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さくら診報 
  For Others 

 

平成 23年 6月 1日 発行 第 90号 

 

 三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、被害にあわれた皆様やご遺族の

皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、お亡くなりになられた方々へ、ご冥福を

お祈り申し上げます。 

今月のさくら診報は、阿部クリニック内にある 

「高齢者相談センター 桜台支所」「桜台在宅介護支援センター」 

「桜台居宅介護支援事業所」、 

ミレニアム桜台にある「通所リハビリ」を紹介します。 

 

 

 

 

 

❤桜台在宅介護支援センターより『よりあいひろば』についてのお知らせ 

 今月は以下の通り行う予定です。 

  テーマ：『オレオレ詐欺に気をつけろ！！』 

  講 師：練馬警察署 生活安全課 防犯係 

  日 時：平成２３年６月１５日（水） 

 午後２時～３時 

  場 所：桜台地区区民館 

 

 

 

❤練馬区国民健康保険 特定健康診査について 

対象の方に『受診券などの書類』が送られてきます。受診する際には、それらの

書類とともに『保険証』を必ずお持ち下さるようお願いします。 

 

 ※保険証を忘れた場合、受診することができません。 

紹介 お知らせ 
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 阿部クリニックの 1階トイレの前の小さな部屋には実は３つの部署があります。 

今回は一つ一つそれらの役割を紹介したいと思います。 

 

まずは、「高齢者相談センター 桜台支所」

です。『介護保険ってどんなもの？』の説明

やその申請場所です。困ったことがあったと

きの一番初めの相談窓口です。介護保険には

適さないことでも他の行政のサービスや民

間のサービスも教えてくれる情報スポット

です。担当地域は、桜台、栄町ですが、他の

地域にお住まいの方でもその担当支所に連

絡しますのでご安心ください。  

 

次に「桜台在宅介護支援センター」ですが、地域の集会所で『よりあいひろば事業』

として体操や折紙教室などを年に１８回の予定で開催しています。いつ、どこで行う

かは阿部クリニックのトイレやミレニアム桜台掲示板にポスターが貼ってあります

し、またこの『さくら診報』の最初のページに記載されていますので、ご確認くださ

い。 

他には福祉用具の展示や貸出を行っています。車いすや車いすクッション、入浴のイ

ス、杖等、実は割とあるんです。気になるものがありましたら声をかけて下さい。 

また『見守り訪問事業』という事業もあり、一人暮らしで週１回は訪問してほしい方、

また訪問ボランティアをしたい方も募っています。 

 

最後に「桜台居宅介護支援事業所」ですが、ここは介護保険で認定がおりて、主に

要介護１以上の方のケアマネジャーとしてケアプランをたてているところです。 

 

何か、お困りごとがあるときは大きな相談窓口である高齢者相談センター桜台支所

（略して『桜台支所』）にお気軽にご相談下さい。 

 

事業所の連絡先は、次の通りとなっております。 

 「高齢者相談センター 桜台支所」 ＆ 「桜台在宅介護支援センター」 

    ０３－５９４６－２３１１ 

 「桜台居宅介護支援事業所」 

    ０３－５９４６－２３１２ 

高齢者相談センター 桜台支所 

桜台在宅介護支援センター 

桜台居宅介護支援事業所 便り 
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はじめまして！ミレニアム桜台の通所リハビリテーションです。 

今回よりさくら診報の記事を、年に数回ですが担当することになりました。まずは

初めてということで、この紙面をお借りしてご挨拶したいと思います。 

当通所リハビリは平成11年に開設して以来、月日が流れるのは早いもので、今年の

11月15日をもって12年目を迎えます。現在、祝日及び年末年始を除いた月曜日から土

曜日にサービスを行っております。1日の定員36名で、100名近くの方が登録されてい

ます。 

大変嬉しいことに、ご利用者様の中には開設以来ずっと通って下さっている方が沢

山いらっしゃいます。また、私たち職員の中にも経験豊富な理学療法士や看護師、介

護士やその他の専門職にもベテランが大勢います。 

これまでの地域の皆様のご支援ご協力に心から感謝申し上げますとともに、今後も

充実したリハビリを行い、より良い介護サービスが提供できますよう、職員一同頑張

ってまいりますので、今後ともよろしくお願い申しあげます。 

さて、紙面が残り少なくなりましたが、当通所リハビリの活動内容についてご紹介

したいと思います。 

今回は『手工芸』です。 

手作りがお好きな方、チャレンジしてみたい方は、ぜひミレニアム桜台へ！という

くらい、皆さん手工芸を楽しみに来所して下さっています。 

毎日、10時 30分から 11時 30分までの 1時間、皆さん本当に良く頑張っていらっ

しゃいます。開設12年目ともなると……さすがにネタも尽き果ててきておりますが、

マンネリ化しないように担当者たちが新しい作品を次々に考案し、企画しております。 

私たちの『手工芸』は、手指機能のリハビリだけが目的ではなく、ご利用者様同士

または職員も一緒になって作品を作ることでコミュニケーションを深め、さらに脳へ

刺激を与えて活性化することを大きな目的として行っています。 

 

※作品の一例です。 

 題名 『すずらん』 

 

 材料 段ボール・折紙（黄・ピンク・緑・ 

    黄緑・白）、ボンドなど 

 

  時間 普段は１か月を予定していますが、 

     この作品については、２か月かけて 

     作成して頂きました。 

ミレニアム桜台 通所リハ 便り 
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６月診療科目表 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 

1水 中村 中内(や) 中村  宮田 16木 阿古  土屋 中内(や)  

2木 阿古  土屋 中内(や)  17金 中内（や）（幹） 中村  岩田 

3金 中村 中内(幹) 中村  岩田 18土 中内(や) 石神    

4土 中内(や) 須藤    19日       

5日       20月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

6月 中村 中内(幹) 中村  岩田 21火 小島  高橋 大池  高橋 

7火 小島  廣田 大池  高橋 22水 中村 中内(や) 中村  宮田 

8水 中村 中内(や) 中村  宮田 23木 阿古  土屋 中内(や)  

9木 阿古  土屋 中内(や)  24金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

10金 中村 中内(幹) 中村  岩田 25土 中村  石神    

11土 中村  石神    26日       

12日       27月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

13月 中村 中内(幹) 中村  岩田 28火 秋下  高橋 大池  高橋 

14火 代診  高橋 大池  廣田 29水 中村 中内(や) 中村  宮田 

15水 代診 中内(や) 代診  宮田 30木 阿古  土屋 中村   

平成 23年 5 月 31日作成 

担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集後記】 

 インターネットで関東の梅雨入りの時期を調べると６月

８日との事です。大震災の影響で茨城の利根川の防波堤が

破壊され洪水の危険性があると報道されています。雨が降

らないと農家が困ってしまいますが、大雨にならない事を

祈ります。                    柄脇 尚人 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 


