
公式 Facebook・Twitterも

ぜひご覧ください。 

ふろーれんす通信 

 新入生歓迎会報告 

 フローレンスガーデンハイツ

の見守り・緊急通報システム

ってどんなもの？ 

●「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、食事や買い物等の生活相談、趣味や生きがいづくり、財産管理 

や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アパートです。 

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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看護学生との世代間交流 
2019年 4月 27日、フローレンスガーデンハイツのご入居

者と安房医療福祉専門学校の看護学生（寮生）との交流会を開

催し、37名が参加しました。 

交流会の前には、防災訓練を実施。地震を想定して中庭へ避

難し、避難はしご等の設備確認を行いました。 

メインであるお食事は、同じ亀田グループの亀田医療大学学

生食堂「亀ママキッチン」にオードブルを注文し、ご入居者・

学生はもちろん職員も大満足。様々な世代が集まって楽しい時

間を過ごしました。 

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。 

今回は入居者のお部屋に備え付けの「見守り・緊急通報システム」についての話です。 

フローレンスガーデンハイツの見守り・緊急通報システム 
ってどんなもの？ ? 

はい。このライフリズム通報システムは、セン

サーでご入居者様を見守ります。カメラとは

異なりますので、生活の様子を警備会社が

見ることはありません。在宅モードに設定し、

12時間お部屋の中で人の動きがない場合

に自動で通報される仕組みになっています。 

そして、ボタンひとつで緊急通報もできます。

緊急時は遠慮せず押してくださいね！夜間

でも、いつでも、警備員がおよそ10分以内

に駆け付けます！ 

フローレンスが普通のアパートと違うところとして、機械で私たちの安全を見守るセンサーがあるよね。 

都会じゃセンサー付きの賃貸物件も増えているらしいけど、安房地域では最先端じゃないかい？ 

使い方を覚えられるか心配だったけどさ、担当さんが時々一緒にテスト通報して操作を確認してくれる

から大丈夫だよ。何事もないのが一番だけど、もしものときにはお願いしますよ！ 

ご入居までの流れ 

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 

私たちソーシャルワーカーもご入居者様との連絡専用電話があり、24時間つながるようにしています。 

また、見守り・緊急通報システムで別途料金がかかることはありませんので、ご安心ください！ 
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新 入 生 

歓 迎 会 
フローレンスガーデンハイツの担

当ソーシャルワーカー。相談職

歴4年目に入りました！交流会

の盛り上げ役です！ 
Kimi 

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 

太陽会と契約している警備会

社さん。フローレンスガーデンハイ

ツの近隣にあります。もしものと

きに駆け付けます！ TOAさん 

最後は参加者みんなで記念撮影。 

顔を合せることで、日常の交流がしやすくなったという声もありました。 

地震想定の避難訓練。 

看護学生とご入居者が中庭に集まりました。 

交流会後は、寄付をして

いただいたマリーゴール

ド 50 株を植えました！ 

天候が安定せず、相談センタースタッフだけでの作業となりました。 

一緒に作業しようと待ってくださっていた寮生のみなさん、すみませんでした。 

また機会があればよろしくお願いします！ 

今回も、安房地域医療センターの

看護部長・教育部長が参加。お抹

茶を振る舞っていただきました。

このお抹茶目当ての学生さんも

いるほど大人気です！ 

↑お部屋ごとに 1台設置。センサーで異常がないか見守ります！ 
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