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お問い合わせ

太陽と緑の家藤原
デイサービス

事業所番号：１２７０９０９２６８



一、人生の先輩に謙虚な姿勢で臨む

二、笑いの絶えない伸び伸びした空間作り

三、おいしく安心できる食事を提供する

四、地域の触れ合いを大切にする

五、話を聞くことのできる環境

六、季節のうつりかわりが楽しめる



デイサービスについて

『太陽と緑の家藤原デイサービス』のホール内は、

　個々に合わせた運動を、より密接に行い、身体機能の維持、

　そして向上を目指していくよう取り組んで参ります。

　広く大きな窓があり、季節のうつりかわりが感じられ

　また、様々な運動のマシンを設置しております。

　さらに、機能訓練指導員を２名配置することによって、

　開放感のある空間を皆様にご提供致します。

　介護施設というような雰囲気を出さない様に、

「お世話になりに来る」という感覚ではなく、喫茶店やサロンの

　ような場所で、友人と楽しく過ごすという環境を目指して

　います。



ローイング レッグエクステンション

猫背の予防に効果が期待 段差の昇り降りに効果が期待

胸筋と肩甲骨回りが鍛えられます 大腿四頭筋が鍛えられます

リズムに合わせて前に倒れることで 歩行やフラつき予防に効果が期待

体幹を鍛えられます 股関節と太腿を鍛えられます

全身運動と有酸素運動が出来ます 下半身のトレーニングに最適

機能訓練マシンの紹介

ペダルとアームを同時に動かして ひざ痛の予防に効果が期待



※ 個々の身体能力や状態に合わせて使う器具や内容が変わります。

肩・膝・腰に巻いて、温め＋振動でリラックス

色々な使い方あり 柔軟性を高める効果があります むくみ改善に効果期待

平行棒 バランスボード メドマー

立位・歩行訓練など アキレス腱やふくらはぎの 空気圧で足を包み込み

胸筋と肩甲骨回りが鍛えられます 大腿四頭筋が鍛えられます



※ 治療ではなく、身体機能維持が最優先の目的となります。



脱衣所・浴室

・ゆったりとして広くて明るい

・大きな鏡のある整容スペース

・タオル類は無料で貸し出し

・冷暖房完備で夏でも冬でも快適

リフト浴

・浴槽を跨ぐのが大変な方

・椅子の座面が自動で上下します

・安心してゆったりと浴槽に入って

　温まることが出来ます

一般浴

・手すりが各所についており安心

・一人一人、ゆったりくつろげます

・プライバシーに配慮して、カーテンを

　設置しています。

・ベッドに横になったまま入れます

・ミスト状のシャワーでとても温まります

・寝たきりの方、座位保持が難しい方も

　ご利用頂けます



  ・オクラとごぼうのサラダ

  ・春菊の和え物

  ・南瓜のそぼろあんかけ

  ・味噌汁

昼 食 例

  ・白身魚の野菜蒸し

  ・白菜の信田煮   ・ウィンナーのソテー

  ・白身魚のムニエル

  ・味噌汁   ・すまし汁

  ・青梗菜のおかか和え

  ・ジャガイモの金平

  ・三食丼

  ・五目煮豆

  ・お吸い物

  ・蒸し餃子野菜あんかけ

  ・茄子の揚げ煮

  ・もやしの和え物

  ・中華スープ

  ・鮭のさらさ蒸し



太陽と緑の家藤原
デイサービス

親しみやすい

テーマで

盛り上がります！

高齢者が

ついつい話を

したくなるような

「教科書」

たくさんの

写真が話を

盛り上げます

01. どんな方法で脳トレするのか？

02. 教科もいろいろ！

代表的な、国語、算数、理科、社会のほかに、

03. タイムスケジュール（例）

9:45 到着

10:30 1時間目 国語

入浴・機能訓練等

バイタル測定

12:00 昼食

13:30 2時間目 算数

機能訓練等

15:00 おやつ

16:00 送迎

体育、音楽、課外授業などの7科目がございます。

国語では、一緒に俳句を詠んだり、算数では、そろばんを使っ

て計算をしたり、音楽では、みんなで歌を歌うことで賑やかに、

楽しみながら取り組むことが出来ます。



　

12:00 昼食

男性、女性に関わらず

目標を持つことにより、

人は活性化することが

出来ます。

高齢になって、

危ないからなどの理由

で、自分で出来るのに

やらせてもらえない

ジレンマを、目標や

役割を持つことで

活性化出来るように

していきます。

テレビや雑誌、その他

の様々なメディアで

新しい形の脳トレと

して取り上げられて

います！

内容は昔懐かしのこと

でも、方法としては、

新しい介護施設の形で

話題になっています！





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

介護度 単位 1割 2割 ３割
１ 575 ￥606 ￥1,212 ￥1,818

２ 679 ￥716 ￥1,432 ￥2,147

３ 784 ￥827 ￥1,653 ￥2,479

４ 888 ￥936 ￥1,872 ￥2,808

５ 993 ￥1,047 ￥2,094 ￥3,140

１ 1,655 ￥1,745 ￥3,489 ￥5,233

２ 3,393 ￥3,577 ￥7,153 ￥10,729

50 ￥53 ￥106 ￥159

介護度 単位 1割 2割 ３割

46 ￥49 ￥97 ￥146

56 ￥59 ￥118 ￥177

150 ￥159 ￥317 ￥475

225 ￥238 ￥475 ￥712

150 ￥159 ￥317 ￥475

480 ￥506 ￥1,012 ￥1,518

入浴

機能訓練Ⅰ

機能訓練Ⅱ

口腔機能

運動器

選択的ｻｰﾋﾞｽ

口腔機能

食費(おやつ含む） ￥650/回

レクリエーション教材費 ￥1,500/月
レクリエーション材料費、参加費 実費
おむつ代 ￥100/枚 パット代 ￥ 40/枚
その他 実費

複数実施

処遇改善Ⅰ ご利用合計単位数の5.9％

特定処遇改善Ⅱ ご利用合計単位数の1.0％



所在地：船橋市藤原5-27-20 目安：赤枠圏内（片道３ｋｍ前後）

～各方面参考地域～

金杉十字

北方十字

鎌ケ谷市丸山

道野辺

夏見

行田

二和西

中沢新町

上山町

前貝塚町

旭町

馬込西

藤原

西道野辺

中沢

大野町

東中沢

柏井町

船橋市丸山

東道野辺

鎌ケ谷

馬込町

金杉町

金杉

夏見町

夏見台

山手

中山競馬場

印内

若宮

北方町

宮久保

南大野

奉免町

行田町

北本町

大町

高根町

緑台

金杉台

馬込沢

藤原1丁目

北中沢



職 員 紹 介


