
  

公式 Facebook・Twitter

もぜひご覧ください。 

ふろーれんす通信 

 入居者交流会報告 

 2021年度も続く新型コロナ

の流行。フローレンスガー

デンハイツは？ 

●「入居の流れ」「料金」「施設設備」「年間行事」については、 
ホームページをご覧ください。 

フローレンスガーデンハイツ 

「ワンストップ相談付き高齢者向け住宅フローレンスガーデンハイツ」 

安房地域医療センターにおいて様々な医療・福祉

相談に従事するソーシャルワーカーが入居者に寄

り添います。緊急連絡は 24時間対応です。 

家族のように、いつでもどんな相談でもお受けするワンストップ相談を展

開し、お一人でも不安なく寂しくない日々を過ごしていただく支援をいた

します。具体的には、転居に際しての家具や荷物の整理・引っ越しの相

談、食事や買い物などの生活相談、趣味、生きがいづくり、財産管理、 

終末期に向けた相談、独居困難となった場合の転帰先の相談等、ご本人の希望に沿って一緒に心配します。 

看護学校・安房医療福祉専門学校の学生寮の１階。 

医師や作業療法士が安全と快適を一緒に考えてリノベーションしたお部屋です。 

フローレンスガーデンハイツの２階以上は、当法人が設置・運営する看護学校「安

房医療福祉専門学校」の学生寮となっています。居室は、医師や作業療法士の

意見を取り入れながらリノベーションしました。担当の作業療法士（リハビリスタッ

フ）に身体のことや認知症などの精神的な不安、運動や生活の工夫等について相

談することもできます。また、ソーシャルワーカーや看護学生との交流会も開催し、お

一人暮らしでも、入居者同士や学生との交流を通して楽しいセカンドライフを送って

いただけます。 
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見学(要予約)や体験入居(有料)も

お受けしております。詳しくは、

安房地域総合相談センターまで

お問い合わせください。 

資料請求もお気軽にどうぞ。 

見学・体験入居 

随時受付中！ 
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七夕飾りに願いを込めて…世代間交流 
コロナ禍により 2020 年は交流会の開催ができませんでし

た。以前のような食事会ではない何か…今年こそは…と企画

したのが七夕飾りです。飾りはご入居者さまと学生がそれぞ

れ手作りし、笹は職員が用意しました。当日は、ご入居者さ

ま 5 名と学生 8 名が参加。感染予防対策をしながら、みんな

でわいわいおしゃべりしながら飾りつけをしました。ご入居

者さまからは「仲良くなれてよかった！」との声もきかれま

した。これをきっかけに、交流が深まることを願います。 

フローレンスガーデンハイツに関わる人々のおしゃべりコーナーです。 

今回は、新型コロナのことなど、最近のできごとについて振り返ります。 

2021 年度も続く新型コロナの流行。フローレンスガーデンハイツは 
 
 

? 

まずは、お問合せください。

パンフレットや体験入居案

内の郵送も承ります。 

お電話は 

0470‐25‐5030 

お問合せ・資料請求 

日時を予約いただき、相談

員がお部屋などをご案内い

たします。ご希望があれば、

体験入居（平日限定・有

料）も承ります。 

内覧・体験入居 

入居可能な健康状態・経

済状態にあるかを確認させ

ていただきます。30日以内

に入居判定会を行い、結

果をお知らせいたします。 

申込面接・審査 

最初の相談支援は、転居

に伴うお困りごとから始まり

ます。遠慮なくご相談くださ

い。ご契約時に入居金をお

支払いいただきます。 

相談支援・入居契約 

ご入居までの流れ 

コロナはなかなか終わらないね！今年もだなんて。でもマスク生活も慣れちゃったかな。ソーシャルワー

カーさんが訪問してくれるときも、時間やら換気やら、気を使ってくれてるんだよ。 

2 3 

入 居 者 

交     流 会 
安房地域にある小さなお寺の住

職。現在のフローレンスガーデンハ

イツ担当者の元上司でもあり、時

折ハイツを見守っている。 
まるじい 

趣味の一人旅やカメラをたのしむ

一人暮らしの女性。自由な暮ら

しを求めてフローレンスガーデンハ

イツに引っ越してきた。 
カズカズ 

最後は参加者みんなで記念撮影。※マスクは撮影時のみ任意で外しました 

安房地域は都会より感染が少ないけれど、コロナはまだまだ油断できないね。ハイツのご入居者さん

はみなさんお元気そうでよかったよ。でも、もしかしたらを考えて、できるだけ「感染しない」「感染させ

ない」対策をしているのでしょうね。 

。 

そうそう、注射なんか嫌いだけどさ、ワクチンも打ったね！そのときはありがとうね。ワクチンの書類も多く

てさ、どこで打ったらいいか悩んでいたら、ソーシャルワーカーさんが書類を一緒に確認してくれて、助か

ったよ！私は近くに家族がいないし、気軽に聞ける人がいるって安心感はあるね。 

 

フローレンスガーデンハイツ担当ソ

ーシャルワーカー。ご入居者には

孫キャラと思われているとかいない

とか。交流会では盛り上げ役。 
あわた 

はい。お顔を合わせておはなしすることも大事だと考え、原則として定期訪問はコロナ禍も継続して

います。ご入居者さまにもご理解とご協力をいただき、訪問時は、換気をしながら、ある程度の距

離を保ち、長時間にならないようにしています。もちろんお互いマスクをして会話をします。 

時には、医療センターの感染症専門医にもアドバイスを求めることもしています。 

コロナワクチン接種の時には、ご希望の方には予約・接種同行などの支援をいたしました。 七夕の交流会のあと、学生からの発案で学校の単位として

「学生ボランティア」を企画。ご入居者さまが参加できる

動作を考えながら、準備から当日まで学生がすべて行い、

寮生以外の学生も一緒に全 4 回開催しました。 

TOPICS 

↑植栽 しゃがめない方のために 

イスとテーブルを用意。 

 ↑手形アート みなさん素敵な

作品ができました。 

 

 

↑アロマキャンドル やけどに注意しながら作りました。 

 

 

↑シーグラス写真立て こだわりの作品づくり。 
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