
 

 

記録的な天候不順で春を迎えました。皆様には、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

 さて、皆様ご承知のようにローズガーデン倉敷は昨年 8 月、厚労省管轄の「住宅型有料老

人ホーム」の類型に属することとなり、12 月より株式会社 全仁会から医療法人 全仁会へと

運営母体が変わりました。それについて、述べさせて頂きます。 

 倉敷平成病院は、「救急から在宅まで、何時いかなる時にも対応します」との理念の下、 

救急部門を充実させる一方、「在宅を守る」思いを実現すべく、老人保健施設・ケアハウス・

訪問看護ステーション・ホームヘルプステーション等の在宅支援サービスを、併設やグルー

プ法人新設で整えてきました。 

 “もっと自由に”“もっと豊かに”・・・ローズガーデン倉敷構想が生まれ、60 才以降の

ゴールデンエイジを、元気な時も介護が必要になっても安心して住み続けられるには、当然

のこととして、医療との一体化が基本にありました。しかし、ローズガーデン倉敷開設の平

成 16 年当時の医療法の下では、医療法人は有料老人ホームを運営できませんでした（平成

19 年に医療法改正があり、運営可能となったのです）。    

 何としても在宅を守る、豊かな生活を保証するローズガーデン倉敷構想を実現させる目的

で、株式会社 全仁会を興し、高齢者向賃貸マンション、60 才からの食事つきマンションと

してローズガーデン倉敷の開設にいたりました。 

 平成 18 年に老人福祉法の改正により有料老人ホームの定義見直しがあり、また最近の事

件・事故の教訓から、厚労省は高齢者専用住まいを老人ホームとして登録する様方針転換し

ました。当ローズガーデン倉敷も岡山県との協議の下、昨年 8 月、 

住宅型有料老人ホームとして登録されました。その際、 

（社）全国有料老人ホーム協会 正会員にもなりました。 

この変革を機に当初の構想に沿い、医療法人 全仁会の 

運営へと移った次第です。 

運営母体が移行しようとも、設立目的・精神は 

不変ですので、皆様の生活に変わりはない 

ことを保証します。ローズガーデン倉敷で、 

皆様がＱＯＬを充実され、楽しくゆったり 

暮らされますことを祈念しています。  
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平成 22 年 4 月 30 日発行 

 

医療との一体化のもとに 

▲4 月お花見（岡山いこいの村にて） 
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≪年頭所感≫ 

 米国発チェンジで明けた昨年は、ローズガーデン倉敷にとっても正にチェンジの年でした。 

8 月、「高齢者向け賃貸マンション」（国交省管轄）から「住宅型有料老人ホーム」（厚労省管轄）

へと替わり、（社）全国有料老人ホーム協会に入会しました。因みに、中国地方では唯一の協会正

会員です。12 月、株式会社全仁会から医療法人全仁会の一施設へと、所属がチェンジしました。

これらの変更は、ローズガーデン倉敷に関係ある制度・法律の変更に起因したものであり、実際

の運営や理念、サービスが変わるものではありません。入居中の方への説明会でもそのように話

しました。 

 ご入居の皆様は百人百様の多彩な個人史・価値観をお持ちですので、「老人ホームじゃないから

入居したのに・・・」という方もおられました。全仁会グループの一員から、医療法人の一施設

となりどう変わりますか？との質問もありました。具体的には変化は無いです。それ位、病院で

の診療や全仁会グループの在宅支援サービス等、今までも最大限に良くして頂いてきました。開

設して5年半の間に、3名の方が居室でのターミナルケアを希望され、終末期を過ごされました。

病院の訪問診療・訪問看護・訪問介護・ケアマネジャーの連携・支援あってこそ叶えられたこと

でした。我々スタッフも見送ることができました。厚く御礼申し上げます。 

 「住宅型有料老人ホーム」に変更となっても今までと変わらず、豊かな自立生活の支援をし、

終のすみ家として充分に期待に応えられるようスタッフ一同、小さなチェンジを模索していく所

存です。本年も、一層の連携を宜しくお願い致します。 

                                       施設長  高尾 公子 

    

 
 

隔月１回、行われている運営懇談会も 29 回目となり、役員の皆様には、

お忙しい中ご参加頂き、誠に有難うございます。 

 

この度の運営懇談会では、“遺産相続”“遺言状”等の相談についてのご意見が出ました。この

ような法律にも関係するご相談に関して、ローズガーデン倉敷では、以前より全仁会グループの

顧問弁護士により対応しております。相談の内容も個々によって異なりますので、直接、弁護士

さんと個別にご相談頂く方が良いかと思われます。 

 

ご希望の方は、顧問弁護士との日程調整を行いますので、フロントまでお気軽にお申し出くだ

さい。場所はローズガーデン倉敷内にて、料金に関しては初回のご相談は無料ですが、さらに個

別に書類作成等依頼された場合には、その内容に応じて別途料金が掛かります。詳しいことはフ

ロントまでお尋ね下さい。 

  

尚、運営懇談会の議事録は 4 階カルチャールームにて閲覧できるようにしています。また、

コピーをご希望の場合、フロントにお申し出下さい。役員以外の皆様も、何かご意見等ありまし

たら各階役員の方へお申し出下さい。今後も、より良い施設運営を目指し、職員一同努力してま

いりますので、ご協力をお願い申し上げます。 

                          総務部長  猪原 徹 
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第 29 回 運営懇談会より 

 

「鬼手回春」平成 22 年 1 月号 より 

 

倉敷平成病院 

 院内報    

 



好評！春・秋の日帰りバス旅行 

今回は 5 月 12 日（水） 
「土佐・龍馬であい博と 

土佐料理満喫の旅」です 
 

 

 

ローズガーデン倉敷では、ご入居の皆様に、日々、

生き生きとした生活を送っていただけるよう、多彩な

イベント（誕生会・バス旅行・食事ツアー等）、クラブ

（太極拳・コーラス等）、カルチャー教室（民謡・お琴・

生け花等）を催しています。ご入居の方も増え、各イ

ベント・クラブ・教室への参加者も増えてきています。 

今回は、新しく立ち上げた陶芸教室をご紹介させて頂 

きます。 

 

今年から始めた陶芸教室は、月に１回、陶芸の先生（佐々木ご夫

妻）がローズガーデン倉敷に来て下さり、ご入居の皆様は先生から

のアドバイスもうけながら、土と格闘されています。形が出来上が

ると、先生がいったんそれを持ち帰り、窯で焼いて下さり、次回に

完成品を持って来られます。皆様、１ヶ月後にご自身の作品と対面

する時の期待と不安（？）は、陶芸教室ならではの楽しみとなって

います。 

 

 陶芸教室以外にも、今後も引き続き皆様のニーズに合うような新し

いクラブやカルチャー教室の発掘を行い、よりハリのある、楽しみの

多い生活を送って頂けるよう努力してまいります。 

 

生活相談員  平松 和晃 

 

 

 

 

＊平成 22 年度 医療法人全仁会 行事予定（セミナーも、一般の方の参加自由です）＊ 

≪第 20 回 看 護 セミナー≫      8 月 7日（土） テーマ「見える看護・介護の提供」 

≪第 21 回倉敷ジュニアフィル演奏会≫ 8 月 12 日（木） 

≪第 23 回 神 経 セミナー≫     10 月中 

≪第 45 回 の ぞ み の 会≫      11 月 7 日（日）  

 

「のぞみの会」は、倉敷平成病院を利用される全ての方々、地域住民の皆様とスタッフとの

交流の場、勉強や意見交換の場です。 

 

 毎年、ご入居の皆様にも多数ご参加頂いていますが、特に皆様か

らの素晴らしい作品を展示している“ギャラリーのぞみ”では、ロ

ーズガーデン倉敷のコーナーもあり、日々の皆様の制作活動の発表

の場ともなっております。今年で 45 回目を迎えるのぞみの会、皆

様ぜひご参加下さい。 

  看護部長  多田 登代美                                                                     

 

医療法人全仁会 行事のご案内 
恒例となったローズガーデン倉敷・ドリームガーデン倉敷合同の

日帰り旅行。入居の方たちと職員・ボランティア総勢で毎回 40

名近くが大型バスに乗り込み、楽しい思い出の 1ページを作りま

した。 

春（H20.5.9）は香川讃岐路編ということで、「中野うどん学校」

でうどん作りを体験。ユニークな先生の指示の下で、コシの強い

うどんが出来上がり、皆さん手土産として自宅へ持ち帰られまし

た。 

秋（H20.11．7）は一路神戸へ。豪華客船「ルミナス神戸Ⅱ」

に乗船し、澄みきった青い空と海を見ながらのフルコース。 

また、明石海峡大橋を見上げながらクルージングを満喫。 

心身ともにリフレッシュするには旅が一番です。 

今年の春の旅行はまもなく‥。5 月 14 日に「愛媛しまなみ海道

と道後．砥部焼絵付け体験」の旅に行って来ます。 

皆様、是非楽しい想い出づくりの旅に参加してみませんか。 

 

 

 

楽しく暮らすメニュー その４ 
恒例となったローズガーデン倉敷・ドリームガーデン倉敷合

同の日帰り旅行。入居の方たちと職員・ボランティア総勢で

毎回 40名近くが大型バスに乗り込み、楽しい思い出の 1ペ

ージを作りました。 

春（H20.5.9）は香川讃岐路編ということで、「中野うどん

学校」でうどん作りを体験。ユニークな先生の指示の下で、

コシの強いうどんが出来上がり、皆さん手土産として自宅へ

持ち帰られました。 

秋（H20.11．7）は一路神戸へ。豪華客船「ルミナス神戸

Ⅱ」に乗船し、澄みきった青い空と海を見ながらのフルコー

ス。 

また、明石海峡大橋を見上げながらクルージングを満喫。 

心身ともにリフレッシュするには旅が一番です。 

今年の春の旅行はまもなく‥。5月 14 日に「愛媛しまなみ

海道と道後．砥部焼絵付け体験」の旅に行って来ます。 

皆様、是非楽しい想い出づくりの旅に参加してみませんか。 
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〝 ハートランド倉敷 〟 

5 月 2 日(金)～4 日(日) 

2 日は、午後７時３０分から美観地区でのキャンドル点灯式に 

て開幕します。倉敷川河畔がライトアップされ、竹取物語川舟 

流しと篠笛演奏が行われ、夜の幻想的な美観地区を演出します。 

3 日は、午前 11 時から午後 1 時までＪＲ倉敷駅前から美観地 

区入口までの倉敷中央通りを歩行者天国とし、マーチングバンド等約 1,300 人の華やかな

市中パレードが行われます。美観地区においては、瀬戸の花嫁川舟流し・倉敷天領太鼓川

舟流し・竹取物語川舟流しが催され、倉敷アイビースクエアでは、アルプホルンや二胡の

演奏・倉敷天領太鼓の演武などが、また、倉敷物語館では、曲独楽・民謡（下津井節）・く

らしき作陽大学による演奏などが予定されています。 

4 日は、美観地区で、瀬戸の花嫁川舟流し・茶屋町鬼太鼓川舟流しが催され、倉敷アイビ

ースクエアでは、カウントハードジャズオーケストラの演奏などが、また、倉敷物語館で

は、がまの油売り実演・くらしき作陽大学による演奏なども予定されています。3 日、4

日を通して商店街内にあるビオス憩いの広場では、昭和の遊び体験ゾーンが出現し、一昔

前の異空間に誘ってくれることでしょう。 

＊ローズガーデン倉敷から徒歩５～15 分の距離ですので、ごゆっくりお楽しみください。 

 

 

倉敷美観地区周辺の催し物のご案内 
 

 

(恒例のかぐや姫も‥) 

 

新人職員の紹介＆復帰ごあいさつ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめまして。ご入居の皆様との関わりを大切にしながら頑張る

所存でございます。より多くの方々にローズガーデン倉敷の素晴

らしさを紹介し、ご入居頂けるよう努力していきたいと思います。

ご支援、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

この度、倉敷平成病院栄養科より異動となり、ローズガーデン倉

敷の一員となりました。皆様にご満足いただけるお食事の提供を

目指して頑張ります。これから、どうぞ宜しくお願いします。 

還暦の年に病気が判明し、療養初体験しました。1 年間休職させ

て頂きましたが、5 月から復帰します。どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

第三期入居受付中。 

入居者 100 名を超えました。

最終の入居募集を行いますの

で、知人の方のご紹介をよろし

くお願いいたします。 

営業部長 大嶋 実 

 

管理栄養士 栗栖 こずえ 

 

施設長 高尾 公子 

 

  発行  医療法人 全仁会 高尾武男 

 


