
ソフィア通信ソフィア通信
Komatsu  Sophia  Hospital   PR Brochure

〒923－0861
小松市沖町478番地

小松ソフィア病院

〒923-0861 
石川県小松市沖町478番地
ＴＥＬ:（0761）22-0751

〒921-8035 
石川県金沢市泉が丘2丁目14番1号 
ＴＥＬ :（076）255-7124

〒921-8035 
石川県金沢市泉が丘2丁目14番1号 
ＴＥＬ：（076）255-7712

〒923-0861 
石川県小松市沖町478番地
ＴＥＬ:（0761）22-2737

ソフィア
居宅介護支援事業所

ソフィアテラス
街の保健室

〒923-8565
石川県小松市清六町315番地 
イオンモール新小松2階
ＴＥＬ：（0761）46-5382　 

ソフィアフィットネス
フィットネス型デイサービス

〒923-0801
石川県小松市園町ニ71番地1
ＴＥＬ：（0761）46-6166

はなはな
訪問看護ステーション

〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）48-8666

ソフィアことぶき
小規模多機能ステーション

〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）25-3501

愛 康 会
医療法人社団

表

 
Vol,322020年

介護福祉士お仕事
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病院のお仕事
No.3

care worker

　介護福祉士とは、1987年に制定された「社会福祉士及び介
護福祉士法」によって定められた国家資格です。介護福祉士は
専門知識と技術をもって、身体上・精神上のケアに努め、介護
に関する教育・指導などの役割を担います。昨今、介護利用者
様の自立支援を目標においた介護の実践、又医師や看護師と
の連携が求められる現在、介護福祉士の資格の重要性は益々
高まりを求められてきています。
 業務内容も身の回りのお世話をする介護から、高齢者や障がい
者等の生き方や生活全体に関わる事へ大きく変革をもたらして
います。

　現在はソフィアフィットネスで「生活相談員」として利
用者様が安全に過ごせるよう担当のケアマネージャー
様やご家族様と連携し、新規問い合わせや体験利用の
日程調整など行っています。また何かお困りごとなどあり
ましたら生活相談員までお声かけ頂ければ幸いです。

　私はこの資格を取得して7年が経ち、人が大好きで努力して取得した資格です。
　最近では自分自身の行動の振り返りをする事もでき、又、利用者様に満足頂けているのか等考える事も多くあ
ります。ただ日々の業務上で自分自身心得ていることは、サービス利用者様やその家族様と接する仕事です
ので、介護の知識・技術だけでなくコミュニケーションスキルも大切にしています。
　身体上の介護では、その方の持っている残存機能を失うことのないよう自分自身でできる所は自分で、出来な
い所のお手伝いをさせて頂く・・という事を常に考えています。
　また、お一人おひとりに尊厳をもって声掛け、笑顔で接すること、相手の方に寄り添い思いやりをもって介護の
仕事に就けることは自分の喜びであり、利用者様の方々から人生の色々な教えを受け、人として大きく成長する
ことができたように感じます。

ソフィアフィットネス　生活相談員
八木  由紀

「身の回りの介護」 から、 「生き方や生活全体に関わる事」 への変革

ソフィアフィットネスで生活相談員をしています八木由紀と申します。
生活指導員という役割を全うする上で、介護福祉士という資格が必要になります。

【セルフメンタルケア】

ソフィアフィットネスご紹介特　集
1

特　集
2

【病院のお仕事】介護福祉士さんのお仕事特　集
3

ソフィアことぶきでも
介護福祉士が
活躍中です！

免疫力を高めてコロナ・インフルエンザを撃退！



内側

　移転後は以前よりも広いフロアになり、お一人お一人のお
気持ちに寄り添い相談しやすい環境づくりに努めております。
　看護師、理学療法士、介護福祉士、介護士など多職種が協
力し、ご利用者様のご希望や身体機能に応じた運動プログラ
ムを作成いたします。また、集中してトレーニングに取り組め
るので、家事や趣味の時間に支障なくご利用いただける利便
性も特徴です。
　現在は男女比１：２、平均年齢は83歳、47名のご利用者
様が、住み慣れた地域(ご家庭)での生活を継続できるよう
体力・筋力の維持向上トレーニングや引きこもり予防、他者
との交流の場としてご利用いただいております。
　私達は地域密着型通所介護事業所の職員として目的の一
つでもある園町町内会行事に参加し、地域の皆様との交流を
持ち、少しでも皆様のお役に立ち、お困りのことがあればご利
用頂ければと思います。
　現在、新型コロナウイルス感染症禍で私達は緊張の中で
業務を行ってきました。職員及びご利用者様の、日々検温と
記録、全員のうがい・手洗い・マスクの着用と定時の換気、
施設・トレーニングマシン・送迎車両の消毒を継続しており
ます。又、インフルエンザ感染症の流行期の時期であり、今
まで以上に全てにおいて皆様をお守りしていきたいと思っ
ております。
　また、常に職員は法人本部が行っている感染症予防教育を
受け研鑚を高めています。
　地域のケアマネージャーの方々とは情報を交換し、ご利
用者様の変化やご要望を受けてマネジメントをして頂いて
います。日々のご協力に感謝申し上げます。
　平日、見学や体験も受け付けておりますので、お気軽にご相
談くださいませ。

ソフィアフィットネス
移転から3ヶ月経ち

まし
た！ フィットネス型デイサービス

  施設
長　南 真由美

月 火 水 木 金
9:00～12:10

13:30～16:40

● ● ● ● ●
● ● ●

通所介護ご利用日時（定員10名）

はつらつシニアご利用日時（定員15名）
月 火 水 木 金

9:00～12:10

13:30～16:40
13:30～15:00

15:20～16:50

●

●
●

●
●

● ● ● ●
● ● ●

（90分）

（90分）

・土日は定休日です。 祝日は営業しております。
・１枠の定員数が決まっております。空き状況については
 ご連絡ください。

〒923-0801
石川県小松市園町ニ71番地１

（0761）46-6166
(0761)46-6222FAX

定休日：土曜日、日曜日

はつらつシニアとは

年齢や心身の状態を考えて自立支援を進め、
リハビリを中心とした介護予防の機能強化を
図ります。

私はソフィアフィットネスの施設長をしております南でございます。
地域密着型通所介護事業所ソフィアフィットネスは平成２９年９月に新規に開設され３年目の
今年８月、これまで以上に安心・安全なデイサービスを求め、又、地域の皆様との深い繋がりを
目指して、現在の園町ニの71-1番地に移転いたしました。

アロマテラピー

　当法人、加登理事長が、西洋医学に勝る物はないが、西洋医学だけでもダメ！西洋医学を助ける医療こそ、存在価値
がある！と仰いました。ソフィア病院の前身の加登病院では、カウンセラーとして、セラピストとして、アロマテラピーやリ
フレクソロジー、アーユルヴェーダーを取り入れ、患者さんのサポートをさせて頂き、それから・・・２５年の月日が流れま
したが、まだまだ、広がりは狭いのが現実です。
　しかし、日本におきましても、補完代替医療、特にアロマテラピーは、心身にとても良い効果をもたらしてくれるという
事は知られてきました。癌患者さんのサポートには、画期的な力を与えてくれています。そして、世界各国、広まり方がす
べて違うのも現実です。また、日本国内では、正しい活用がされていないのは、否めないのが現実です。
　今後も、継続的に、アロマテラピーの本髄やヨーロッパの情報、臨床症例をお届けします。

文責：服部 香里（Hattori  Kaori）

免疫力を高めてコロナ・インフルエンザを撃退！
コロナ禍の中、見えない脅威に打ち勝つ天然ハーブの防御力

　先日も、ある患者さんが不調を訴えられ来院、診察、検
査の結果、特に、問題もなかった為、お薬は希望されず診
察は終了。
セラピーの出番！
　カウンセリングをさせて頂き、ユーカリプタス、ティート
リー、パルマローザ、ペパーミント、ラヴェンジンの効果効
用をお話し、１日２-３回、胸と喉に塗布するジェルクリー
ムをご自身で作ってお持ち帰り頂きました。また、お部屋
の中で使用する、空気清浄効果が期待出来る、精油との
ダブル使用をお勧めしました。

　アロマテラピーエッセンシャルオイルは、風邪のひき始めや、免疫力強
化には、非常に有効に活躍してくれます。 
　特に、ユーカリプタス、ユーカリグロブルスには、免疫力や、人間本来誰
でも持ち合わせている自然治癒力を高める効果が期待でき、エキナセア
は、キク科の植物で、４００年以上も前から、先住民の健康管理として重
宝がられていました。
　特に、植物療法先進国ドイツでは、不調や違和感を覚えた時は、ハーブ
ティーとして気軽に活用されています。
　これらは脅威を寄せ付けない、最強のハーブとして有効に活用されて
おります。

　その後、すっかり改善されました！と嬉しいお電話・・・コロナ禍の中、見えない脅威に対して、免疫力を高め、ご自身
やご家族のお体を守り、予防する事が大切です。ぜひ、ご活用ください。

◆アンチウイルス精油（芳香用）
　　ユーカリプタス・ペパーミント・ラヴェンジン等菌を寄せ付けない芳香用　オリジナルブレンド精油
◆アンチウイルス精油（塗布用キット）
　　免疫力を強化し、ウイルスを寄せ付けない効果が期待できる精油キット
◆エキナセアハーブティー

●ソフィアテラス● 小松市清六町315番地  イオンモール新小松 ２階　（TEL : 0761-46-5382）

ソフィアテラスにて１１月中旬より販売中

個別のリハビリや、
マシーントレーニングなどの
運動を安全に行えるように
お手伝いいたします。

個別のリハビリや、
マシーントレーニングなどの
運動を安全に行えるように
お手伝いいたします。
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〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）25-3501

愛 康 会
医療法人社団
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介護福祉士お仕事
さんの

病院のお仕事
No.3

care worker

　介護福祉士とは、1987年に制定された「社会福祉士及び介
護福祉士法」によって定められた国家資格です。介護福祉士は
専門知識と技術をもって、身体上・精神上のケアに努め、介護
に関する教育・指導などの役割を担います。昨今、介護利用者
様の自立支援を目標においた介護の実践、又医師や看護師と
の連携が求められる現在、介護福祉士の資格の重要性は益々
高まりを求められてきています。
 業務内容も身の回りのお世話をする介護から、高齢者や障がい
者等の生き方や生活全体に関わる事へ大きく変革をもたらして
います。

　現在はソフィアフィットネスで「生活相談員」として利
用者様が安全に過ごせるよう担当のケアマネージャー
様やご家族様と連携し、新規問い合わせや体験利用の
日程調整など行っています。また何かお困りごとなどあり
ましたら生活相談員までお声かけ頂ければ幸いです。

　私はこの資格を取得して7年が経ち、人が大好きで努力して取得した資格です。
　最近では自分自身の行動の振り返りをする事もでき、又、利用者様に満足頂けているのか等考える事も多くあ
ります。ただ日々の業務上で自分自身心得ていることは、サービス利用者様やその家族様と接する仕事です
ので、介護の知識・技術だけでなくコミュニケーションスキルも大切にしています。
　身体上の介護では、その方の持っている残存機能を失うことのないよう自分自身でできる所は自分で、出来な
い所のお手伝いをさせて頂く・・という事を常に考えています。
　また、お一人おひとりに尊厳をもって声掛け、笑顔で接すること、相手の方に寄り添い思いやりをもって介護の
仕事に就けることは自分の喜びであり、利用者様の方々から人生の色々な教えを受け、人として大きく成長する
ことができたように感じます。

ソフィアフィットネス　生活相談員
八木  由紀

「身の回りの介護」 から、 「生き方や生活全体に関わる事」 への変革

ソフィアフィットネスで生活相談員をしています八木由紀と申します。
生活指導員という役割を全うする上で、介護福祉士という資格が必要になります。

【セルフメンタルケア】

ソフィアフィットネスご紹介特　集
1

特　集
2

【病院のお仕事】介護福祉士さんのお仕事特　集
3

ソフィアことぶきでも
介護福祉士が
活躍中です！

免疫力を高めてコロナ・インフルエンザを撃退！
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