてきな時間がおくれました。過去に何度もお
こなってきたファッションショーですが、これからも続けて多くのご利用者様に参加していただければと思います。

サンバレーかかみ野　文化祭実行委員一同

文化祭は笑顔祭り「サンバレーファッションショー」

　現在サンバレーかかみ野では、朝の１０時からと１３時半からの１日２回、
利用者様の元気な声が施設内に響きわたります。「今日は午前中に歌・体操
があります」「午後からの活動はピンポンがありますのでぜひ参加して下さ
いね」等の放送を行っています。
　放送担当者は自分で考えた最近のニュースの話題や季節感のある話など
をお伝えしています。始めたばかりの頃は皆さんとても緊張され、書いてあ
る原稿を読む事で精一杯でした。
　しかし最近では、マイクをご自分で持たれたり、家で放送する内容を考え
てきて下さったりと、自信をもって放送されています。
　放送が始まると他利用者様も耳を傾けられ、「今日は何の活動があるのか
な？」「今日のご飯は？」と話題になります。また放送担当者に「今日も○○さんの声がしっかり聞こえたよ、上手だっ
たね」等と声をかけられ、利用者様同士のコミュニケーションとしても良い機会となっています。
　１回の放送は１分程度と短いですが、利用者様からの元気な声が響きわたると館内の雰囲気も明るくなり活気が
でてきます。時には、途中でつまり横から職員の声が入ってしまった等、ついつい笑ってしまうアクシデントもありま
すが、利用者様も職員も楽しく放送クラブを継続する事ができています。
　役割づくりが生きがいづくりになっています。

デイケアセンターきらら　神谷 佐智子元気老人「放送クラブ」

ボランティアさんも大活躍!!

放送クラブの様子
きららご利用 白木様
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デイサービス Com.Do2

コミュニティプラザ
フェニックス DANKE祝1周年

　平成27年11月にオー
プンしてから1年がたちま
した。ご利用者様、地域の
皆様にささえられ1年を迎
えることができました。あり
がとうございます。
　さて、1周年を記念して
行なわれた秋祭りですが、
多くの皆様ご協力で無事終
えることができました。これ
からも地域に寄り添い皆様
と作る事業所として活動し
ていきたいと思います。

▲ご利用者様が作った力作揃いの作品は大盛況。
　どれにしようか迷っちゃう。
◀地域の子どもが舞った神楽。凜としていて神聖な空気に包まれました。

◀ボランティ
ア団体「グリー
ンベンチ合唱
団」のきれい
なハーモニー。

◀白熱のパフォーマンスを見せ
ていただいた「かかみがはら炎
舞連」の皆様。

◀スタッフが
綿まみれ。
人気の綿菓
子コーナー。

▲出張はばたきクラブで木の実
工作。一緒に作ったよ。

フェニックス介護ロボット導入！！「眠りSCAN」に注目
　昨年（平成２８年）３月に法人内施設で導入した非装着型睡眠計
「眠りSCAN（パラマウントベッド社製）」が最近注目を集めていま
す。介護ロボット導入の先進事例として、公益財団法人介護労働安
定センター愛知支部からの視察受け入れ、岐阜県主催研修での事
例発表、介護労働安定センター主催セミナーでの事例発表、１月に
は名古屋でも事例発表することになっています。
　介護ロボットといっても、話題になった「ロボットスーツHAL」のよ
うに介助者に装着してパワーアシストを行う機器ではありません。
この「眠りSCAN」はセンサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた「見守り支援機器」とされ、ベッ
ドマットの下に設置するだけのものです。スイッチをいれれば、就寝中の“睡眠と覚醒のリズム”（睡眠状態と睡
眠習慣）を測定し、睡眠、覚醒、起き上がり、離床状況を把握することができます。これは入所者様の睡眠習慣
の改善に役立てられるだけでなく、介助スタッフによる見守りを力強くサポートしてくれます。高齢化が進む
中、質の高い医療や介護のための優れた人工知能（ＡＩ）やロボット技術が日々開発されています。いつか介助
者を介さずとも本人の意思だけで自在に動いてくれる自立支援ロボットも夢じゃないのではないでしょうか。

綺麗な折り紙の飾り玉

　Com.Do2では、今年度「全ての人に居場所と出番を作る」を部署目標に、「なりたい自分、やりたいことの掘り出
し」をして、一人一人が活躍出来る場を作ろうと日々活動しています。
　その中でも、「活動と参加」を目標にした、大きなチャレンジがありました。
　『第1回Com.Do2杯争奪！激闘！！卓球大会！！』を開催しました。ご利用者の卓球大会をやりたいと言う声を聞き、
企画の段階からご利用者様と一緒に運営しました。デイフロアの真ん中に卓球台を置き、周りに客席を作り、大いに
盛り上がりました。
　この卓球大会を通し、ご利用者からは「次こそは勝ちたい！」「もっと上手くなりたい！」「私も卓球をやってみたい」
と、前向きな発言が続出しました。
　皆が役割を持ち、自分が必要とされていることを実感したり、現役時代のように活躍し
たり、誰かに頼りにされありがとうと言われる事で、心と身体が満たされ、デイから一歩
外へ出て、再び社会参加する勇気がもたれるのでは無いでしょうか？
　デイでの活動で自信をつけ、地域での活動の場に参加、または、支える側に回って活
動ができれば、私達の行なってきたチャレンジに意味があったのでは無いかと思います。
　ゆくゆくは介護保険からの卒業に繋がれば嬉しいです。

チャレンジ!!
～「活動と参加」「担い手・役割の創出」～

介護士　伊藤 京香
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フェニックス部活報告

　１１月２７日キウイマラソンに初参戦しました。
僕は、１０キロの部に参加し、練習の成果が実り、５３分４７秒でゴール！！マラソン部
３位という初出場ながらやってやった感いっぱいのマラソンになりました。
　当日は、雨で地面のコンディションもよくありませんでしたが、みんなで声を掛け
合い全員完走できたことが一番よかったです。
　フェニックス部活動の醍醐味と言えば「打ち上げ」です。
　冷え切った体をやすめ、板取り温泉と居酒屋によって帰りましたが、どこの店で食
べたものもおいしくて、普段の疲れも飛ぶくらいリフレッシュできました。
　あらためて部活動の楽しさと必要さを実感しました。
　次は３月５日の各務原シティマラソンです。体調を整え全力で走るので応援よろ
しくお願いいたします。

マラソン部 ほらどキウイマラソン フェニックス総合クリニック
理学療法士　村瀬 秀仁

　第６回 各務原市都市景観賞2016が
発表され、メディカルセンターフェニック
スが建築物部門で受賞しました。
　選考委員会からのコメントの一文に
「上品なベージュ系とグレー系の外壁
で、周囲の景観にもうまく溶け込んだ佇
まいとなっています。また、駐車場にも
樹木や芝生などが植栽されており、数年
後に地域の緑のオアシス的存在になる
ものと期待しています。」といただきま
した。景観だけでなく人との繋がりなど
様々な形で地域の皆様に寄り添って参
りたいと思います。これからもよろしく
お願いいたします。

メディカルセンターフェニックス景観賞受賞報 告

表彰状授与の様子 市長と一緒に記念撮影

男女共同参画フォーラム2016に
パネリストとして参加
　11月12日に開催された岐阜県主催の「男女共同参画フォーラム2016」にパ
ネリストとして参加してきました。
　基調講演を行った東京大学大学院の瀬地山角（せちやま かく）教授は、日本テ
レビ「世界一受けたい授業」で東大の人気講義No.1に選ばれたジェンダー論の研
究者です。10年間2人の子どもの保育園送迎を担い、今でも毎日の夕食づくりを
担当する氏は、子育て中はどうしても仕事のペースを落とさざるを得なく「それでノーベル賞を諦めた」と話し
て会場から笑いを誘いました。そして女性が出産育児後も働き続けることは本人にとって一億円の宝くじに当
たるのと同じだけの経済メリットがあるとして、その為にも男性側の働き方を変えるワークライフバランス推進
が重要だと訴えました。その後のパネルディスカッションで、私からはフェニックスでの取り組みをふまえ、スタ
ッフの80％を女性が占める医療介護の現場ではすでに女性が大活躍している現状を伝えました。その上で、
職場女性の多彩で高い能力は日々実感するところで、その力を組織で活かすためにもライフステージの変化
に合わせた働き方の選択肢を幅広く用意していきたいとの思いを発信してきました。

吉田　理法人本部
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フェニックス子育て支援フェニックス子育て支援

   働くママ
レポート

　フェニックスに2000年に入職し、現在２歳半になる男の子
を事業所内託児所「ショコラ」に預けながら特別養護老人ホー
ムＤＡＮＫＥで勤務をしています。
　子どもがお腹にいる時から、たくさんの方に助けてもらいました。体調が悪く欠
勤した時も、「無理しちゃダメだよ。」と声をかけてもらい「走っちゃダメ！」「重い物
を持っちゃダメ！」など時には厳しく？注意をしてくれました。
　産む前の不安もたくさんありましたが、先輩ママに相談し安心できたことを今
でも感謝しています。
　仕事に復帰する時は、子どもと離れることへの罪悪感、寂しさ、子どもが託児所
で慣れることができるか。仕事と子育ての両立への不安が大きくありました。でも復帰してみたらそんな
不安もなくなり、充実した毎日を送れていることに気づきました。
　子どもが体調を崩し早退や欠勤をしなといけない時、優しく「お大事にしてね」と声をかけてくれ、心配
事や愚痴を聞いてくれる仲間。子どもを丁寧にみてくれ、その様子を教え
てくれるショコラの先生。楽しそうにショコラに行き、いつの間にかお兄ち
ゃんをしている子ども。たくさんの人や環境に支えられて子育てができて
いると思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに仕事も育児も頑張り
たいと思います。

   働くママ
レポート

応援しています。
これからもがんばって

ください。

特別養護老人ホーム
ＤＡＮＫＥ
山田　真沙美

恭輔くん

管理栄養
士の

おすすめレ
シピ♪ お正月にはやはり雑煮！おもちが食べにくい方におすすめレシピ！！

やわらか長芋もちの雑煮

① 玉ねぎをすりおろし、パン粉を加えて混ぜる。
② ①に鶏ももひき肉、卵、おろし生姜、塩、こしょうを加え、粘りが出るまでよく混ぜる。
③ 湯を沸かし、②をスプーンで団子状にして落とし入れ、ゆでる。
④ 鶏団子が浮いて来たらしばらくゆで、ざるにあげる。       
       
⑤ 大根、人参を花形に抜いて下ゆでする。小松菜はゆでてから、水であら熱を取り、4cm程度に切る。
⑥ 長芋は皮をむいて、すりおろし、分量の水で溶いた白玉粉を加えて混ぜる。
⑦ ⑥を浅めの小鉢に半分入れ、ふんわりとラップをかけて、電子レンジで1分加熱する。もう半分も同様に加熱する。
⑧ ⑦をスプーンで食べやすい大きさに丸める。
⑨ だし汁に長芋もち、鶏団子2ヶと花形大根、人参を入れて煮る。塩、白醤油で味を調える。
⑩ ⑨に水溶き片栗粉でとろみをつけて、お椀に盛り付け、小松菜を添える。

☆長芋もちのタネを電子レンジで加熱する際、全体が少し半透明になり、固まったら蒸し上がりOK。 
☆鶏団子は作りやすい分量で紹介していますので、残りは冷凍保存しておくと便利。 

フェニックス総合クリニック
管理栄養士 安藤 理恵

＜材　料＞　2人分
●長芋もち
・長芋………………………110ｇ
・白玉粉 …………………… 10ｇ
・水……………………大さじ2杯
・大根…………………輪切り1枚
・人参…………………輪切り2枚
・小松菜………………………1本
・だし汁…………………2カップ
・塩 ………………………… 少々
・白醤油 …………………… 少々
・片栗粉 ………………小さじ1杯
・水 ……………………小さじ2杯

●鶏団子（約25ヶ分）
・鶏ももひき肉……………200ｇ
・玉ねぎ……………………中1ヶ
・パン粉（乾燥）…大さじ山盛り3杯
・卵……………………………1ヶ 
・おろし生姜 ……………… 少々
・塩…………………小さじ1/2杯
・こしょう ………………… 少々

鶏
団
子

長
芋
も
ち

〈
作
り
方
〉

ポイント



名電各務原

おがせ 羽場

至江南
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至犬山

R156

R21
各務原I.C

関I.C

アピタ

各務原蘇原那加
JR高山線

東
海
北
陸
自
動
車
道

東海中央
病院

おがせ池おがせ街道

岐阜C.C

市民公園

各務原C.C
N

私の部屋

ケアハウス
だんらん

三柿野

新那加

サンバレーかかみ野

Com.Do那加
交通のご案内

メディカルセンター・フェニックス
名鉄各務原線 おがせ駅 又は名電各務原駅より徒歩10分
JR高山線 各務原駅よりタクシーで5分

サンバレーかかみ野
東海北陸自動車道 関インターより車で10分
名鉄各務原線 三柿野駅よりバスで15分
JR高山線 蘇原駅よりタクシーで7分

フェニックス総合クリニック 

フェニックス在宅支援クリニック

リハトピア・フェニックス
（老人保健施設）

ハートピア・フェニックス
（老人保健施設）

フェニックスデイケアセンターA&S
（デイケア）

フェニックス在宅相談センター

地域包括支援センターかかみ野

サンバレーかかみ野
（老人保健施設）

デイケアセンターきらら
（デイケア）

事業所内託児所 それいゆ

ケアハウスだんらん
デイサービスCom.Do33
（デイサービス）

私の部屋
（グループホーム）

Com.Do那加
（リハビリデイサービス）

メゾンペイネ
（特別養護老人ホーム）（ショートステイ）

らぽら・ぽら
（小規模多機能サービス）

介護予防デイサービスCom.Do2

ひだまり
（グループホーム）

サニーテラス
（グループホーム）

事業所内託児所 ショコラ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス
メディカルフィットネスQ10

介護予防デイサービスCom.Do
（デイサービス）

ドクターズレストラン GA楽

コミュニティ・プラザ 

フェニックス DANKE
DANKE（暖家）
（特別養護老人ホーム）（ショートステイ）

Com.Do DANKE
（デイサービス）

デイサービスセンターすずらん
（認知症対応型デイサービス）

地域交流広場 DANKE

TEL（058）322-2000

…TEL（058）322-2100

…………TEL（058）322-2220

…………TEL（058）322-2221

TEL（058）322-2222

……TEL（058）385-2244

……TEL（058）384-8844

………TEL（058）370-7777

……………TEL（058）370-8875

…………TEL（080）7931-7823

………TEL（058）379-3377

…………TEL（058）379-3773

…………………………TEL（058）370-1200

…………………TEL（058）322-5757

………………………TEL（058）370-5225

………………………TEL（058）370-2800

…TEL（058）370-2800

………………………………TEL（058）370-8885

…………………………TEL（058）370-9915

…………TEL（090）9960-0177

………TEL（058）379-3388

……TEL（058）379-2022

………TEL（058）379-1818

………………………TEL（058）370-0070

…………………TEL（058）385-1155

…TEL（058）385-3033

……………TEL（058）385-1155

プラザ＆メゾン
地域密着型複合施設

メディカルセンター

ダンケ

さんさん

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

特定医療法人 社会福祉法人
岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番 岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

フェニックスグループ 検索 http://phoenix-g.jp

V
o
l. 5

この街の元気をつくりたい。トータルケアでしあわせを応援します。

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE
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