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サービスの御見積を作成します。

(有)ネステージ
生活サポート事業所

④ 御見積

み棟
●地下鉄・国際会館駅へは 京都バス 24 系統(徒歩 30 分)

等を打ち合わせます。

（1F） 事業本部・総務人事部
ホームヘルパー養成校
（2F） ケアプラン事業所北山
相談支援事業所北山

スタッフがお宅に訪問し、サービス内容、料金

岩倉児童公園

③ 訪問・打ち合わせ

●叡山電車・岩倉駅へは 京都バス 21・24 系統(徒歩 20 分)

合わせの予定を決めます。

城守保養所資料館

お電話で、ご依頼内容などをお聞きし、打ち

岩倉具視幽棲旧宅

② お問合せ・ご相談

実相院

① まず最初に
ネステージへ直接お電話か、地域包括支援
センター（高齢サポート）、ケアマネさん、ケー
スワーカーさんなどにご相談ください。

●京阪電車・出町柳駅へは 京都バス 21 系統

【サービス開始までの流れ】

京都バス 岩倉実相院バス停

ネステージは左京区・北区を中心に、生活にお困りの方
のお手伝いをする会社です。
掃除・洗濯などの生活援助、買い物や通院の付添・お散
歩などの移動援助、庭木剪定や障子の張替えなどの軽作
業や大型ごみの処分などの保険外サービスと総合事業の
訪問型ヘルプサービスをご提供し、幅広い世代の方の生
活をサポートしています。
どんな事でも、お気軽にご相談ください。

●阪急電車・河原町駅へは 京都バス 21 系統

はじめまして！ ネステージです。

●JR 京都駅へは 地下鉄・国際会館駅 烏丸線

(有)ネステージからのお報せ

手続き完了後、サービスを開始します。
詳細は、ホームページをご覧ください。

http://nestage.jp/
この記事に関するお問い合わせは
（有）ネステージ TEL 075(707)1390
有限会社ネステージは、京都市左京区岩倉地域を中心に、総合事業の
「支え合い型ヘルプサービス」と保険外サービスの「生活サポート」を提供
し、地域の皆様の暮らしを支え、QOL(生活の質)の向上をお手伝いする医
療法人三幸会の関連会社です。 お気軽にご相談ください。

● 精神科医療に関する各種ご相談
「三幸会医療相談窓口」
075(706)5850 （24 時間対応）
● 高齢者介護（介護保険）に関するご相談
「ケアプラン事業所北山」
075(724)9117 （平日 8:50～17:00）
● 老人保健施設（紫雲苑）に関するご相談
075(724)1188 （平日 8:50～17:00）

ウィズ三幸会

「石座(いわくら)神社本殿」
石座明神は、西暦 971 年に大雲寺建立の際に鎮守社とし
て上蔵町に勧請され、西暦 997 年に八所大明神、さらに四
神を加えた十二所大明神が勧請され、この鎮守社は「八
所・十二所明神社」と呼ばれ、岩倉の産土神として千有余
年尊崇されています。明治以降に上蔵町の八所・十二所明
神社は「石座神社」と改称し、西河原町の石座神社は「山
住神社」
（石座神社の御旅所）となりました。毎年、10 月
23 日に近い土曜日に行われる石座神社の例大祭は火祭り
とも呼ばれ、松明行事、神輿巡行、岩倉踊りの奉納などで
有名です。
目

⑤ サービス開始
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三 幸 会 理 念
1．話をよく聴き、語り合い、ともに歩みます。
2．あたたかい医療、介護を目指します。
3．患者様、ご利用者様ならびにそのご家族、地域の
皆様、われわれ医療人の幸せを目指します。
医療法人三幸会 理事長 城守 国斗

北山病院からのお報せ

第二北山病院からのお報せ

平成 30 年度 第 1 回ケアアシスタント研修会開催

第二北山病院院長 就任のご挨拶

北山病院は、自らの心身の健やかさを基盤として看護
を提供する看護職員が、その能力を維持し、より質の高い
業務を行うために、健康の保持増進に努めることができる
よう、当院で勤務する看護職員の負担の軽減及び処遇の
改善に資するための基本計画を策定しています。
その活動の一環として、ケアアシスタント（看護補助者）
の資質の向上を目的とした研修会を開催しました。
【研修会の内容】
①医療制度の概要の理解
②病院の機能と組織の理解
③ケアアシスタントの役割と責務
④倫理・接遇を含む基本姿勢と態度
⑤業務の範囲
⑥個人情報保護と守秘義務
⑦業務遂行に必要な具体的な知識・技術（動画使用）

平成 30 年度 紫雲苑ふれあいまつり開催
今年も恒例の『紫雲苑ふれあいまつり』を開催致しま
す。

みなさま、はじめまして。
本年 4 月より、第二北山病
院で勤務させて頂いておりま
す土田英人（つちだひでと）と
申します。また、この度 7 月 1
日付、当院の院長に就任さ
せて頂きましたので、今後と
も、ご協力・ご指導・ご鞭撻賜
ります様、宜しくお願い申し上
げます。

紫雲苑からのお報せ

平成 30 年 8 月 4 日（土）
11 時 00 分～13 時 30 分

院長 土田 英人

昨年は地域の皆様による「子供太鼓やコーラス、フラダ
ンス、踊り」を披露頂き、最後はご利用者・ご家族・地域の
皆様・職員で盆踊りを踊り楽しい会となりました。

はじめまして、と申しましても、この地は、私にとりまして
非常に懐かしい場所でありまして…遥か 20 年程前の研修
医・修練医時代に、非常勤医として当直をさせて頂いてい
た日々が、昨日のように思い起されます。
その後、京都府立医科大学・その他で臨床を重ねてま
いりましたが、5 年前より、京都府精神保健福祉総合センタ
ーでの勤務となり、臨床から少し距離を置いた状況となっ
ておりました。
この 4 月以降、状況が一転。当院で主治医として外来・
入院と慌ただしくも、充実した毎日を送っています。ワーク
ライフバランスが問われる昨今、心身ともにリフレッシュを
図るべく、オフの日にはなるべく体を動かし、このところ安
定して右肩上がりの体重を減らすべく努力を行っておりま
すが、代謝も悪くなってきており、こちらのほうは、ままなら
ない状況が続いております。
それはさておき、再びこの地「岩倉」に戻って参り、また、
院長として重責に身の引き締まる思いではございますが、
当院が少しでも地域の皆様にお役にたてる様、地に足の
ついた診療を行うべく、気持ちを新たに取り組んでまいりた
いと思いますので、今後とも、宜しくお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせは
北山病院 TEL 075(791)1177

この記事に関するお問い合わせは
第二北山病院 TEL 075(791)2137

画像は昨年度
のものです。

今年度の催しは現在企画中ですが、地域より岩倉女
性会様・村松児童館様がお越し頂く予定となっておりま
す。
この記事に関するお問い合わせは
介護老人保健施設 紫雲苑 TEL 075(724)1188

