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 ケアサポートセンターようざんとようざん双葉では、秋祭りを行います。当日の

イベントは事業所毎に工夫を凝らしておりますが双葉ではバザーを行い、並榎

では八木節、高崎経済大学学生によるソーラン節等の催しを企画しておりま

す。また、両事業所ともに模擬店も多数出店し焼きそばやポップコーン、芋煮、

ヨーヨー釣り、輪投げ等々沢山ご用意しております。また、並榎では今年も利

用者様にも参加をして頂こうとユニット対抗歌合戦も企画しており、今から歌の

練習や踊りの練習も始めております。両事業所ともに一番のビックイベントです

ので、大盛況になるように準備を進めておりますので是非ご家族の皆様も御参

加下さい。 

ケアサポートセンターようざん双葉  

１０月１７日（日）１３時３０分から 

ケアサポートセンターようざん（上並榎）  

１０月２５日（土）１３時から  

秋祭りのお知らせ（上並榎・双葉） 

 ９月21日に、高崎市総合福祉センターたまごホールにて第２回事例発表会を行

ないました。大変多くの地域の方やケアマネージャーにお集まり頂き大変ありがと

うございました。事例発表会の抄録はホームページからダウンロードできます。 

 

第２回事例発表会を行ないました 

発表事例 発表事業所 

「本人の思い」と「家族の思い」 居宅介護支援事業所ようざん 

あたりまえの医療依存から、あたりまえの生活への転換 

～「違い」からの脱却を目指して～ 
ショートステイようざん 

語義失語症と向き合う スーパーデイようざん双葉 

マンガの手法を介護実践の場にとりいれて 

～マンガ介護計画は果たして有効か～ 
ケアサポートセンターようざん双葉 

心のつながり 

～制限をしないケア～ 
スーパーデイようざん飯塚 

ようざん通信 
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指導することの難しさを痛感しました。こちらも、とても良い勉強をさせ

て頂いたと思っています。 

 ９月１３日には全国理容ボランティアの皆様による無料カットが行わ

れました。中にはカリスマ理容師の方もいらっしゃり手際の良さに職

員・利用者様共に、ただただ驚くばかりでした。仕上がりも素晴らしく、

利用者様も満足され「ありがたいね」と感謝の気持ちを口々にされて

いて、中には涙ぐまれる方もいらっしゃいました。 

 敬老の日には伝言ゲームをチーム対抗で行い、普段話をされない

利用者様同士がコミュ二ケーションをとり、協力しあい楽しまれていま

した。最後には職員より手作りメッセージカードを手渡し、日頃の感謝

の気持ちを伝えました。 季節の変わり目で体調が崩しやすくなりま

すが、利用者様の変化を見逃さずいつまでも元気でいて頂けるよう、

職員一同より良いケアをしていきます。（石川） 

  爽秋の頃、皆様にお

かれましては、益々ご清

祥のこととお慶び申し上

げます。９月６～１７日ま

で高崎高等養護学校の

生徒さんが職場体験实

習に来ていました。最初

は戸惑う姿が見られまし

たが、２，３日経つとだい

ぶ慣れ自分から利用者様に声掛けをし、率先して手伝いをしてくれまし

た。ハキハキしていて笑顔がとても印象的でした。先生からは生徒が一

般企業に就職した時、困らないように厳しく指導してほしいと依頼があり

ました。私たちは生徒さんの将来に関われたことを嬉しく思うと同時に、

ケアサポートセンターようざん栗崎 

小規模多機能型居宅介護施設 

 ひと工夫といえば、お馴染みになった“手作りおやつ”も料理教室の

ように实施してみました。対面で利用者様の顔を見ながら行うことでコ

ミュニケーションも充实し、今行っていることにも興味を持って頂けたよう

でした。また、ご利用者様もお一人ずつ皆様の前で料理をして頂いた

のですが、その表情と姿はとても素敵で、この瞬間をご家族にも見て頂

きたいと強く思いました。 

 その他、9月は“十五夜壁飾り”を制作したり“手作りお月見だんご”を

楽しんだりと季節を感じて頂く企画も満載でした。秋の味覚に関しては

これからもたくさん出て来ますね。『天高く人肥ゆる季節』とでも言いま

しょうか…。利用者様も職員も健康管理を充分に、明るく楽しくそして美

味しい企画で今月も頑張ります！！（堤） 

スーパーデイようざん栗崎 

認知症対応型通所介護 

 秋空がどこまでも高く

澄み渡り、爽やかな季

節となりました。 

 スーパーデイ栗崎は

残暑にも負けず、利用

者様、職員共に元気

いっぱい過ごしており

ます。日中の気温が高

い為、あまり外出の機会が持てませんでしたが、その分室内で過ごす

時間を充实させ、午前午後とも積極的に体操を取り入れ身体を動か

し、心身共に活性を図ってきました。 
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進！！「もっと右！！」「前だよ前！！」「ひだりだよ！左！！」「まっ

すぐ、まっすぐ、それ！たたいて！！」と大歓声。力の強い方、弱い

方、すいかにＨｉｔした方、しなかった方・・・ 

 しばし盛り上がった後、見事にすいかは割れました。 「あー楽し

かったねぇ」と利用者様も喜んでいました。割れたすいかは３時のお

やつでおいしく頂きました。これからも、スーパーデイと共に楽しめる

行事を企画していきたいと思います。（冨樫） 

9月に入っても残暑が続いていましたが、このところ朝晩ぐっと涼しくなり

過ごしやすくなってきましたね。猛暑のさなか、気分だけでも涼しくなろ

う！という事で、スーパーデイようざん貝沢と合同で『第２回すいか割り

大会』を開催しました。（どんどんどんどんパフパフ～♪） 

 丸ごとのすいかが品薄だったらしく、管理者が２時間かけてヘロヘロ

になりながら探して買ってきました。そんな貴重なすいかを是非とも皆

で割ろうではないかぁ↑「オー！」という事で、やる気満々、いやっ、

尐々控えめな利用者様。目隠しをし代わる代わるすいかを目がけて突

ケアサポートセンターようざん貝沢 

小規模多機能型居宅介護施設 

 夏の暑さもようやく遠のき、朝・夕と涼しく

なった気がします。皆さんいかがお過ごし

でしょうか？ようざんでは、利用者様に秋を

感じて頂こうと“ドライブ”“外気浴”“創作レ

ク”“ちぎり絵”などといった活動に取り組ん

でいます。今月は、主に室内で行うレクリ

エーションに力を入れてみました。頭を

使ったレク？体を使ったレク？そんな事を

考えながら今回は、秋を感じられる十五夜をテーマにちぎり絵制作

に取り組む事にしました。 

利用者様中心となって一人一人個性豊かで、お互いにこうにしたほ

うがいいのではと意見が飛び交い、とても真剣に集中して取り組ん

でいる姿が拝見できました。出来上がった作品を見て、皆さんの表

情からは達成感が伺え完成を一緒に喜び合うことが出来ました。こ

れからも、利用者様には四季を感じて頂ける企画を行い職員一同

努力していきたいと思います。 

 １０月には、“ようざん秋祭り”を予定しておりま

すので、利用者様ご家族様の参加をお待ちして

おります。（小仲井） 

ケアサポートセンターようざん 

小規模多機能型居宅介護施設 
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デイサービスようざん並榎 

通所介護 

残暑厳しい８月も終わり、朝夕涼しくなってきました。 

日中との温度差もあり体調管理には気をつけなければなりません。 

さて、デイサービスようざん並榎では、９月に入り、レクリエーション目白

押しで、まず、９月１４日には敬老のお祝いという事で、近くの榎保育園

の園児１４名と先生達の訪問がありました。歌や手遊びなどを披露して

下さり、利用様の皆様はかわいい子供たちの姿を見てひ孫くらいか

な？と満面の笑みで喜んでおりました。利用者様と園児が手を取り合

い、一緒に体操したり歌を唄ったりと交流が図れ素敵な時間を過ごすこ

とが出来ました。又、園児のみなさんから心がこもったかわいい絵のプ

レゼントを頂き、とても心に残る楽しい敬老の日となりました。 

その他に、私達職員から利用者様一人ひとりに敬老の日のメッセージ

カードを作成してプレゼントをさせて頂きました。涙ぐみ喜んで頂く

利用者様もいて私達職員も嬉しい限りです。また、飾り物のお団子

作成を行い、お花紙を丸めて作り飾ったり、十五夜の前日には、み

たらし団子を作っておやつに食べたりと季節感を五感で感じて頂き

ました。 

ドライブは鼻高展望花の丘へコスモスを見に行ったり、里見へ梨狩り

に行ったりしました。これからも天気の良い日などには気分転換に

色々な所へ出掛けてみたいと思っております。 

今は、コスモスの壁画作成をはじめています。どんな壁画が出来上

がるか？今から楽しみです。これからも、利用者様に喜んで頂ける

企画を考えていきたいと思います。そして、職員一同心のこもった笑

顔でお待ちしております。（猪熊） 

 9月は夏の暑さも和らぎ、外へ出かけやすい日も多くあり、ようざん飯

塚では、ご利用者様との外出のご様子をご紹介させて頂きます。  

 ＊9月3日 新規のご利

用者様の来苑記念で

『すし一丁』へ外食会。 

『何でもいいよ！でも、

お寿司は大好き！！』と

他利用者様・職員と楽し

い会話の中、沢山のお

寿司やデザートを召し上

がられておりました。 

 ＊9月4日 今月お誕

生日のご利用者様と個

別に外出。鼻高のコスモ

ス見学へ行き、高台から

見る高崎の街の美しさに

感動。季節の花を観賞さ

れ、職員共に良い気分

転換のプレゼントとなっ

たご様子でした。 

スーパーデイようざん飯塚 

認知症対応型通所介護 

 ＊9月9日 観音山ファ

ミリーパーク・染料植物

園外出。定番の秋の行

楽旅行。近場ですが、

ファミリーパークにて手

作りのお弁当はいつもの

食事の何倍も美味しく感

じられていたご様子でし

た。沢山のイベントの中

で、どの利用者様も外出

がお好きで、『見て・感じ

て・考える』良いリフレッ

シュと認知症ケアに繋

がっていると感じます。

ご利用者様の日常を通

して、楽しさや喜びを提

供して行けるように努力

して参ります。（新井） 
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＠twiyouzan 

 http://twitter.com/twiyouzan  

ホームページのお知らせ 

 当施設の案内やレクリエーション活動の状況を

定期的に更新しお知らせしております。また、施

設のブログや施設長のブログも公開しております

のでご覧下さい。ブログは携帯電話でもご覧頂け

ます。 

  

 

 ようざんホームページ 

http://youzan.jp（ＰＣのみ） 

ホームページではようざん通

信のバックナンバーをダウン

ロードできます。 

 

ようざんブログ       
http://youzan.gunmablog.net/ 

  

  

施設長ブログ    
http://youzan2.gunmablog.net/ 

 
ケアサポートセンターようざん 検索 

猛暑だった夏も去り、日中はまだ暑さも残っていますが、朝晩は

すっかり秋めいて虫の声も心地よく響く季節となりました。 

 スーパーデイようざんの利用者様は夏バテもせず明るくお元気に

過ごされています。この夏あまりの暑さに控えめだった苑周辺の散

歩も、最近では日中行事の一つとなっています。遠くに高崎観音を

眺めつつ、刈り入れを待つ稲穂を横目に、気持ちいい自然の中を

散歩されています。外出では鼻高展望の丘によく出かけ、今盛りの

一面に広がるコスモスの花に囲まれいつもは「花よりだんごだよ！」

と冗談を言われる方々もとても喜んでくださっています。このように

外出を楽しみにしてくださる方も多く、限られた時間の中でより楽し

んで頂けるよう、ドライブ先の情報を常に仕入れ検討しています。 

制作では色紙で「菊の花」を作りました。壁に飾りブドウの壁画ととも

に秋のホールを彩っています。90歳を超えられたある利用者様は、

認知症対応型通所介護 

スーパーデイようざん 

色紙を三角に折る過程を担当してくださり、大変几帳面に折ってください

ました。「次はどうするの？」と次の過程に興味をもたれ細かい作業にも

挑戦されていました。御幾つになられても前向きな気持ちが素晴らしいと

思います。又日々の生活の中では食器拭きや洗濯物たたみなどはお手

の物で「私も、私も・・」と手が出てきてアッという間に終了。「アッという間

のためごろー」なんて明るく和気あいあいで結構男性の方も手伝ってく

ださっています。 

9月は恒例のユニットの敬老会を行い、利用者の方々の健康と長寿を祈

念して、職員手作りのお守りをお渡ししました。これからは来月の秋祭り

に向けて準備や練習が始まります。楽しい1日となりますよう準備していき

ますので、是非利用者様、ご家族様のご参加を職員一同でお待ちして

おります。（栢島） 
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ケアサポートセンターようざん双葉 

小規模多機能型居宅介護施設 

「いつまでも、美しく・・・」 

ようざん双葉では、女性利用者様に、より美しくより若々しく過ごして頂きたいと思い、毎

月３と９の付く日に「お化粧デー」を始めました。（通称「サンキュー祭り」）お化粧デーを

始めるにあたって、ご利用者様やご家族様のご協力を頂き、多くの化粧品を揃えること

ができました。ありがとうございました。お化粧デーでは、お化粧の得意な小規模利用者

の杉浦さま直々に、ご指導を頂きアシスタント（職員）３名と共に、お一人お一人ご利用

者さんをキレイに、お化粧をし綺麗なマニキュアを塗りました。尐しずつキレイになってい

く姿を見て、今まで見たことのない満面の笑顔へと変わっていきます。みなさん爪を見な

がら「キラキラしててキレイね」「あなたも綺麗よ」との声が飛びかい、利用者さん同士で、

褒め合う姿が見られ、私達職員もとても嬉しい気持ちになりました。そう、男性職員

も・・・。次回は、なんと！第１１回よってって交流会「いつまでも美しく」としてお化粧交流

会を行いますので、レディのみなさんは是非お越し下さいませ。(佐藤・レク一同) 

「デザートバイキング」 

みなさんこんばんは、グルメレポーターの矢島です。ここ双葉では９月５日にデザートバイキン

グが行われました。それもパティシエ・ド・タゴさんによる和洋中デザートはもう絶品！！これぞ

デザートの宝石箱や～。というわけで次回もバイキング

企画しています。これはお楽しみやぁ～（矢島） 
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「第１０回よってって交流会 上毛カルタ大会」 

４ヶ月を費やした上毛カルタ大会も９月２４日（金）に決勝戦が開かれました。数々の名勝負が繰り

広げられ、激戦を制覇し優勝されたのは、ケアサポートセンターようざん貝沢チームです。おめでと

うございます。（須藤雅野 ） 

「第一回よってって秋祭りの開催のお知らせ」 

１０月１７日ようざん双葉では、第一回よってって秋祭りを開催致します。バザーや数々の模擬店、

みなさま是非お越し下さいませ。（实行委員長・須藤史渡） 

ショートステイようざん 
暑い日々も終わり、朝晩は急に肌寒くなり、秋らしい季節になって参り

ました。天気の良い日には利用者様と共に散歩にも出かけて行きた

いと考えております。 

 さて、ショートステイようざんでは、敬老の日のイベントとして、豆腐白

玉団子と写真入りフォトフレームを利用者様にプレゼントいたしまし

た。豆腐白玉団子はスタッフの手作りで、白玉粉に豆腐を混ぜること

で柔らかくおいしくいただけます。写真入りフォトフレームは、それぞ

れ利用者様のベストショットを入れさせていただきました。おいしい食

べ物に写真のプレゼントで、私たちの日々の感謝の気持ちが伝わっ

ていただけたかと思います。なによりも、利用者様からたくさんの笑顔

をいただき、共に喜び合えたことで、敬老の日のイベントは大成功に

終わりました。 

今回の制作レクリエーションでは、「ハロウィン」をテーマにかぼちゃの

仮面を制作いたしました。次回の制作レクリエーションのテーマは「紅

葉」です。利用者様に季節の移り変わりを实感していただくと共に、物

や作品を作るという作業を通し、腕、指先の伸縮運動もかねて、作品

を完成させるという楽しみを感じていただきたいと思います。 

 これから空気が乾燥し、寒さが強まり、風邪を引きやすい季節になり

ます。利用者様、スタッフ共に、体調管理には十分に気をつけ、これ

からも利用者様が日々楽しく過ごしていただけるように、スタッフ一同

努めて参りますのでよろしくお願い致します。（山木） 

短期入所生活介護 
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ケアサポートセンターようざん並榎 

小規模多機能型居宅介護施設 

に行って来ました。ぶどうはとても食べ頃で、とても大きな粒の

ぶどうが沢山ありました。利用者様も大変喜んで一生懸命にぶど

う狩りを行っていました。「美味しいね」等の声が沢山上がり、

職員もとても喜ばしく思いました。また、ぶどう園の場所から高

崎市内が一望出来、ぶどうの木々で日陰になり心地良い風に当た

りながら食べるぶどうは、とても贅沢なものでした。 

利用者様には、秋の季節を感じて頂けるとても良い機会になった

のではないかと思います。 

並榎ユニットでは外出レクだけではなく、制作レクにも季節を感

じられる物作りを意識し日々取り組んでいます。並榎ユニットに

は十五夜をイメージした壁画や展示物等もあり、ユニット内は秋

一色に染まりつつあります。 

これからも、利用者様に楽しんで頂ける様なレクを提出していけ

る様、頑張って行きたいと思います。 

ようざん並榎 （粕川） 

今年の夏は大

変暑い日が続

い た の で、利

用者様にはこ

まめに水分を

摂って頂き暑

い 夏？秋？を

乗り切りまし

た。 

秋といえばス

ポーツの秋。

読 書 の 秋。芸

術 の 秋・・・

等と色々ありますが、やはり秋といえば「食欲の秋」ですね！！

秋は実りの秋でもあり、葡萄、梨、松茸、秋茄子等、食べ物の美

味しい季節です。私達ようざん並榎では、『食欲の秋』『実りの

秋』と言う事で９月１３日～１５日にかけて榛東村にぶどう狩り

 異常気象に見舞われた今年の夏でしたが、尐しずつ秋の気配が感じ

られる様になりました。ス一パ一デイようざん双葉では、今月もお誕生

会や、鼻高展望花の丘 に咲きはじめたコスモスの花見ドライブに出掛

けて来ました。また、新聞紙のカラ一印刷部分を使い丸めてブドウ作り

の制作や、ススキ、秋明菊など秋の草花を利用者様に活けてもらい秋

スーパーデイようざん双葉 

認知症対応型通所介護 

らしく室内を飾り喜んで頂きました。９月２０日敬老の日では、壁掛け

のプレゼントと紅白饅頭を作り、御祝いの歌を唄って楽しい一時を過

ごしました。これから紅葉など良い季節となりドライブなど外出の機会

を多く作りたいと思いますので、健康に気をつけてお元気で御来所下

さい。（酒井） 
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９月２２日ようざん貝沢全体で敬老会を行いました。 

まずはスーパーデイの職員による芝天（カッパ）踊りです。続いては小

規模多機能の職員による炭坑節です。所狭しと皆様に披露しました。

途中から踊りが大好きな利用者様が加わり大変賑わいました。 

 次は、「よへいとおっかぁ」の劇をしました。田舎の景色、囲炉裏の背

景をステージ後ろに並べ、中央に職員ふんするよへいとおっかぁが座

り物語が始まりました。皆様、真剣な眼差しで観ていて歓声が上がっ

ていました。殿様からのトイレットペーパーの褒美が大爆笑で、拍手喝

采の内に終わりました。 

スーパーデイようざん貝沢 

認知症対応型通所介護 

ちなみに劇の内容は、『お年寄りを姥捨て山に捨てるという御触れが

出ている時代の話で、隣の国に攻め込まれそうになり無理難題を突

き付けられそれをよへいのおっかぁが解決し、殿様が大変喜び、お年

寄りを敬い姥捨て山に捨てるのを辞める』というお話です。 

敬老会の最後に、敬老のお祝いを込めて手作りのキーホルダーをプ

レゼントさせて頂きました。ようざん双葉からも８名の利用者様が見学

に来て下さり、ありがとうござました。来年の敬老会も皆様が楽しんで

頂ける催し物をしたいと思います。（小澤） 

こんにちは、おかげさまで訪問介護ぽからは８月

１日にスタートして２ヶ月がたちました。私はぽか

らで事務を担当している原田です。利用者様に

良いサービスができるように頑張っていきますの

で、よろしくお願いします。 

訪問介護は、簡単に説明しますと利用者様のお宅にお邪魔して調理・

訪問介護  ぽから  
掃除・洗濯・買い物等の家事援助をしたり、入浴・オムツ交換等の身

体介護をします。ぽからの特徴として、「お弁当」の配食も行っていま

す。一食200円の「お弁当」が安くて美味しいとたくさんの利用者様か

ら褒めて頂いています。また、お弁当を配食する事によって、調理の

時間が省けて掃除や洗濯等の家事が行え時間を有効に活用できる

ので、とても喜ばれています。ぽからのお弁当は野菜が多く彩りも良

いので、是非お試し利用してみて下さい。（原田） 
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お好み焼き♪ 

９/１３(月曜日)晴れ 

今日は職員と利用者様とで、お好み焼きを作りました。利用者様に、

ホットプレートに生地を流し込んでもらったり、フライ返しで生地を裏返

してもらったり、お皿に取り分けてもらったりと皆さんで作ったお好み焼

きが凄く美味しいのか、普段、食の進まない利用者様も「もっと食べま

すか？」と聞くと「貰って食べて良いの？？？」と、職員達が驚くほど、

口の中にお好み焼きが消えていきました。利用者様の皆さんが喜んで

食べているのを目にした職員達も、嬉しくて嬉しくて堪りませんでした。 

認知症対応型共同生活介護 

グループホームようざん 

「皆さん、また一緒に作りましょうね！」とお話しすると「そうねっ！また

作ろうね♪」と食べ終わった後も会話が途切れず弾んでいたのは言

うまでもありません。 

 今年の夏は酷暑となり、残暑も厳しいですが、家族様もお体には十

分に気を付けて頂きたく思うとともにグループホームようざんとしても、

これから秋祭りもありますので利用者様の健康管理には十分に気を

付けていきたいと考えています。今後とも宜しくお願い致します。 

(鈴木) 

居宅介護支援事業所ようざん  

ようやく秋の涼風にすがすがしさを感じられる季節になりました。みな

さまいかがお過ごしでしょうか。薬の知識について簡単にお話しした

いと思います。 薬を数種類服用している高齢者の方々が多くいらっ

しゃいます。薬は、きちんと服用もしくは、使用して初めて効果が得ら

れるため、適切な服薬が大切になります。高齢者は加齢によって肝臓

や腎臓の機能が低下しているため、薬の代謝や排泄が悪くなってき

てしまいます。薬の服用における留意点をまとめてみました。 

 ｛留意点｝ 

 ・家族やご利用者がどのような薬を服用しているか、周知しておく。 

 ・転倒、ふらつき、めまい、嘔吐、下痢など普通とは違う症状がみら

れたら、 薬の内容を確認し、副作用の影響はないかどうかを考える。

特に、薬が増量、減量、新薬が処方された場合は、注意して症状を観

察し、医師と相談する。           

 ・薬は水か湯ざましで服用することが安全。水なしで薬を飲むと薬が

食道に付着し、その部分で薬が溶け、潰瘍ができることがある。 

・基本的に食事を摂らなくても薬は服用する。ただし、糖尿病薬や胃

を刺激してしまう薬などは、必ず食事を摂ることが大切。 

・お年寄りの口腔内は非常に乾いている。まず、口のなかを湿らせて

から薬を飲んでもらう。なるべく多くの水で飲む。お茶、牛乳、コー

ヒー、紅茶、ジュース、グレープフルーツジュースなどで服用するとそ

の中に含まれる成分と反応を起こし、効果を下げたり、副作用を起こ

す場合がある。 

・薬を服用させる場合は「座位」で行うことが基本。服用後もしばらく座

位保つこと。薬が胃に到達せずに途中で停滞すると、効果に影響す

るだけでなく、その部位に炎症や潰瘍を引き起こす可能性がある。寝

たままの状態で服用させるときは頭を尐し持ち上げると飲みやすくな

る。 

  ・薬との果物、飲み物との組み合わせ 

高血圧の薬とグレープフルーツとの飲み合わせは危険があるというこ

とはよくいわれる。グレープフルーツに含まれるフラノクマリンという成

分が高血圧症や狭心症などの薬（カルシウム拮抗薬）と作用して効果

が強く出すぎ、危険な状態になる場合がある。症状として血圧が下が

りすぎてめまいや失神、心拍数の増加、顔面の紅潮などを引き起こす

ことがある。グレープフルーツは免疫抑制剤や抗がん剤なども影響が

出やすいので注意が必要。また、カルシウムイオンに反応する合成抗

菌剤などは牛乳で服用しない。 

 などがあります。薬が処方される際には、処方箋といって薬の説明

書きがもらえます。必ずきち

んと読み分からない事や不

安な事があれば、医師か薬

剤師に相談、確認して下さ

い。（内田） 
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イベントの追加や予定の変更されることがあります。

最新の情報はホームページの 

“ようざんカレンダー”をご確認ください。 

２２年１０月 イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 
南京玉すだれ

（上並榎） 

3 
お化粧デー（双

葉） 

4 
外食会（飯塚） 

5 6 7 
ふれあいバラエ

ティー（上並榎） 

南京玉すだれ

（栗崎） 

8 
かみつけの里

博物館外出 

（飯塚） 

シャンソンショー

（貝沢） 

9 
お化粧デー（双

葉）南京玉すだ

れ（貝沢） 

10 

 

11 
運動会（飯塚） 

12 
オカリーナ高崎

（上並榎）むつ

み会（栗崎）双

葉町コーラス

（双葉） 

13 
お化粧デー（双

葉） 

14 
南京玉すだれ

（双葉） 

15 
さわやかハーモ

ニカ（上並榎） 

ふれあいバラエ

ティー（飯塚） 

前田節子ショー

（栗崎） 

16 
おやつレク 

（飯塚） 

運動会（貝沢） 

第１１回行って来

て交流会（双葉） 

17 

秋祭り 

（双葉） 

18 
フレンドミュー

ジック（双葉） 

19 
お化粧デー（双

葉） 

なかよしクラブ

（貝沢） 

20 
岡本ブラザーズ

（栗崎） 

21 
群馬の森外出

（飯塚） 

ようざん喫茶

（栗崎） 

22 23 
お化粧デー 

（双葉） 

秋祭り 

(上並榎） 

24 25 
ふれあいバラエ

ティ（貝沢） 

26 
むつみ会 

（飯塚）なかよし

クラブ（双葉） 

27 
おやつレク 

（飯塚） 

28 29 
よってって交流

会「いつまでも

美しく」（双葉） 

石黒グループ

（栗崎） 

30 
お化粧デー 

（双葉） 

31 
お化粧デー 

（双葉） 

松扇会（栗崎） 

      



ようざん事業所案内 

事業所名 提供サービス 所在地 

ケアサポートセンター ようざん 小規模多機能型居宅介護 

群馬県高崎市上並榎町1180 

電話 027(362)0300  

ケアサポートセンター ようざん並榎 小規模多機能型居宅介護 

スーパーデイ ようざん （予防）認知症対応型通所介護 

グループホーム ようざん （予防）認知症対応型共同生活介護 

デイサービス ようざん並榎 （予防）通所介護 

居宅介護支援事業所 ようざん 居宅介護支援 

スーパーデイ ようざん飯塚 （予防）認知症対応型通所介護 
群馬県高崎市飯塚町1311-6 

電話 027(370)4355 

ケアサポートセンター ようざん栗崎 小規模多機能型居宅介護 
群馬県高崎市栗崎町141-1   

ケアサポートセンターようざん栗崎 

スーパーデイようざん栗崎 

電話 027(353)4393 

ショートステイようざん 

電話 027(386)8643 

訪問介護ぽから 

電話 027(386)5775  

スーパーデイ ようざん栗崎 （予防）認知症対応型通所介護 

ショートステイ ようざん （予防）短期入所生活介護 

訪問介護 ぽから （予防）訪問介護 

ケアサポートセンター ようざん貝沢 小規模多機能型居宅介護 
群馬県高崎市貝沢町1492-1 

電話 027(386）5043  
スーパーデイ ようざん貝沢 （予防）認知症対応型通所介護 

ケアサポートセンター ようざん双葉 小規模多機能型居宅介護 
群馬県高崎市双葉町２２－９ 

電話 ０２７（３８６）９９４３ 
スーパーデイ ようざん双葉 （予防）認知症対応型通所介護 

http://youzan.jp/ 


