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「持続可能な社会」とフェニックス
「GOZAREの杜」プロジェクト始動
We The 15が発信するメッセージ
フードプロデューサー

浅井シェフの「魔法のスープ」

新型コロナワクチン接種について

理事長インタビュー

「持続可能な社会」
と
フェニックス

フェニックス総合クリニック

（Q：聞き手

A:敏毅理事長）

こんにちは。今回のフェニックスコミュニケーションのテーマは「持
続可能」
ですが、
このテーマに決まった経緯を教えてください。
近年、持続可能な開発目標（SDGs）
という言葉をよく耳にしませ
んか？
よくメディアで取り上げられますよね。
SDGsとは、2015年に国連総会で決められた宣言です。貧困や不平
等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、私たちが直面する
グローバルな諸課題の解決を2030年までに解決を目指しています。
そのために以下のような17の目標を定めています。すべての人々
にとってよりよい、
より持続可能な未来を築くための青写真です。
フェニックスと何か関係があるのですか？
地球規模の課題を解決するという事は、私たち一人一人の人間
が、解決しようという意欲を持ち、行動を実践することが必要なの
です。当然フェニックスも含めたあらゆる企業が取り組まなけれ
ばなりません。
なるほど、
これからフェニックスはSDGsに取り組むんですね。
いや、実は以前からフェニックスはSDGsの精神で活動して来たん
です。
既に取り組んできたのですね。
そうです。以前に本誌でも、フェニックスは「三方よしの精神」で
「地域共生社会」を実現するグループとお話しました。
「三方よし」
とは、経営哲学のひとつで「商売において売り手と買い
手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売と
いえる」
という考え方です。
「地域共生社会」
とは、健常者と障がい
特定医療法人フェニックス
社会福祉法人フェニックス

者、子ども-若者-高齢者、性別、国籍の違いなどを乗り越え、一人一
人が活躍でき、
より一層結びついて一緒に生活していく社会です。

敏 毅

また支援の「支え手」
「受け手」は一方的に決まるものではなく、お

リハビリテーション科専門医
整形外科学会認定専門医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター

も障がいがあっても、おひとりおひとりが持っておられるチカラを

理事長

長 縄

互いに支え合っていく社会と言われています。たとえ高齢であって
最大限に生かし、少しでも長く仕事を続けられたり、自立した生活
が出来たりできるような仕組みと働きかけが必要です。
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たしかにSDGsと共通する考え方ですね。以前本誌でも
「フェニックス流

地域共生社会」
として

「ＧＯＺＡＲＥ（ゴザーレ）
プロジェクト」の話がありましたよね。
おっしゃる通りです。
「なんでもござれ」
という言葉がありますよね。
この「ござれ」から作ったダ
ジャレによる造語が「ＧＯＺＡＲＥ（ゴザーレ）」
です！
（笑）
この地域に地域共生社会を実現する事が、患者さま・ご利用者・ご家族・関係者の皆様、そしてフェ
ニックスグループで働く私たち自身の幸せ（三方よし）につながると信じています。
現在の進捗はいかがですか？
障がい者の方の就労を応援するVIVAローゼ（就労移行支援事業所・就労継続支援B型）
も登録頂
いている方が増えています。市外からも通っておられる方もいらっしゃいます。また、以前は障が
いのために介護保険をご利用だった方が職場復帰できるくらいに回復いただけたり、VIVAロー
ゼで製造販売している商品がお客様から好評をいただいたりしております。
また地元のボランティアグループの方々や学生の皆さんとコラボレーションし、地域共生社会を
実現するために私たちができる事を一緒に考えてもらっています。健康館の敷地で7月に開催し
たマルシェも好評でした。令和4年春には、共働き家庭を支援するため、
フェニックス総合クリニッ
ク南側用地の一角に各務原市地域型保育所「テテット」をオープンさせていただく予定です。その
後は新型コロナの感染状況を注視しながら、
フェニックス総合クリニック南側の敷地で「環境問題
や土作りの勉強会」や「植樹イベント」
も計画できたらと思っています。
一人ひとりの力を結集して
「持続可能な社会」
を身近なところから実現したいですね。本日はありが
とうございました。
ありがとうございました。
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地域共生社会を
目指して
フェニックス総合クリニック

副院長

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

現在当法人では地域共生社会を目指すプロジェクトを進めています。

（GOZAREプロジェクト）地域共生社会とは一般的に「住民一人ひとりの暮

GOZAREの杜

らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」
とされていますが、地域は

持続可能なものでなければなりません。地域の人々が安心して豊かに暮ら

していけるだけではなく、資源を大切にし、自然と共生していくことも大きな

課題であると私達は考えています。GOZAREプロジェクトでは住民や人間社会

だけでなく自然環境も含めた大きな枠組みで地域共生社会を捉え、持続可能な
街づくりを目指しています。

土作りから始める街づくり
「GOZAREの杜（仮称）」
プロジェクト

GOZAREプロジェクトでは、地域共生社会を目指す街づくりの拠点として
「GOZAREの杜

（仮称）」の建設を計画しています。
フェニックス総合クリニック南の隣接地に、多様性を包摂し

地域の方々が交流できる施設・広場です。人と自然は長い間共存してきましたが、人口増加ととも

に自然に手を加え、社会を築き、環境を人の暮らしやすいものに変えてきました。
そして今日、地球

規模でその影響が起きています。
このまま自然を減らし、人の生活だけを考えていては持続可能

な社会を築くことは困難で、
自然と共生できる道を探さなくてはなりません。
これから日本は人口
減少社会を迎えます。マイナスのイメージが強いですが、必要とする資源やインフラを減らし、整
理できるチャンスと捉え、我々の生活の余白を人工物で固めるのではなく、
自然に戻していく試み

をしたいと考えています。GOZAREの杜は新たに建設する建物ですが、余白部分を自然に戻すた

めの土作りを行います。人が固めた土を蘇らせ、水と空気を引き込み、土中の菌糸が育つ豊かな

土壌へと変えます。
（土中環境改善）そして、植樹を行い、苗木から生命の宿る杜に育てながら、そ
れに寄り添う形で建物や広場を作る計画です。建材は環境を考え、地元岐阜県産の木材を使う予
定です。2021年５月９日、
プロジェクトメンバーでもある久志公洋氏を講師にお迎えして第一回目の

土中環境改善ワークショップを行いました。第二回杜づくり・ワークショップを9月25日に行います。

メンバー全員が思いを共有し、
プロジェクトを進める第一歩です。
これから、地域の皆様とともに地

域共生社会を実現するためのまさに土壌づくりを始めます。そして来年春にはそれぞれの思いを

込めた苗木を植えていきます。
「この地域が未来へとつながっていけますように」
。小さな活動かも

しれませんが、
このメッセージが皆さんに届き、思いが共有できることを期待しています。

G
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GOZARE Projectの拠点となる
「GOZAREの杜」のプロモーションができました。

こちらからぜひ御覧ください。

フェニックス
総合クリニック

第二回
杜づくり・ワークショップの

お知らせ

【日時】9月26日㈰ 10：00〜12：00
【場所】メディカルセンター南
申込みはgozare.project@gmail.comまで

講師：久志 公洋 氏

お弁当の注文承っております。
「ゴザーレ弁当」
か
「うなぎ弁当」

1000円（事前申込み）

ゴザーレ弁当

小規模保育園

テテット
南外観

る
仲間につながながる
地域につ
る
未来につなが

施設種別 小規模保育事業A型
（各務原市の認可事業）
対
象 保護者全員が就労、就学、病気等で
保育サービスを必要とする方のお子さま
受入年齢 0歳〜2歳児
定
員 19名
開 所 日 月曜日から日曜日（休日保育有）
開所時間 7時30分から19時30分（最大）
利用申込 各務原市役所 子育て応援課
予 定 地 各務原市鵜沼各務原町6丁目63番、64番
お問合せ先

社会福祉法人フェニックス
TEL058-379-3588 担当：吉田
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「We The 15」
が発信するメッセージ
現在地球上の人口の15％、
つまり12億人が障がいの
ある人や障がいのある可能性のある人だと言われてい
ます。
“We The 15”は史上最大規模の人権運動を展開し、
障がい者に対する差別をなくすことを目的としたキャン
ペーンです。世界のランドマークが紫色にライトアップさ
れ、そのシンボルマークは10年を
かけて、障がい者に対する差別を
車いすテニス混合上下肢障がいダブルス３位決定戦を制し
なくし生活を変革していくなどの
銅メダルを獲得した諸石光照選手（左）
と菅野浩二選手（右）
＝有明テニスの森公園
力強いメッセージを発信していき
ます。
先日開催されたパラリンピック2020ではさまざまな障害を抱えながらも力強
く戦うアスリートの方々の姿に目頭が熱くなる場面も多く、
また勇気づけられま
した。その選手の一人、車いすテニス混合ダブルスで出場され銅メダルを獲得し
た諸石光照選手はここ各務原出身です。
こんなにも身近な方が世界の大舞台で
活躍されていることに大きな喜びを感じました。

陸上男子100メートル
（上肢障がいT47）
で5位入賞を果たした石田駆選手＝国立競技場

写真引用：岐阜新聞2021年9月7日より
（撮影・堀尚人）

就労移行支援 VIVAローゼから卒業生 がでました‼
まだまだやれるを信じて！
熊崎智彦さん

令和元年12月に開所したVIVAローゼで、
この度2名の卒業生がでましたのでご紹介します。

仕事のプレッシャーやストレスで40代半ば
に双極性障害を発症し、55歳にて希望退職。
以降なかなか改善の兆しが無く、
自宅に引きこ
もる毎日を送っていましたが、4年ほど前に妹
がいるアメリカに行ったことがきっかけで病状
も改善し、
フェニックス
での卓 球や麻 雀のボ
ランティアをしながら
VIVAローゼに通って
いらっしゃいました。
パ
ソコン、運動の指導な
ど様々な訓練を行い今
年2月よりフェニックス
での厨房の仕事が決
まりました。
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新福秀樹さん

４０代半ばで脳出血を発
症し、右半身麻痺と失語症
の後遺症が残りました。そ
の後は法人内のデイケアや
デイサービスを利用され、
ひたすらリハビリを行い日
常生活はすべて自立となり
ました。
そして
「クリーンス
タッフとして働く」
を目標
に面談を何度も重ねる
中、毎日の清掃の訓練
を通し今年６月より
法人内で採用され
ました。

障害をお持ちの方でこのような方
みなさんのまわりにいらっしゃいませんか？
PHOENIX DANKE内

仕事に行けなく
なってしまった

障がい者手帳を持っているが、
なかなか働くことが難しい

もう一度
社会復帰を目指したい

もしみなさんのまわりにこのような方がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せください。

就労移行支援

VIVAローゼ

就労継続支援B型

一般就労を目指すための訓練をする場所
です。これから・もう一度社会復帰を目
指したい方が毎日元気に活動中です。

VIVAローゼ

共に働く場所です。
障がいも年代も様々な方が、
毎日にぎやかに活動中です。

作業訓練

刺繍隊

雑貨製作

楽しい仲間達

デイサービスでの実習
就労訓練プログラム

楽しい
スタッフが

お待ちして
おります!!

就労移行支援 VIVAローゼ ／ 就労継続支援B型 VIVAローゼ

連絡先 ☎058-370-9700 携帯080-3254-6287 担当：山田
各務原市鵜沼羽場町3丁目33番地1 コミュニティープラザPHOENIX DANKE 2F
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私がフェニックスに来て数か月が経ちました。
いままでの料理人としての経験をここフェニックスの舞台で
出し尽くすことがわたしの新たな挑戦です。5月にリニューアル
オープンしたドクターズレストランＧＡ楽では、以前のメニューに
加え、気軽にフレンチを楽しんでいただけるメニューをいくつか
ラインナップしました。
ビーフシチューなど、お客さまより好評い
ただいており、私の励みになっています。

五感を刺激する
「魔法のスープ」

1969年、愛知県生まれ。
ニチエイ調理専門学校を卒業後19歳
より名古屋観光ホテルにて見習いを始
める。
レストランひらまつ
（南麻布）
ジュエル・ロブション
（パリ）
タイユヴァン・ロブション
（目黒）
レストランモナリザ
（恵比寿）
東京・フランスの一流店にて修行を重
ね、
フランス料理のエスプリを受け継ぐ。
2001年名古屋の老舗レストランに
シェフとして迎えられる。
フランス料理人16年を迎えた2004
年10月 イグレック アサイをオープン。

そして私はかねてから病院での食事をもっと充実したものにしていきたいと思っていました。
そう思い始めたきっかけは、数年前に父の看病をしていた時、病院で出される食事を見て大きな
ショックを受けたことでした。毎日出てくるソフト食は色が少しずつ変わっていくだけで、味はほぼ
変わらずおなかは膨れても心から満たされることがない。
そんな現状を目の当たりにして、せめて
病床の父に自分の手で作った料理を食べさせてあげたい、おいしい食事でこころから幸せを
感じてもらえたら、
と思ったのです。
現在フェニックス施設の厨房で、今まで私の培ってきた技術をもとにおいしいソフト食の開発を
始めています。手始めとしてスープから取り掛かるため、
だしの取り方からこだわっています。
スープ
はすべての方に対応できる万能な基本料理です。栄養満点で季節の野菜を使うことで季節感
を感じ、想像を掻き立てられることで五感をも刺激します。おいしいスープは時に人の命をも救う
魔力さえ秘めています。
今後もっとバリエーションを増やし、
いろいろな方に対応できる食のプロデュースをしていきたい
と思っています。
日々食べる方に心から満足いただける料理に思いをめぐらせることが私の料理
人としての大きな喜びです。

フレンチをベースにどんなご要望にもお応えしお料理を

出張
レストラン

提供いたします。
ご自宅でも、
ミーティングの場でもお出
かけいたしますのでお気軽に連絡くださいませ。
ドクターズレストランGA楽

お問い合せ
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☎058-379-1818

GA楽のメニューがリニューアルされました
お気軽に手の込んだフレンチを味わっていただけます

カニクリームコロッケ

ビーフシチュー

ブイヤベース

ハンバーグ

魔法のスープがつきます

5月に

リニューアルオープン
しました！

健康館 フェニックス

健康館 フェニックス

がらく

ドクターズレストラン GA楽

営業時間 8：00〜16：00
モーニング 8：00〜11：00 ランチ 11：30〜14：00
予約／可
駐車場／あり
☎058-379-1818
◆スタッフこだわりの味噌や醤油などスタッフ厳選の
食品等を販売しております

フェニックス総合クリニックのロビーでは

真空パック調理を販売しています

160円〜190円
優しい味の素朴なお惣菜をご用意しています。
主婦の大きな味方です！添加物等一切使用しておりませんの
で安心して食べていただけます。
9

最大級の災害医療体制で
新型コロナ第５波に備える！

〜その鍵は、徹底的な人流抑制（３密）
とワクチン接種〜
特定医療法人フェニックス

社会福祉法人フェニックス

会長

長縄 伸幸

生誕の地、鵜沼に1988年に開業して33年が

の女房の一言で盆休みは忍耐の休日になりまし

過ぎようとしていますが、私ども夫婦は、
お盆の３

た。今日の朝刊の１面は、“国内感染、初の２万人

日間は先祖の供養で１度も自宅を離れたことが

越え、重傷者数も最多の1478人”と新型コロナ

ありません。霊の
「迎え火と送り火、
その間、毎食

第５波の本格的到来を予想させる記事が、
さら

先祖の霊に御膳を供える」などが長縄家代々の

に、隣接する下段には、“県内警報級の大雨警戒”

長男の義務です。昨年までは16人分用意しまし

と大きな見出しで占拠されています。

たが、
配膳のスペースが狭くなり、
我々夫婦もいず
れ参加すると長男夫婦も困るからと、
女房の勝手
な理屈で今年から７つの御膳を上限としました。

新型コロナウイルスの本性を知る
小児時期の風邪ウイルスとして４種類のコロナ

「ご先祖様に、バイキング方式で和気あいあいと

ウイルスが以前から確認されていますが、最近、

食事を楽しんでもらおう」
と一人でご満悦です。

重症肺炎を起こす、
コウモリからのSARS-CoV

私は、久しぶりにのんびり迎える予定の盆休み

（中国）、
ラクダからのMERZ-CoV（中東）
の２種

でしたが、二日前に
「盆過ぎ早々にフェニックス

類が順次局在的に流行しました。
いずれも毒性

コミニケーションの原稿を頂戴ね」。編集責任者

が強く、WHOの的確な対応で広く蔓延すること
なく、短期間で消滅しています。従って、現在流行
中の新型コロナウイルス
（Covid-19）
は７番目の
コロナウイルスでコウモリより感染したと推定さ
れています。
その特性として
・主に、咽頭から気道（肺）
に感染しやすい。
・感染力が強く誰にでも
（年代幅広く）感染しや
すい。
・季節性がない
（どの季節でも流行る）。
・個人差が強い
（無症状から重症）。
・発熱などの症状が出る前（平均1.5日前）
から
他人に感染させる。
などの特徴を持っています。
ウイルスは、感染を繰り返す中で変異するのが
特徴ですが、新型コロナウイルスは感染力が強
く、世界中に伝播し、パンデミック
（大流行）
を引
き起こしています。
さらに、世界各地で生き残り
強靭化された各種の変異株が、次から次へと伝
播し世界を汚染しつづけています。
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こんな場面の感染リスクは︖

～感染しやすい場所・感染しにくい場所～
感染リスク

感染しやすい場所

場所・場面

3つの密（3密）
大きな声を出す場所
飲み会・ランチ会など

ジム
銭湯の更衣室

劇場
（前方）

屋外バーベキュー

混雑した店での
買い物

人との距離がとりやすい
換気がしやすい
感染しにくい場所

学校

病院

公共交通機関

現在のコロナウイルス対策の２原則は、
「ヒト
と人の交流を断つ、
ワクチン接種の徹底化」
「ヒトと人の交流を断つ」
主な感染経路は飛沫感染：患者の飛沫（ツバ）

屋外での運動

映画館

混雑していない店での買い物

・こんな場面に飛沫感染リスクは多くなる
（飲み
会・食事会・野外バーベキュー）
飲み会や食事会でマスクを取り大声でしゃべ
ると、
ツバによる飛沫感染が多くなる。

を鼻や口からなどから吸い込む、眼や顔の粘膜

従って、孤食・黙食・少人数によるマスク会食

に飛び付着して感染する飛沫感染が主で
（60％

（非アルコール）を原則とし、飲食を伴う狭い空

〜86％）、手指などの接触感染は、9〜32％、呼

間での人的交流は、換気が不十分で感染のリス

吸（息）
や咳による飛沫核を吸入する空気感染は

クが極めて高くなる
（二酸化炭素探知機で換気

5〜27％と極めて少ない。

の良悪を判断する時には十分注意すること、探

・飛沫感染対策には、全員が常にマスクするこ

知機は高価のため、最近外国製の偽探知機が多

と
（特に、
サージカルマスクが望ましい、
ウレタ
ンや布マスクは効果が乏しいので使用しない、
もしくは、
サージカルマスクと併用する）

くなっているから）。

「ワクチン接種の徹底化」
が最大の予防治療

・サージカルマスクにフェースガードの併用や

①ワクチン接種効果：現時点では、新型コロナウ

互いにマスクをつけて対人距離1.8mの社会

イルス感染による
「発症や重症化予防」
にはワクチ

的距離を取れば感染の可能性は極めて少な

ン投与が最も有効です。
2回目のワクチン投与後2

い
（０％リスク）。

週間経た時、重症化や感染予防効果は95％、死

・接触感染の危険性は多くない。従って、従来の

に至ることを防ぐ効果は99％であるといわれてい

石鹸による手洗いを少し回数を多く、丁寧に

ます
（現状のワクチンは２回接種するのが原則で

行うだけでも感染の機会は極めて少なくなる。

す。
1回目接種後は20〜50％の効果のみです）
。
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②ワクチン接種による副反応：ワクチンは、本物

第5波の特徴と医療現場の現状と今後

のウイルスによる感染前に、無害化されたウイル

・流行株の主流はデルタ株（インド株）
で感染力

スの情報を体内に事前に与え、本格的なウイル

が極めて高い：第4波のアルフア株（イギリス

ス
（外敵・異物）
との戦闘に備える体制（コロナウ

株）
より2倍の感染力がある
（水疱瘡ウイルス

イルスに対する抗体生成等）を個々の体内で整

と同等の感染力があり、1人の患者が8人以上

えさせる方法です。私どもにとって、今まで経験し

感染させるとも言われています）。

ていないもの、体内に取り込まれたことのない異

・急速に感染拡大し、発病後の重症化も早い。

物は、
すべて外敵であり、総力でこれと戦い抜き、

・感染は若い世代が主流：60才以上は13.4%

その戦果（情報）
は永久に体内に記録保存されて

で極めて少なく
（ワクチン接種終了者が90％

います。従って、無害化されたワクチンといえど

近いため？）、20歳から50才が78.4％
（20歳

も、私どもには経験していない異物であることに

代は30.9％と最大）
を占め、重症者も少なくな

変わりなく、
その生体反応の強弱は個々によって

いようです。

も多少異なります。

・注目される新たな問題、人知れず苦しむ“コロ

主な副反応と特徴
・注射部位の痛みや発赤
・筋肉や関節の痛み
・疲労感（けだるい）

ナ後遺症”：重症度の程度に関わらず、発症後
・頭痛
・発熱
・下痢

100日経ても治らぬ後遺症で悩んでいる人が
多くなっています。肺などの呼吸器障害があっ
た人は、急性期を経ても倦怠感・呼吸苦で、
さ

症状は接種後短期間で消退しますが、
その程度

らに、軽症者や無症状の方でも集中力低下・

や内容は人により千差万別です。
高齢者は極めて

臭覚味覚異常・記憶障害・うつ状態・不眠・脱

少なく、若年者にやや多いようです。特に2回目の

毛・精神不安（PTSD）
などの後遺症に長期間

接種後にその傾向が目立ちます。
ワクチンによる急

悩み、社会生活にもどれない人が多く出てい

激なアレルギー症状（アナフィラキシ−）
は、接種

ます。

後30分以内に発症し、
その頻度は100万人に5人
ほどですが、
適切な治療で全員回復しています。

・新型コロナウイルスはいずれ弱毒・常在化す
る：ウイルスは自分一人では生き残れませ
ん。宿主である生体（ヒト）に寄生し続ける毒
性の弱いウイルスが最終的な勝者です。新型
コロナウイルスも、今後季節性のインフルエン
ザウイルスと同様に姿を少しづつ変えて
（変異
株）毎年我々を悩ませるでしょう。
ワクチンも注
射だけでなく、経口剤や点鼻・吸入タイプに
なっているかもしれません。
すでに、多くの医療現場は最大級災害医療に
準じる臨戦体制下に入っている！
我々医療福祉関係者は今すべきことは誰でも
わかっている。
市民である皆様も今すべきことは理解してい
る。
あとは互いに役割を全力で果たすことが国民
の使命ですね！
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老人保健施設

サンバレーかかみ野
禍

コロナ

祭りで
盛り上がり
コロナ禍でご家族の方との直接面会もかなわない中、
サンバレーかかみ野内ではご利用者さまとスタッ
フがオリンピックに仮想花火大会にお祭りモードです。
東京オリンピックでのメダル獲得に盛り上がり、喜びを共にすることで気持
ちもひとつになっていました。外との接触が難しい状況ではあるものの、
ご利用
者さま同志の結束も強く、
ウィルスに負けない雰囲気が高まっています。

みんなでメダルを数え拍手喝采

フェニックス
総合クリニック

壁一面に飾った折り紙で作った花火のちぎり絵

歌って笑って盛り上がりました

新型コロナワクチン接種について

【個別接種】
フェニックス総合クリニックでの個別接種
現在予約を一時停止しておりますが、9月25日
（土）
より予約受付を再開します。
なお、接種は10月4日
（月）
より再開いたします。

ご家族のどなたかが診察券をお持ちであれば、診察券番号で予約が可能です。
接種日程

月曜日・火曜日・水曜日・土曜日
昼の部 12：00〜 ／ 夜の部 18：00〜

予約方法

１．
WEB予約

フェニックスグループ

検索

２．
電話予約（9:00〜21:00）☎050-8881-6085

ご予約は
こちらから

【各務原市集団接種】フェニックス総合クリニック内
開 催 日

毎週木曜日及び土曜日 14：00〜17：00

予約方法

１．WEBサイト
各務原市新型コロナワクチン接種予約システム
２．各務原市 新型コロナワクチン専用コールセンター
受付時間 平日 9：00〜19：00

☎058-215-8702

ご予約は
こちらから
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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。
地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
フェニックス総合クリニック

メゾンペイネ ………………………TEL（058）370-5225

TEL（058）322-2000

（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

フェニックス在宅支援クリニック …TEL（058）322-2100

らぽら・ぽら ………………………TEL（058）370-2800

（老人保健施設）

介護予防デイサービスCom.Do2 …TEL（058）370-2800

ハートピア・フェニックス …………TEL（058）322-2221

ひだまり………………………………TEL（058）370-8885

（老人保健施設）

（グループホーム）

フェニックスデイケアセンターA&S TEL（058）322-2222

サニーテラス…………………………TEL（058）370-9915
（グループホーム）

フェニックス在宅相談センター ……TEL（058）385-2244

事業所内託児所 ショコラ …………TEL（058）379-3588

地域包括支援センター フェニックスかかみ野 TEL（058）384-8844

Anti-Aging複合施設

サンバレーかかみ野 ………TEL（058）370-7777

健康館フェニックス

デイケアセンターきらら ……………TEL（058）370-8875

介護予防デイサービスCom.Do……TEL（058）379-2022

（老人保健施設）

メディカルフィットネスQ10 ………TEL（058）379-3388

（デイケア）

（デイサービス）

事業所内託児所 それいゆ ……………TEL（058）379-3588

ドクターズレストラン GA楽 ………TEL（058）379-1818

ケアハウスだんらん ………TEL（058）379-3377

コミュニティ・プラザ

ダンケ

フェニックス DANKE

さんさん

デイサービスCom.Do33 ………… TEL（058）379-3773
（デイサービス）

DANKE（暖家）………………………TEL（058）370-0070
（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

私の部屋…………………………TEL（058）370-1200
（グループホーム）

Com.Do DANKE …………………TEL（058）385-1155

Com.Do那加…………………TEL（058）322-5757

デイサービスセンターすずらん …TEL（058）385-3033

（デイサービス）

（リハビリデイサービス）

（認知症対応型デイサービス）

Com.Doパークサイドテラス …TEL（058）372-3535

地域交流広場 DANKE ……………TEL（058）385-1155

（介護予防デイサービス）

就労移行支援事業・就労継続支援B型事業所

VIVAローゼ …………………TEL（058）370-9700

関I.C
ケアハウス

各務原C.C

だんらん

サンバレーかかみ野

岐阜C.C

R156

おがせ街道
東海中央
病院

JR高山線

那加
新那加

各務原

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE

Com.Doパークサイドテラス

至犬山

R21
名電各務原
三柿野
至江南

関・江南線

東海北陸自動車道

N

私の部屋

蘇原
市民公園

Com.Do那加

各務原I.C

おがせ池

おがせ

メディカルセンター

アピタ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン

特定医療法人

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番

フェニックスグループ

羽場

検索

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

社会福祉法人

岐阜県各務原市須衛町1丁目132番

http://phoenix-g.jp

2021秋号

（デイケア）

Vol. 15

（小規模多機能サービス）

リハトピア・フェニックス …………TEL（058）322-2220

