
ケアサポートセンターようざん　事業所案内

ようざん  で   老    後    良  い

0120-43-6541お問い合せは、
右記フリーダイアルまで

高崎市
上並榎町
1180

高崎市栗崎町
141-1

高崎市貝沢町
1492-1

高崎市双葉町
22-9

高崎市石原町
4516-1

高崎市飯塚町
1030-1

高崎市飯塚町
1311-6

高崎市倉賀野町
2191-1

高崎市上中居町
557-2

高崎市上小塙町
1052

高崎市綿貫町
750-1

高崎市八幡町
７６８-１

所在地 提供サービス 事業所名 電話番号 FAX
看護小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん 027-386-6643 027-387-0310

訪問看護 訪問看護　ケアサポートセンターようざん 027-386-6643 027-387-0310
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん並榎 027-386-5843 027-387-0310
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん 027-362-0300 027-362-0036

グループホーム グループホームようざん 027-362-0300 027-362-0036
居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ようざん 027-329-5443 027-362-0036
デイサービス デイサービスようざん並榎 027-362-4373 027-329-6648
ショートステイ ショートステイようざん並榎 027-329-6643 027-329-6648
請求事務 本部事務所 027-362-0300 027-362-0036

小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん栗崎 027-353-4393 027-353-4392
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん栗崎 027-350-9981 027-353-4392

ショートステイ ショートステイようざん 027-386-8643 027-386-8644
居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ようざん栗崎 027-381-8283 027-386-8644

小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん貝沢 027-386-5043 027-386-5044
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん貝沢 027-386-5143 027-386-5044
小規模多機能型居宅介護  ケアサポートセンターようざん双葉 027-386-9943 027-386-9843
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん双葉 027-386-9743 027-386-9843
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん石原 027-381-6743 027-381-6943
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん石原 027-381-6843 027-381-6943
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん飯塚 027-381-6812 027-381-6544
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん飯塚第２ 027-381-6813 027-381-6544

グループホーム グループホームようざん飯塚 027-381-6543 027-381-6544
定期巡回・随時対応型訪問介護 キュアステーションようざん 027-381-6136 027-381-6294

デイサービス デイサービス　プランドールようざん 027-381-6429 027-381-6294
サービス付高齢者住宅 ナーシングホームようざん 027-381-6457 027-381-6294

訪問看護 ナースステーションようざん 027-370-4355 027-370-4358

グループホーム グループホームようざん倉賀野 027-329-5743 027-329-5843
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん倉賀野 027-387-0043 027-387-0343
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん倉賀野 027-387-0243 027-387-0343
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん中居 027-386-8043 027-386-8143
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん中居 027-386-8243 027-386-8143
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん小塙 027-386-4343 027-386-4443
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん小塙 027-386-4143 027-386-4443

配食サービス 配食センターぽから小塙 027-386-4844 027-386-4443
デイサービス デイサービスぽから 027-386-5776 027-381-6043
訪問介護 訪問介護ぽから 027-386-5775 027-381-6043
配食サービス 配食センターぽから 027-386-5778 027-381-6043

特別養護老人ホーム アンダンテ 027-395-7077 027-395-7078
ショートステイ アンダンテ 027-395-7077 027-395-7078

　蝉しぐれふりそそぐ盛夏の昼下がり、若き音楽家たちがアンダンテに集まりました。
　8月8日、特別養護老人ホームアンダンテ開設記念コンサートでフルートの演奏をプレゼントしてくださるためです。当日は会場に
入りきらないほどの聴衆が、今か今かと開演を待ちわびていました。演奏者は、美しいドレスに身を包んだ可愛らしいお嬢様4人。
　さあ、コンサートの開始です。白銀に輝くフルートを一斉に口元にあて、まずはビゼーの「カルメン」から。水を打ったように静かな会
場に第4幕から第3幕の、華やかな前奏曲から清楚なメロディに変わる調べが響き渡り感動が胸に広がっていきます。
　2曲目はモーツァルト「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」から、開設記念にふさわしい楽曲「アンダンテ」を文字通り歩く速さで聴
かせていただきました。また、ここからはお馴染みの曲が続きます。ジブリアニメ「千と千尋の神隠し」から「いつも何度でも」「天空の
城ラピュタ」から「君を乗せて」。そして懐かしい日本の歌「春の小川」「夏の思い出」「もみじ」「冬景色」。美しい音色とともに日本の四
季の情景が目に浮かんできます。アンコール曲の「川の流れのように」まで、その静謐な調べ、清清しい音色は一服の清涼剤のよう
で、まさに心洗われるひとときでした。
　フルートカルテットの皆様、ありがとうございました。これから益々のご活躍を期待しています。そして是非もう一度、あの素晴らし
い演奏をどこかで聴かせていただきたいと願ってやみません。（小林）

「特別養護老人ホームアンダンテ開設記念コンサート」を開催致しました。

　「暑さ寒さも彼岸まで」お彼岸は迷い煩悩に惑わされている
人間が悟りの世界と通じる時でもあり、自然に寄り添う暮らしの
中で暑さや寒さ、それに伴う様々な辛さも彼岸の頃には和らい
で楽になるよ、という励ましの意味もあるそうです。
　今年も暑い夏が続きましたが皆様の夏はどんな夏でしたか？
スーパーデイようざん中居の夏は、夏を楽しむレクリエーション
としてスイカ割り、流しそうめん、かき氷やヒマワリを見にドライブ

など季節を楽しんできました。特に流しそうめんは竹の代わりに
牛乳パックを使い、そうめん以外にもみかんやアメも流れてきて
皆様おハシで上手く掴めず大騒ぎでした。スイカ割りは利用曜
日を考え、一人でも多くの皆様に参加して頂けるように３回行い
ました。
　今度は秋を楽しめるように職員一同作戦を練っています。
（猪熊）

スーパーデイようざん中居
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　ようやく、しのぎ易い季節となりましたが、皆様いかがお過ごし
ですか？
　スーパーディようざん栗崎の８月の行事は「暑い夏を乗り切ろ
う！！」をテーマに、すいか割り・かき氷・アイスバイキング・羊羹・
フルーツ寒天など美味しくて楽しい・・・レクリエーションをご用
意しました(*^_^*)食材は少し形を変えるだけで、楽しみながら自
然と水分がとれます。視覚(目で見て楽しむ)・嗅覚(美味しそうな
匂い)・味覚(食べて美味しい)など、五感に働きかけます。今年も
畑で採れたゴーヤで佃煮を作って召し上がって頂きました。
　８月のお誕生日会では、ご家族がお祝いに駆けつけて下さり、
ご趣味の相撲甚句を披露してくださいました。お一人、お一人の
心からのお祝いで、温かいお誕生日会となりました。
　レクリエーションの一つ一つの中で、皆さんが輝いています。
手打ちうどんで張り切って輝いている方、ダンスを踊って輝いて
いる方、お店屋さんの売り子さんで輝いている方。『皆様の笑顔
を一番』に、これからも笑って過ごして頂けるように、職員一同で
楽しい企画を提供させていただきます。（有馬） 　水分摂取がなぜ必要なのか。みなさん何度もこのような話を聞

いていると思います。ケアマネージャーとして正しい知識を持っ
ていなければならないと感じます。改めて復習したいと思いま
す。どうして人間の体には水分が必要なのか？・・・人間の体は
60％の水分で出来ています。たとえば５０ｋｇの体重の人ならば
３０ｋｇが水分です。赤ちゃんはもっと水分が多く新生児で８０％、
反対に高齢になると５０％に減少します。臓器別では血液90％、
脳は８０％が水で出来ています。不足すると血液の濃縮により脳
梗塞や心筋梗塞のリスク要因になります。
　環境省が作ったガイドライン「熱中症環境保健マニュアル」によ
れば２％欠乏で喉の渇き、３～４パーセントで意識障害や発熱、
５％で頭痛、８～10％でけいれんといった重篤な症状を示すとさ
れます。(パーセントは体重に占める割合)。つまり体重５０㎏の高

齢者なら500㏄の水分不足ですでに脱水を起こしているという
事です。家でじっとしていても一日1000㏄の水分は失われます。
　通所利用時、ショートステイ利用時は職員による水分摂取が小
まめに行われていますが自宅にいると、めんどうくさい、トイレの
回数が増える、お茶のみ友達がいない等の理由で充分な水分摂
取ができていない方もいらっしゃいます。一般的に朝は寝汗をか
くため軽い脱水状態にあるとされています。「目覚めの一杯」はと
ても大切です。在宅介護を支援するケアマネージャーとして渇き
を感じにくい利用者様に訪問時の一言としてお伝えしたいと思
います。水分不足は夏だけではありません。これからは温かいお
茶で喉を潤し、食事を楽しみ、皮膚と脳、そして生活のハリを維持
しましょう。（沼澤）

　暑い夏を乗り越え、朝晩と日中の寒暖の差がある9月ですが、
皆様お身体の調子はいかがでしょうか？
　今回は、日々のようざんでの生活の中であたり前のことです
が、大切なこと、「気持ちいいが一番！」を紹介いたします。
　まずは、毎月２回ほど倉賀野に小暮理容所の方に来て頂いて
います。髪をカットし髭を剃ってもらう利用者様は、いつもより時
期が遅いときは、「今月は遅いね」と言われる程です。時には
パーマやカラーもして頂いています。女性の利用者様はやはり
綺麗が一番！ですね。小暮さんいつもありがとうございます。
　足のむくみや冷え性の方には、足浴とアロママッサージ、入浴
剤や殺菌効果のある看護師発案のヒビテン希釈浴、これは、水
虫の予防と改善に効果があり、温まって血行が良くなった後はさ
らにアロママッサージ、これもまた気持ちいい！
　次に不定期ですが耳かき。綿棒とベビーオイルで、耳掃除、大
きな耳の垢が出ると大喜び、利用者様にお見せし「ほら！こんな
のが出ましたヨ」とお互いに大笑いしています。

　身だしなみとして髭剃りです。当たり前ですが、朝に行い、さっ
ぱり男前になって頂いています。爪切りは知らないうちに身体を
掻き壊すことも。伸びていたら切っています。これからは、ハンド
マッサージもできればと思います。もし伸びきったままになって
いたら、すいません。遠慮なくおっしゃってください。
　まだまだ「気持ちいい！」こと、あります。茶香炉を焚いたり、お
茶や食事の時はテレビを消して音楽を耳にしながら、食事や会
話を楽しんでいただいています。
　このような感じで当たり前の生活を送って頂き、利用者様、ご
家族、職員にとって「気持ちいい介護」をしていきたいと思いま
す。写真は、先月のレクリエーションでの様子です。流しそうめ
ん、ペットボトルキャップ積みやデカ風船バレーなど季節感のあ
るレクリエーションを取り入れ、笑った分だけ楽しく寄り添った分
だけ幸せになれるように、ホッとできる時間・空間の提供を行
なっていきたいと思います。（工藤）

　ようやく暑さも和らいできたように感じる季節となってきまし
た。皆様、夏の疲れが出てくる頃ですが体調などはいかがでしょ
うか。今年の夏は特別に暑く、毎年夏の最高気温を競っているこ
こ群馬では、熱中症で救急搬送される方が「今年は例年に比べ
多い」と、先日車中のラジオで聞いて、思わず納得してしまいま
した。最近、体力の低下が見られていた方が、この暑い中予定通
りにデイサービスに通ってくださって食事、入浴、気分転換、体
操などを行い体重も少しずつ増えてきて活動的に過ごされてい

ます。ふらついていて誰かの介助が無いと移動もできなかった
方が自力でトイレまでの移動、散歩等もできるまでに回復されて
います。自分の事は自分でやりたいという思いは誰しもありま
す。我々は「出来るきっかけ」を作っているだけ。一番頑張ってい
るのはご本人なので、見違えるようにお元気になられた姿を見る
と、こちらも嬉しくなり温かい気持ちになります。これからもきっ
かけづくりに努力していきたいと思います。（齊藤）
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ケアサポートセンターようざん　事業所案内

ようざん  で   老    後    良  い

0120-43-6541お問い合せは、
右記フリーダイアルまで

高崎市
上並榎町
1180

高崎市栗崎町
141-1

高崎市貝沢町
1492-1

高崎市双葉町
22-9

高崎市石原町
4516-1

高崎市飯塚町
1030-1

高崎市飯塚町
1311-6

高崎市倉賀野町
2191-1

高崎市上中居町
557-2

高崎市上小塙町
1052

高崎市綿貫町
750-1

高崎市八幡町
７６８-１

所在地 提供サービス 事業所名 電話番号 FAX
看護小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん 027-386-6643 027-387-0310

訪問看護 訪問看護　ケアサポートセンターようざん 027-386-6643 027-387-0310
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん並榎 027-386-5843 027-387-0310
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん 027-362-0300 027-362-0036

グループホーム グループホームようざん 027-362-0300 027-362-0036
居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ようざん 027-329-5443 027-362-0036
デイサービス デイサービスようざん並榎 027-362-4373 027-329-6648
ショートステイ ショートステイようざん並榎 027-329-6643 027-329-6648
請求事務 本部事務所 027-362-0300 027-362-0036

小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん栗崎 027-353-4393 027-353-4392
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん栗崎 027-350-9981 027-353-4392

ショートステイ ショートステイようざん 027-386-8643 027-386-8644
居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所ようざん栗崎 027-381-8283 027-386-8644

小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん貝沢 027-386-5043 027-386-5044
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん貝沢 027-386-5143 027-386-5044
小規模多機能型居宅介護  ケアサポートセンターようざん双葉 027-386-9943 027-386-9843
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん双葉 027-386-9743 027-386-9843
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん石原 027-381-6743 027-381-6943
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん石原 027-381-6843 027-381-6943
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん飯塚 027-381-6812 027-381-6544
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん飯塚第２ 027-381-6813 027-381-6544

グループホーム グループホームようざん飯塚 027-381-6543 027-381-6544
定期巡回・随時対応型訪問介護 キュアステーションようざん 027-381-6136 027-381-6294

デイサービス デイサービス　プランドールようざん 027-381-6429 027-381-6294
サービス付高齢者住宅 ナーシングホームようざん 027-381-6457 027-381-6294

訪問看護 ナースステーションようざん 027-370-4355 027-370-4358

グループホーム グループホームようざん倉賀野 027-329-5743 027-329-5843
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん倉賀野 027-387-0043 027-387-0343
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん倉賀野 027-387-0243 027-387-0343
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん中居 027-386-8043 027-386-8143
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん中居 027-386-8243 027-386-8143
小規模多機能型居宅介護 ケアサポートセンターようざん小塙 027-386-4343 027-386-4443
認知症対応型デイサービス スーパーデイようざん小塙 027-386-4143 027-386-4443

配食サービス 配食センターぽから小塙 027-386-4844 027-386-4443
デイサービス デイサービスぽから 027-386-5776 027-381-6043
訪問介護 訪問介護ぽから 027-386-5775 027-381-6043
配食サービス 配食センターぽから 027-386-5778 027-381-6043

特別養護老人ホーム アンダンテ 027-395-7077 027-395-7078
ショートステイ アンダンテ 027-395-7077 027-395-7078

　蝉しぐれふりそそぐ盛夏の昼下がり、若き音楽家たちがアンダンテに集まりました。
　8月8日、特別養護老人ホームアンダンテ開設記念コンサートでフルートの演奏をプレゼントしてくださるためです。当日は会場に
入りきらないほどの聴衆が、今か今かと開演を待ちわびていました。演奏者は、美しいドレスに身を包んだ可愛らしいお嬢様4人。
　さあ、コンサートの開始です。白銀に輝くフルートを一斉に口元にあて、まずはビゼーの「カルメン」から。水を打ったように静かな会
場に第4幕から第3幕の、華やかな前奏曲から清楚なメロディに変わる調べが響き渡り感動が胸に広がっていきます。
　2曲目はモーツァルト「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」から、開設記念にふさわしい楽曲「アンダンテ」を文字通り歩く速さで聴
かせていただきました。また、ここからはお馴染みの曲が続きます。ジブリアニメ「千と千尋の神隠し」から「いつも何度でも」「天空の
城ラピュタ」から「君を乗せて」。そして懐かしい日本の歌「春の小川」「夏の思い出」「もみじ」「冬景色」。美しい音色とともに日本の四
季の情景が目に浮かんできます。アンコール曲の「川の流れのように」まで、その静謐な調べ、清清しい音色は一服の清涼剤のよう
で、まさに心洗われるひとときでした。
　フルートカルテットの皆様、ありがとうございました。これから益々のご活躍を期待しています。そして是非もう一度、あの素晴らし
い演奏をどこかで聴かせていただきたいと願ってやみません。（小林）

「特別養護老人ホームアンダンテ開設記念コンサート」を開催致しました。

　「暑さ寒さも彼岸まで」お彼岸は迷い煩悩に惑わされている
人間が悟りの世界と通じる時でもあり、自然に寄り添う暮らしの
中で暑さや寒さ、それに伴う様々な辛さも彼岸の頃には和らい
で楽になるよ、という励ましの意味もあるそうです。
　今年も暑い夏が続きましたが皆様の夏はどんな夏でしたか？
スーパーデイようざん中居の夏は、夏を楽しむレクリエーション
としてスイカ割り、流しそうめん、かき氷やヒマワリを見にドライブ

など季節を楽しんできました。特に流しそうめんは竹の代わりに
牛乳パックを使い、そうめん以外にもみかんやアメも流れてきて
皆様おハシで上手く掴めず大騒ぎでした。スイカ割りは利用曜
日を考え、一人でも多くの皆様に参加して頂けるように３回行い
ました。
　今度は秋を楽しめるように職員一同作戦を練っています。
（猪熊）

スーパーデイようざん中居
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