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訪問介護事業所
事業所名（正式名称）

訪問介護事業所 ひなた

住所

〒889-0603
門川町大字加草１５４１番地１

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話 0982-63-3331
ファックス 0982-63-4011
メールアドレス
himuka0@cap.bbiq.jp

サービス提供区域

門川町、日向市（東郷町および平岩以南は除く）
延岡市（北方町および北浦町は除く）

サービス提供時間

通常：２４時間

定休日の有無

無し

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、訪問型サービス
障がい）居宅介護、重度訪問介護

加算

初回加算、緊急時訪問介護加算

有料（保険外サービス） 有り～身体介護（病院受診等）
の有無と料金

１時間

１５００円

３０分増すごとに７５０円追加

ヘ ル パ ー 固 定 対応が可 難しい
能か？
男性ヘルパーの所属

有り（現在は施設内のみの訪問）

他 事 業 所 は 違 うと思う 特別なことはないが、訪問介護員の勤続年数も長く、連携も良く
アピールポイント
取れていて、やさしい人が多いです。
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訪問介護事業所
事業所名（正式名
株式会社 Clearlife
称）

ヘルパーステーション
住所

フリーダム

〒889-0622
門川町西栄町１丁目５－１４

電話、ファックス番 電話
号
ファックス
メールアドレス

0982-66-5057
0982-66-5057

サービス提供区域

日向市・延岡市・門川町

サービス提供時間

６：００～２３：００

定休日の有無

有り（１２月２９日～１月３日）

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、訪問型サービス
障がい）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援

加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ、小規模事業所加算

有料（保険外サービ 有り（１時間１３００円～）
ス）の有無と料金
ヘ ル パ ー 固 定 対 応 不可能です
が可能か？
男 性 ヘ ル パ ー の 所 無し
属
他 事 業 所 は 違 う と 情報交換を常時行うようにしています。
思 う ア ピ ー ル ポ イ 伝達事項がある場合は、職員全体に知らせるようにしています。
ント

P3

訪問介護事業所
事業所名（正式名称）

門川町社会福祉協議会
門川町ホームヘルパーステーション

住所

〒889-0605
門川町庵川西６丁目６０番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話
ファックス

サービス提供区域

門川町全域

サービス提供時間

８：３０～１７：１５
＊時間外も相談に応じ対応

定休日の有無

年中無休

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、訪問型サービス
障がい）居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、移動

0982-50-4405
0982-63-0955

支援
加算

介護職員処遇改善加算Ⅲ

有料（保険外サービス） 有り（１時間１０００円）
の有無と料金
＊社協の利用者のみ（応相談）
ヘ ル パ ー 固 定 対応が可 不可
能か？
男性ヘルパーの所属

無し

他 事 業 所 は 違 うと思う 全員が認知症サポーター研修を受けています。
アピールポイント
ヘルパーの指名や固定はできませんが、豊富な経験と実績をも
とに、一人一人に寄り添ったサービスを提供いたします。
責任者を中心に連携を図り、質の高い、安定したサービスの提
供に努めています。

P4

訪問介護事業所
事業所名（正式名
ほっとステーション虹
称）
住所

〒889-0611
門川町大字門川尾末８７８１番地

電話、ファックス 電話 0982-63-0053
ファックス
番号
Mail k2012yuuwa@topaz.ocn.ne.jp
メールアドレス

0982-50-4005

サービス提供区域

門川町・日向市・延岡市

サービス提供時間

８：００～２１：００

定休日の有無

無し

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、訪問型サービス
障がい）居宅介護、移動支援、重度訪問介護、同行援護

加算

初回加算、緊急時訪問介護加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ

有料（保険外サー 現利用者のみ（緊急時）１時間２０００円（８：００～１８：００）
ビス）の有無と料 ＊上記時間外は、割増料金になります。
金
ヘルパー固定対応 不可能
が可能か？
男性ヘルパーの所 無し
属
他事業所は違うと 門川町内を中心に、日向市、延岡市も活動しています。
思うアピールポイ 虹のヘルパーは、半数以上が介護福祉士取得者で経験豊富なヘルパー
ント
がそろっていますので身体介護も安心してお任せください。
ご利用者様が住み慣れた家でその人らしく安心安全に生活が続けら
れますよう、ひとりひとり真心こめて寄り添いながら支援いたしま
す。
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訪問介護事業所
事業所名（正式名称）

夢くらぶ２４介護福祉サービス

住所

〒889-0603
門川町大字加草１６２９番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話
ファックス

サービス提供区域

門川町・日向市

サービス提供時間

８：００～１８：００
＊時間外は相談にて可能な限り対応いたします。

定休日の有無

無し

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、訪問型サービス
障がい）居宅介護

加算

初回加算、緊急時訪問介護加算、小規模事業所加算
早朝・夜間加算、介護職員処遇改善加算Ⅲ

0982-68-1011
0982-68-1012

有料（保険外サービス） 有り（夢くらぶのサービス利用者のみ）
の有無と料金
身体介護：１時間１０００円、家事援助：１時間８００円
ヘ ル パ ー 固 定 対応が可 原則として不可ですが、可能な限り対応いたします。
能か？
男性ヘルパーの所属

無し

他 事 業 所 は 違 うと思う ご利用者様の体調や生活リズムに応じた支援を心がけています。
アピールポイント
住み慣れた我が家で安心して生活ができるよう、真心を込めて対
応いたします。

訪問介護事業所
事業所名（正式名称）
住所

社会福祉法人 友隣会

ヘルパーステーション悠ライフ

〒89-0611
門川町大字門川尾末 9272 番地

電話、ファックス番 電話
号
ファックス
メールアドレス

0982-50-4055
0982-50-4056

サービス提供区域

門川町全域
（日向・延岡については要相談）

サービス提供時間

８：００～１８：００

定休日の有無

年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）
原則日曜日

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、予防訪問介護相当サービス
障がい）居宅介護、同行援護、移動支援

加算

介護保険）特定事業所加算Ⅱ、初回加算、小規模事業所加算
処遇改善加算Ⅰ、緊急時訪問介護加算（7：00～21：00）

有料（保険外サービ 有り（8：30～17：00）
ス）の有無と料金
料金）１時間１３００円とし、１時間を２単位に定め、原則２単位か
らの利用とする。延長については、３０分毎を１単位（６５０円）と
して、上限は定めない。（ヘルパーの人員配置により、希望日は相談
の上決定します。）
ヘルパー固定対応が 出来る限り希望に沿いますが、人員配置上対応できない時もありま
可能か？
す。
男性ヘルパーの所属 無し
他事業所は違うと思 ・開設時より、利用者様の経済的負担の軽減と社会貢献の思いをこめ
うアピールポイント て、利用料の１０％カットを実施しています。
・有償サービスがあります。
普段は利用のない方でも、人員配置上許せる時間帯であれば、受診
介助や買い物の介助等利用して頂いています。

P７

訪問介護事業所
事業所名（正式名称）

NPO 法人

夜空の星

そよ風ステーション

住所

〒889-0622
門川町西栄町３丁目２－１２

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話 0982-63-0892
ファックス 0982-63-0980

サービス提供区域

門川町、日向市

サービス提供時間

７：００～１９：００
＊相談可

定休日の有無

無し

サービス提供内容

介護保険）訪問介護、訪問型サービス
障がい）居宅介護、重度訪問介護、移動支援

加算

初回加算

介護職員処遇改善加算

有料（保険外サービス） 無し
の有無と料金
ヘ ル パ ー 固 定 対応が可 不可
能か？
男性ヘルパーの所属

有り

他 事 業 所 は 違 うと思う 痒いところに手が届くような支援を心掛けています。
アピールポイント
いろいろな相談も親身になって、承ります。
何故なら・・・平均年齢の少し高めな職員ばかりですから

事 業 所 名 デイサービスあくた門川店
所

在

地 門川町西栄町 4 丁目 20 番地

電 話 番 号 ０９８２－６３－１５１５

F a x 番 号 ０９８２－６３－００１７

責任者氏名

事 業 所 番 号 ４５７２１０１２５３

定

員

サービス提供
時
間
休

業

堀 晴美

２０

名 （規模： 通常規模型

）

９ ： ００ ～ １６ ： ２０

日 土曜日・日曜日 年末年始

送 迎 エ リ ア 門川町・延岡市・日向市
介 護 保 険 外 食材費（
４００
負
担
金 その他（なし）

円）

お 試 し 利 用 有（ 食事代４００ 円）
入 浴 施 設
加
算

キャンセル料

有（

０

円）

無

一般浴

介 護

入浴・サービス提供体制加算Ⅰイ・介護職員処遇改善加算Ⅰ

予 防

運動器機能向上加算・入浴・サービス提供体制強化加算Ⅰイ
介護職員処遇改善加算Ⅰ

医療対応可能 経管栄養 胃ろう ストマ
範
囲 インシュリン その他（）
食 事 対 応 形態（かゆ

刻み

バルンカテ

ミキサー

ソフト）

❖ 手芸・園芸・書道など、いろいろな
楽しい活動。
❖ もみほぐしで、身も心もリラックス。
❖ 利用者様おひとりおひとりに合わせた
特 徴
機能訓練対応。
（アクティビティ ❖ 認知症予防のための脳トレーニング。
や 機 能 訓練 メ
ニューについ
て等、その他
なんでも PR し
たいこと）

酸素

気管切開

嗜好

褥創

事業所名（正式名称）

いきいきデイサービス

住所

〒889-0601
門川町須賀崎４丁目５２番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話
0982-63-4557
ファックス
0982-63-4797

サービス提供区域

門川町全域、日向市、延岡市

サービス提供時間
９：００～１７：３０
＊基本時間外の利用の可 ＊基本時間外の利用については、可の場合あり。ご相談ください。
否
保険外負担金（食事代等） 食事代３５０円

おやつ代１００円

おむつ代実費

定休日の有無

毎週日曜日のみ。盆、年末年始も運営しています。

受け入れ人数

３０名

職員数、資格職の有無

利用者数に応じて７～８名
（看護師、介護福祉士、認知症介護実践者研修修了者）

サービス提供内容

送迎、バイタルチェック、入浴、食事、排泄の支援の他、生活動作に
関わる機能訓練、社会性を維持するための各種活動、気分転換として
のレクレーション、季節に合った行事の開催、誕生会の開催などを提
供しています。

加算

入浴介助加算、中重度ケア体制加算、サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算Ⅰ

見学、試し利用等の有無と 電話連絡にて、随時受け付けています。
料金
昼食代３５０円 おやつ代１００円
入浴希望の方は別途費用５００円です。
施設設備
＊写真も是非！！

体操、休憩用の畳スペース１１畳。特殊浴槽（チェアインタイプ）１
台。車いす対応トイレ３ヵ所。車いす対応送迎車。
テレビ、ハンディカラオケ等を備えています。

他事業所は違う、特に力を ・タクティールケア（触れることでオキシトシン【幸せホルモン】の
入れていると思うアピー 分泌を促すマッサージ）を提供しています。認知症で精神的につらい
ルポイント
思いをされている人へのアプローチに使われ、不安な気持ちや表情
が和らいだ、落ち着いて座っていられるようになる等のケースもみ
られています。
・基本時間外の利用に関して、夕食提供までの対応も可能です。
・併設施設として、住宅型有料老人ホーム「絆」
（３０床）、同敷地内
に「グループホームなごみ（１８室）」の入居施設のほか、居宅介護
支援事業所を運営しています。状態に応じたケアサービスの提供が
可能です。

事業所名（正式名称）

株式会社 姫野 デイサービスさくらんぼ

住所

〒889-0611
門川町大字門川尾末７７３－５

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話・ファックス

サービス提供区域

門川町

0982-63-0176

サービス提供時間
８：３０～１６：３０
＊基本時間外の利用の可 ＊時間外 ８：３０～１７：３０可（その他相談に応じます）
否
保険外負担金（食事代等） 昼食代、おやつ代

５００円

定休日の有無

日曜日、１２月３１日～１月３日

受け入れ人数

１５名

職員数、資格職の有無

１２名（看護師５名、介護福祉士１名、ヘルパー１名、介護 3 名、
調理２名）

サービス提供内容

送迎、入浴、食事、口腔ケア
機能訓練、クラフト活動、レクレーション、ラジオ体操（午前、午後）
体調管理（午前、午後に測定）

加算

入浴介助加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ

見学、試し利用等の有無と 見学あり
料金
試し利用は、要相談。
施設設備
＊写真も是非！！
他事業所は違う、特に力を 看護師が多く、医療面に強いです。体調の変化等、しっかりみていき
入れていると思うアピー ます（Dr の指示で処置が必要な方など）。急変時の対応など。
ルポイント
家族のご都合に応じて、８時半前の対応も可能です。
隣に有料老人ホームがあり、お部屋に空きがあるときはショート（短
期）の利用も可能です。（当デイサービスを利用されている方）
入浴はひとりずつ対応です。
（更衣から一人ずつなので他の方に見ら
れることはありません。）
食事提供：普通食、カロリー塩分調整、やわらか食、消化にやさしい
食、ムース食、透析食の対応可能です。
午前と午後に全員で体操を取り入れてます。
平行棒、滑車での運動も行えます。
季節の食事の提供、ドライブや外食へも行きます。

事業所名（正式名称）

デイサービスひむか

住所

〒889-0603
門川町大字加草１５４１番地１

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話
0982-63-3331
ファックス
0982-63-4011

サービス提供区域

門川町全域

サービス提供時間
９：００～１６：００
＊基本時間外の利用の可 ＊基本時間外の利用、可
否
保険外負担金（食事代等） 食事代５００円

＊有料デイ１５００円（昼食代込）

定休日の有無

日曜日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

受け入れ人数

１８名

職員数、資格職の有無

介護福祉士１名・看護師１名・介護職員２名

サービス提供内容

・一般的な身体介護、機能訓練
・入浴（特浴あり）・送迎等

加算

介護職員等処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇加算Ⅱ

見学、試し利用等の有無と あり
料金
昼食代５００円
施設設備

特殊浴槽（寝たきり対応浴槽）

＊写真も是非！！

大型車いす対応リフト車

特殊浴槽

機能訓練室

車いす対応大型リフト

他事業所は違う、特に力を ・認知症の進行防止や緩和するための学習療法
入れていると思うアピー ・専門職員による身体的機能訓練
ルポイント
・生演奏で一緒に歌う音楽療法

事業所名（正式名称）

デイサービス フェイス

住所

〒889-0611
門川町大字門川尾末９０９９－１

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話
0982-66-9990
ファックス
0982-66-9991

サービス提供区域

門川町・日向市・延岡市

サービス提供時間
９：００～１７：００
＊基本時間外の利用の可 ＊時間外の利用は相談に応じます。
否
保険外負担金（食事代等） 昼食代

３５０円

おやつ

１００円

定休日の有無

日曜日、１２月３０日～１月３日、８月１４日～１５日

受け入れ人数

２０名

職員数、資格職の有無

９名（准看護師、ヘルパー等）

サービス提供内容

介護保険）通所介護、通所型サービス

加算

入浴介助加算

見学、試し利用等の有無と 見学はいつでも受け付けています。
料金
無料
施設設備
＊写真も是非！！
他事業所は違う、特に力を 専門的なリハビリはありませんが、散歩や楽しんでできる体操など
入れていると思うアピー を取り入れています。
ルポイント
また、ドライブ等の外出による気分転換等も行っています。

事業所名（正式名称）

デイサービスふれあい

住所

門川町南町１丁目５番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

℡０９８２－６３－５５１０

サービス提供区域

門川町・日向市・延岡市

Fax０９８２－５７－４８５５

hureai@jasmine.ocn.ne.jp

サービス提供時間
８：３０～１７：３０
＊基本時間外の利用の可 ＊不可
否
保険外負担金（食事代等） 昼食・おやつ代

４５０円

オムツ代実費

定休日の有無

日曜日

１月１日～１月３日

受け入れ人数

２５名（通常規模型）

職員数、資格職の有無

看護師・介護福祉士・ヘルパー２級

サービス提供内容

人と人との「ふれあい」を大切にし、家庭的な雰囲気作りに心がけ穏
やかに過ごされますように日々考え努力していきます。そんな私た
ちと一緒に楽しい日々を過ごしてみませんか。

加算

入浴加算１回５０単位
介護職員処遇改善加算Ⅱ

サービス提供体制加算（１）イ
中重度ケア体制加算１日４５単位

見学、試し利用等の有無と 食事代のみ４５０円
料金
他事業所は違う、特に力を
入れていると思うアピー
ルポイント

＊利用者が楽しく一日を過ごしていただけるように工夫したいです
＊お試し利用もできます。見学もできますので、いつでもお気軽にお
問合せください。

事業所名（正式名称） やわらぎデイサービス
住所

宮崎県東臼杵郡門川町南町 4 丁目 131-1

電話、ファックス番

電話 ０９８２－５７－３３３２ ファックス０９８２－６３－７００３

号

yawaragi.294@arrow.ocn.ne.jp

メールアドレス
サービス提供地域

門川町、日向市

サービス提供時間

９時～１５時３０分
サービス提供時間については相談に応じます

保険外負担金

昼食代：４５０円、レクリエーション：材料代等の実費
日常生活上必要となる諸費用：実費

定休日の有無

日曜日

受け入れ人数

定員 ２０名

職員数、資格職の有

生活相談員(介護福祉士) 1 名、介護職員(介護福祉士、ヘルパー2 級) 6 名

無

准看護師 3 名、柔道整復師 1 名

サービス提供内容

送迎、健康観察、入浴介助、各種マッサージ器（両下肢用、足用など）、個別機能訓
練、昼食、レクリエーション、創作活動、野外活動、全体体操、茶話会

加算

入浴介助加算、個別機能訓練加算（Ⅱ）
、運動器機能向上加算、同一建物に居住する
利用者の減算、送迎を行わない場合の減算、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)、介護職
員処遇改善加算(Ⅱ)

見学、試し利用等の

体験利用

昼食代４５０円

有無と料金
施設設備

高濃度炭酸泉について… ～やわらぎの湯～
炭酸泉は炭酸ガスの効果で身体が冷えにくく足湯だけでも改善効果が充分にあり、
筋肉痛、関節痛、腰の痛みを和らげ傷を治し、また、弱酸性で素肌をしっとり滑らか
にする美肌効果もあります。

他事業所とは違う、

入浴・送迎・日常動作訓練・生活指導・健康チェック・機能訓練などを親切丁寧に、

特に力を入れている

利用者様の立場に立ったサービスを、明るく笑顔で実施致します。

と思うアピールポイ

季節感を大事にし、花見、外食、誕生会、夏祭り、クリスマス会など、趣向を凝らし

ント

た行事を行い、家庭的で美味しい食事を提供致します。
機能訓練指導員が利用者様の身体的、心理的、安全性に配慮をして、機能訓練を実施
し常時、楽しい会話を心がけています。

通所介護事業所

P15

事業所名（正式名称）

㈱プルメリア デイサービス菜の郷

住所

〒889-0611
門川町大字門川尾末字アゼ地２５１５－３

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話 0982-60-1256
ファックス 0982-60-3150
メールアドレス nanosato08181116@ab.auone-net.jp

サービス提供区域

門川町

サービス提供時間
８：００～１７：１５
＊基本時間外の利用の可 ＊基本時間外利用可能：７：３０～１８：：００
否
保険外負担金（食事代等） 昼食４００円

おやつ１００円

定休日の有無

日曜日、年末年始（１２月３１日～１月３日）

受け入れ人数

１８名

職員数、資格職の有無

生活相談員１名、管理者１名、介護職員３名、看護職員２名

サービス提供内容

送迎、健康チェック、入浴サービス、昼食
体操（機能訓練）、レクリェーション

加算

無し

見学、試し利用等の有無と 見学お試し利用いつでも可能
料金
お試し料金：昼食、おやつ代のみ
施設設備

特殊機械浴槽、個浴槽

＊写真も是非！！

ピアノ、カラオケ、車いす

他事業所は違う、特に力を 菜の郷では、利用者、ご家族様優先で都合に合わせてサービスを提供
入れていると思うアピー しております。
ルポイント
ご家族様の相談サポート、臨時利用、ご家族様の心身を考えて対応さ
せていただいてます。
デイサービスでは数少ない特殊機械浴槽もあり、利用者様の負担軽
減になり、気持ち良く入浴サービスも行っております！！
海抜１８ｍ

事業所名（正式名称）

社会福祉法人門川町社会福祉協議会デイサービスセンター

住所

〒889-0605
門川町庵川西６丁目６０番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話 0982-63-7210
ファックス 0982-63-0955

サービス提供区域

門川町全域

サービス提供時間

９：３０～１５：００

＊基本時間外の利用の可否

保険外負担金（食事代等） 食事代

４００円

定休日の有無

日曜日、１月１日

受け入れ人数

４５名

職員数、資格職の有無

職員数２２名（介護福祉士９名、看護師７名、栄養士１名）

サービス提供内容

入浴、食事、排泄、機能訓練

加算

入浴介助加算、サービス提供体制加算
個別機能訓練加算Ⅰ、介護職員処遇改善加算Ⅲ

見学、試し利用等の有無と 見学、試し利用あり
料金
＊試し利用料：食事代４００円
施設設備

他事業所は違う、特に力を 広い館内での歩行訓練や、個人個人に合わせて行うマシン運動で
入れていると思うアピー 機能維持・向上に努めます。
ルポイント
スロープや手すりのついた大浴場での入浴や広々とした空間で
レクレーションを楽しまれたり、血流を良くする足マッサージ機
等でゆっくりとくつろげる場もあります。

事業所名（正式名称）

田中病院 通所介護

ふれあいの館

住所

門川町宮ヶ原 4 丁目 80 番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

０９８２－６３－７１８８（電話、ファックス）

サービス提供区域

門川町内全域
日向市（梶木、大王谷、亀崎、細島）
延岡市（土々呂、一ヶ岡、塩浜）

サービス提供時間
①9：30～13：00（３時間以上４時間未満）
＊基本時間外の利用の可 ②9：30～14：00（４時間以上５時間未満）
否
③9：30～15：00（５時間以上６時間未満）
④9：00～16：00（６時間以上７時間未満）
保険外負担金（食事代等） 食材費：３９０円
おむつ代：紙パンツ１００円、フラット４０円、パット３０円
定休日の有無

日曜日、

受け入れ人数

２７名

医療対応可能範囲

胃ろう

特別食

形態：常食、粥、刻み、ミキサー、鼻腔
糖尿病 塩分
低たんぱく

加算

１月１日～３日
褥瘡

ストマ

インシュリン

酸素

要介護

入浴介助、機能訓練（Ⅱ）、サービス提供体制（Ⅰ）イ
介護職員処遇改善（Ⅲ）

総合事業

サービス提供体制（Ⅰ）イ、運動器機能向上、介護職員処遇改善（Ⅲ）

見学、試し利用等の有無と 試し利用可
料金
５００円
施設設備

入浴：一般浴、機械浴

他事業所は違う、特に力を 病院内施設のため緊急時の診察が可能（常勤 Dr がいます）
入れていると思うアピー 通所介護利用前後の診察
ルポイント
入浴：さまざまな身体機能に対応可能で車いすや寝たきりの方も安
心して入浴していただけます（スロープ付きの浴室、ジェット噴射付
浴槽）
常勤理学療法士による個別リハビリ、パワーリハビリが受けられま
す

事業所名（正式名称）

夢くらぶデイサービス

住所

〒889-0603
門川町大字加草１６２９番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

電話 0982-68-1011
ファックス 0982-68-1012
メールアドレス yumekurabu@theia.ocn.ne.jp

サービス提供区域

門川町

サービス提供時間
①９：３０～１５：００
＊基本時間外の利用の可 ②９：００～１６：２０
否
＊基本時間外の利用は、相談に応じます。
保険外負担金（食事代等） 食事代 ４５０円

衛生消耗品費 実費

定休日の有無

火曜日、日曜日、年末年始（１２月３１日～１月３日）

受け入れ人数

１０名

職員数、資格職の有無

職員 6 名（准看護師１名、介護福祉士１名）

サービス提供内容

送迎、入浴介助、排泄介助、食事の提供、食事介助
機能訓練、野外活動

加算

入浴介助加算
介護職員処遇改善加算Ⅲ

見学、試し利用等の有無と 見学、お試し利用～随時受付
料金
お試し利用料：食事代 ４５０円
施設設備
＊写真も是非！！

ペダルエクササイズ
平行棒、滑車式上肢運動器

他事業所は違う、特に力を 少人数のデイサービスで家庭的な雰囲気作りを心掛けています。
入れていると思うアピー 百歳体操、かみかみ体操、歩行練習、機能訓練を取り入れたゲームや
ルポイント
体操、ご利用者様ひとりひとりの趣味や能力に応じた創作活動、脳ト
レ、季節の行事やドライブ等の野外活動を行っています。
食事は、嗜好や食事制限に合わせた家庭料理をその日の体調や状況
に応じ、内容を一部変更しながら提供しています。

事業所名（正式名称）

デイサービス陽のひかり。加草

住所

門川町大字加草１７１０番地

電話、ファックス番号
メールアドレス

℡０９８２－９５－０８６８

サービス提供区域

門川町全域

サービス提供時間

９：１５～１６：３０

Fax０９８２－９５－０２６０

hiinohikari.kakusa.day@dor.bbiq.jp

保険外負担金（食事代等） 昼食代４５０円
おやつ代１００円
レクレーション時実費負担あり
定休日の有無

金曜日・日曜日・祝日

受け入れ人数

１０名

職員数、資格職の有無

６名（介護福祉士２名・准看護士１名・初任者研修修了者１名）

サービス提供内容

送迎・入浴介助・排泄介助・食事の提供・食事介助・機能訓練
健康チェック・創作活動・畑作業・個別レクレーション 等

加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ・入浴介助加算

見学、試し利用等の有無と お試し可能です（利用者様の人数によっては利用できない日があり
料金
ます）
お食事・おやつ代５５０円 入浴希望は別途５００円
お気軽にご連絡ください
◎古民家をリフォームしていますので、メインフロアが畳です。ご自
宅と同じような環境でゆったりくつろげる空間となっています。
◎畑で収穫した野菜は調理レクレーションやおやつで食べます。
◎干渉波、平行棒も完備！看護師が対応をいたします（個別機能訓
練）
◎当事業所の施設看護師と当社の訪問看護ステーションが連携し、
しっかりと利用者様をサポート致します。
◎車で外出（お花見・買い物など）カラオケ、生け花、手織り機
（SAORI）、碁並べ、アロマテラピー、畑作業など多種多様なレクレ
ーションを考えています。
◎地域密着型なので、ご近所さんも気軽に集える場を目指していま
す。
◎地域ボランティアの方が環境整備や碁並べ、手織り機を教えてく
れます♪
◎何より、利用者様と職員の笑顔が絶えません♪

お正月は地域ボランティアさんが門松を準備してくれました

自由活動の様子

利用者さんが手織りした布で椅子カバーをボランティアさんが作成してくれました

延岡の七夕飾り参加の様子
収穫した大根をみんなで漬物にする作業の様子

団らんの様子

①
⑪
⑤⑱
⑲

⑨
③
⑯

⑧

⑦
②

⑰
⑥
④

⑮

⑩

⑫

⑬
⑭

【訪問介護事業所】
①ひなた
②フリーダム
③門川町社会福祉協議会
④ほっとステーション虹
⑤夢くらぶ２４
⑥悠ライフ
⑦そよ風ステーション

【通所介護事業所】
⑧デイサービスあくた門川店
⑨いきいきデイサービス
⑩デイサービスさくらんぼ
⑪デイサービスひむか
⑫デイサービスフェイス
⑬デイサービスふれあい
⑭やわらぎデイサービス
⑮デイサービス菜の郷
⑯門川町デイサービスセンター
⑰田中病院ふれあいの館
⑱夢くらぶデイサービス
⑲デイサービス陽のひかり．加草

