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メディフィットクラブでフィットネス業界唯一の経営情報誌
「フィットネスビジネス」の取材があり、レノファ山口 FC トップ
チームの山瀬功治選手がメディフィットクラブを利用しての
感想等インタビューに答えてくださいました。
（関連記事：本誌 4ページ）
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多世代地域交流拠点ウェルネスセンター中央

多世代地域交流拠点
ウェルネスセンター中央

中央支店長　林 利樹

ウェルネスセンター中央は、トレーニングジム
や温泉などもあり、地域の方も気軽に立ち寄れる
多世代交流施設です。

住宅型有料老人ホーム
（あんしんホーム）

ご利用者様の状態を一括で管理できるシステムな
ど、IoT活用による安心の見守りを実施しています。

居室のタイプも様々で、お住まい方に合わせて
選ぶことができます。

お元気な方は広い敷地内を毎日お散歩されてい
ます。また、併設のトレーニングジムを入居者様
は特別料金でご利用いただけますので、プロのト
レーナーの指導のもと、ご自身に合ったトレーニ
ングを行うこともできます。運動履歴は自動で管
理されるので、定期的に運動量や状態を確認して、
トレーナーがより健康に過ごすためのアドバイス
をします。

介護が必要になった際にも、当グループでは医
療・介護サービスが充実しておりますので、ご利
用いただきながら、安心して生活を続けることが
できます。

いつまでも長く健康に、安心して生活すること
ができる「あんしんホーム」です。随時見学も行っ
ておりますので、お気軽にお問い合わせください。

Ｔ 083（902）5290　担当：林

問い合わせ先
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中四国最大規模のメガデイ
サービス
（デイトレセンター）

デイトレセンターでは、「全ての人を今より元気
にする・介護保険からの卒業」を理念に掲げ、介
護状態・症状改善に向けた取り組みを行っていま
す。
有酸素運動・筋トレ・認知トレーニング・栄養
サポート・血圧管理の5つのメニューを組み合わ
せて行うことで、初期の認知症状が改善されたと
いう事例が医学雑誌に掲載されました。当事業所
では、認知症状だけでなく、身体症状の改善も考
えて、ストレッチ・スポーツ・日常生活動作の3
つを加えた8つのカテゴリーに分類したメニュー
を行っています。

ICTリハビリというシステムを導入し、ご利用
者様にはICカードを配布しています。入館時にカー
ドを読み取り機にかざすことで、入館管理や利用
実績の管理を行います。プログラムのご提案もご
利用者様の状態に合わせてAIが提案します。取
り組みたいメニューが決まっている場合には「メ
ニューから選ぶ」で、そのメニューが行われる時
間が提示されます。

また、「この次何をしようかしら？」という場合
には、「時間から選ぶ」で、その時間帯に行われて
いるメニューが提示されます。

また、「おすすめから選ぶ」では、ご利用者様の
お身体の状態やリハビリの取り組み状況などをAI
が判断し、おすすめのメニューを提示します。プ
ログラムは8つのカテゴリーのコンテンツが1つは
必ず行えるようにしているため、その日全部が有
酸素運動などということはありません。

このように、様々な角度からご自分で過ごし方
を選ぶことのできる自己選択型デイサービスです。
お一人では選べない方や決めきれない方には職員
がその方の状態などを配慮し、プログラムを提案
します。

デイトレセンターでは、初回と3か月に1回アセ
スメントを行います。握力やTUG、10ｍ歩行な
ど数値で表せて比較できるもので改善したかどう
かを見ていき、改善事例と実績との差を調整・提
案していきます。
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フィットネスジム
（メディフィットクラブ）

メディフィットクラブは、地域の方々にご利用
いただける天然温泉付きのフィットネスジムです。

これまでフィットネスジムに通っても続かなかっ
た・成果がでなかったという方も多いかもしれま
せん。メディフィットクラブではmy wellness 
cloudという運動記録とメディカルデータ（体織
成計データ・基礎疾患など）を結びつけるアプリ
を使用することでそれらのお悩みを解消します。
ウェルネスキーを機器に差し込むことで、自動的
に運動結果が記録されます。体組成計で計測した
体の状態やジム以外での運動も一括して管理する
ことができます（下図参照）。また、月に1回アセ
スメントを行い、運動の進捗状況・体の変化に応
じてトレーニング内容のアドバイスをしています。
これらの効果でモチベーションを維持し、運動を

継続することができま
す。

12/2には、このメ
ディフィットクラブ
の取り組みについて、
フィットネス業界唯一
の経営情報誌「フィッ
トネスビジネス」の取
材を受け、トレーニン
グ中のレノファ山口
FCの山瀬功治選手が
インタビューに答えて
くださいました。

１月からは、中央・鴻南圏域の方対象に送迎サー
ビスも行っています。また予約制のストレッチ教
室も開催予定です。通いやすい、続けられるジム
で一緒にトレーニングしませんか？

問い合わせ先
ウェルネスセンター中央メディフィットクラブ

T083（902）5290　担当：松村

1/14（土）・15（日）　9：30～18：00
※ 運動できる服装で室内シューズをご持参く

ださい

無料体験会のご案内

ウェルネスセンター中央
T083（902）5290　支店長：林

MAP

レノファ山口 FC　山瀬 功治 選手



Heart News'23.１ 5

■■■ハート掲示板

ハート掲示板
いちご狩り始めました！

はあと農園では、12月下旬よりいちご狩りが
スタートしました。はあと農園では、植物が細
菌や微生物と共生することで、植物本来の力を
引き出し、病害虫に強い植物を育てる栽培技術

（プロバイオシス）を採用しています。ビニルハ
ウス内は、常に植物にとって良い環境を整えら
れるよう、水・温度・湿度・二酸化炭素濃度等
を複合的に自動制御できるシステムを導入して
います。このような複合環境制御と栽培技術の
組み合わせによって、高品質のいちごがたくさ
んできるようになっています。

はあと農園のいちごは今年も「よつぼし」で
す。よつぼしは、一般的ないちごがランナーと
呼ばれるもので増殖するのに対し種子からでき
るので、病害虫の親子間の伝染を防ぎ、増殖率
が非常に高く、収穫量が落ちないという特徴が
あります。また、甘味・酸味・風味が揃った濃
厚でよつぼし級においしいいちごです。最近で
は店頭でも見られるようになってきましたが、
はあと農園のいちごは粒も大きく、何よりい
ちごは完熟の状態を食べるのが一番美味しいで
す！もぎたてのいちごをその場で食べるいちご
狩り、朝摘みいちごの販売もしておりますので、
最高の状態のいちごを是非ご堪能ください。

区　　　分 通 常 料 金 は あ と 農 園
会 員 価 格

大　人 1,800円 1,700円
子ども

（3～13歳未満） 1,200円 1,100円

幼　児
（1～3歳未満） 1,000円 900円

シルバー（75歳以上）
障がい者 1,000円 900円

料金表

はあと農園
 0120（2）81046

問い合わせ先

はあと農園 HP

いちご狩りのご利用について

※ 障がいをお持ちの方は、現地にて障がい手
帳を確認させていただきます。

※ はあと農園では「はあと農園会員」という
会員制度を用意しています。会員になって
いただくと会員価格でいちご狩りをお楽し
みいただけます。会員登録は、はあと農園
WEBページからお願い致します。

カフェでは、いちごのスイーツをご用意して
皆様のご来店をお待ちしています。

受付時間　9:00～17:00
※いちご狩り金曜定休日
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青藍会グループの保育園

青藍会グループには、山口市に3園、世田谷区
に2園の5つの保育園があります。高齢者施設に併
設しており、新型コロナウイルス感染症の流行前
には、多世代交流が活発に行われていました。同
じグループ内の保育園ですが、規模や立地によっ
て特徴は様々です。今回は、各園の特徴や取り組
みについてご紹介します。

はあと保育園吉敷

ワンフロアの家庭的な雰囲気の中、0～2歳児の
少人数保育を行っています。未満児のみの保育園
ですが、食器のお片付け、クッキング、英語教室
など他園では年長さんでするようなことも低年齢
児から取り組んでいます。

未満児の保育園では、3歳からの転園の心配を
されることが多いですが、地域枠の園児は、最優
先で卒園後の転園の調整をしてもらうことができ
ます。

病児保育所も隣接しており、風邪などで登園で
きないときも顔見知りのスタッフがいる病児保育

所で安心して過ごすことができます。

はあと保育園中央

アクセスの良い国道９号線沿いに立地。隣接す
るウェルネスセンター中央は多世代地域交流施設
となっており、広い敷地は幅広い年齢の子どもた
ちがお散歩したり遊んだりするのに適した場所で
す。

園舎は、建物自体を遊具としても利用できるよ
うに設計されており、2021年度グッドデザイン
賞を受賞しています。

専門の講師による英語教室・体操教室・サッカー
教室も毎月開催しており、子どもたちの興味を刺
激し、可能性を広げるお手伝いをしています。

はあと保育園新山口

新山口駅から徒歩８分。マンションが立ち並ぶ
中に立地しており、近隣のマンションからは徒歩
で登園ができます。駅に続く遊歩道は、安全な散

英語教室の様子

体操教室の様子
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歩コースで、駅で電車を見ることができるのも楽
しみの一つです。また、隣接する都市公園をはじ
め、散歩コースに公園が点在しており、自然に触
れ、季節を感じることができます。園舎は、第56
回BCS賞や第９回キッズデザイン賞、2015年度
グッドデザイン賞など日本を代表する建築賞10賞
を受賞した建物です。

ウッドデッキでつながる屋上庭園は、四季折々
の植栽の小路等、自然や風、陽の光を感じながら
遊ぶことができます。庭園でできたブルーベリー
は、食育としてジャムやスムージー作りで楽しめ
ます。シンボルツリーであるクヌギの木を回遊す
るような階段は、まるで木登りをしている感覚で
す。秋には大きな実を付け、子どもたちはどんぐ
り拾いを楽しんでいます。

また、当園では、体調不良時に保育士が付き添っ
て隣接するハートクリニック新山口を受診し、そ
のままメディキッズ新山口（病児保育所）を利用す
ることもできます。

はあと保育園成城

成城学園駅から徒歩７分と通勤に便利な場所に
立地しながらも、緑豊かな成城緑地に隣接し、毎
日公園に遊びに出かけて、自然の移り変わりを全
身で感じることができます。

また、当園では食育に力を入れており、栽培活
動として水やりや収穫をしてもらい、その後一緒
にクッキングを行っています。食材に触れること
で、興味をもってもらい、それに伴いフードロス
が減っています。

はあと保育園成城喜多見分園

世田谷通りに近く、バスの停溜所が目の前にあ
り、通勤、通園に大変便利な立地にあります。通
りから1本外れた住宅地の中に立地しているため、
静かな環境にあります。また、通りをはさんだ反
対側にはに砧公園所轄の「次太夫堀公園」があり、
毎日散歩に出かけています。　　

小規模保育で子どもたち一人ひとりに向き合い、
ゆったりとした毎日を心掛けています。

屋上庭園を散歩する園児たち

食育の一環として行っている栽培活動

はあと保育園成城喜多見分園の保育室
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事業所長
金山 正美

ハートハウス成城
看護リーダー
山本 亮平

ハートハウス大歳
看護リーダー
山下 智子

ハートホーム小郡
看護リーダー
篠田 さちえ

老人保健施設
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井上 裕二
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部長
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事務長
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あなたも一緒に働いてみませんか？
　　　

青 藍 会
グループおしごと説明会
日時：1月14日（土）
場所：ハートホーム山口
　　山口市吉敷中東1-1-1　青藍会グループ本部

第一部 10：00 ～　第ニ部 14：30 ～　

おしごと説明会の内容
・法人概要紹介　・給料や福利厚生について
・施設の紹介/職種別の仕事内容　・何でも聞ける質疑応答
※ご参加いただいた方に最適なお仕事を提案させていただきます。

参加について

お問合せ先

・履歴書は不要です。
・説明会は２時間程を予定しています。
・受付は30分前からとなります。　　
・当日は私服にてご参加ください。　

・現在、在職中の方も大歓迎！
・資格がなくても参加・応募可能
・当日の飛び入り参加OK！
・勤務開始日も相談可能☆

募集職種 募集職種以外はお問い合わせください。
あなたらしく働ける仕事がきっと見つかる！
※募集中の職種詳細についてはお気軽にご相談ください☆

医療 介護

子ども・障がい その他

看護師・准看護師・薬剤師
リハビリ職 (PT･OT・ST)　

訪問介護士・介護士
ケアマネジャー　他

保育士・職業訓練指導員
児童指導員　他

システムエンジニア・経理
調理員　他

WEB 説明会も実施 ※対面とは別日程
ご自宅の PCやスマホからZoomを使用しての
オンライン説明会も開催します！

お申し込みはこちらから

青藍会グループ本部　Ｔ 083（933）6000
問合せ窓口担当：

宮本・木下・赤間
みやもと　 きのした　   あかま

予約フォーム採用サイト
青藍会グループ採用サイト

はあとサポート山口・青藍会在宅医療支援センター山口福祉用具事業所・キッチンはあと・はあと農園

はあと日本語学校・青藍会研修センター・就労支援

あんの循環器内科・ハートクリニック新山口・ハートクリニック南山口・おごおり薬局・メディキッズ山口・メディキッズ新山口

青藍会地域包括ケアステーション（青藍会在宅医療支援センター山口・青藍会在宅医療支援センター新山口）

治す

支える

介護・リハビリ
子育て
障がい

南部エリア
ハートホーム新山口
ハートハウス新山口
ハートホーム小郡
ハートハウス小郡
ハートホーム南山口
はあと保育園新山口
しらさぎ学級
ハートハウス小郡南

ハートホーム山口
ハートハウス吉敷
ハートホーム平川
ハートハウス大歳
はあと保育園吉敷
ハートハウス平川
はあとW吉敷

ハートホーム宮野
ハートハウス大内
ハートホーム中央
ウェルネスセンター中央
はあと保育園中央

北部エリア 世田谷エリア
ハートハウス成城
はあと保育園成城
はあと保育園成城
喜多見分園
青藍会在宅医療支援センター
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