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訪問介護ぽから開設準備室 ０２７－３８６－５７７５（ショートステイようざん内 薄井・堀江まで） 

訪問介護ぽから 

 8月1日オープン予定の「訪問介護ぽから」です。現在、開設に向けて様々な準備を進めています。また、

訪問介護と一緒に始める予定の配食サービスのメニューの検討にも力を入れています。一人暮らしの方

や買物に行くことが難しい方に1食200円で、美味しいお食事を提供する為に、みんなで知恵を絞っていま

す。先日実際に作って試食してみました。もう少し煮物が多い方が良い等意見が出ましたので、工夫して8

月1日から美味しい食事をお届けします。 

訪問介護 

６月１２日（土曜日）高崎市総合福祉センターのたまごホールにて、ようざん家族会を行ないました。当日のプログラムは、 

 ・口腔ケアの重要性と効果について 

    ～後回しにされがちな口の中～  歯科医師 今村直樹先生 

 ・認知症サポーター養成講座 

  ・ボランティアさんの紹介と感謝状授与  

でした。大勢の御家族の方にお集まり頂き感謝しております。これからも、参加して役に立ち日頃の介護疲れが吹き飛ぶような

楽しい企画を家族会会長の松山様と共に考えていきますので、次回も是非ご参加下さい。 
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を大切に生きている利用者様を理解して頂き、温かく見

守って頂いていることに感謝しました。 

6月27日（日）のバザー参加を目指し5月頃から職員と一

緒に利用者様は昔とった杵柄で生き生きと雑巾縫いをし

ていらっしゃいます。時には利用者様が職員に「そうい

うやり方でない」と注意したり失笑したりしながら…。 

 「ふれあいバザー」に参加して地域の皆様とのふれあ

いを大切にして、沢山の笑顔を想い出のアルバムに収め

ていこうと思っています。 

ご家族様の温かい支援の中でバザーに参加できる事を職

員一同感謝しています。今後とも継続して地域との交流

を図っていきたいと思います。（渡丸） 

 梅雨の時期となり

ましたが、ようざん

栗崎の利用者様・職

員は梅雨の湿気も吹

き飛ぶような活気に

満ちた毎日を過ごし

ております。 

昨年より始まった利

用者様が縫った手作

り雑巾を、今年も岩

鼻小学校へバザー寄付することになりました。 

参加にあたり地域の方々から、認知症を抱えても一日一日

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 

スーパーデイようざん双葉 

認知症対応型通所介護 

 暑さが日ごとに増してまいりま

したが、皆様、いかがお過ごし

ですか？ 

スーパーデイようざん双葉で

は、６月上旬、鼻高展望台に出

かけてきました！ 

車で外出となると利用者の方も

楽しみな様子で、到着するまで

の車内から会話で盛り上がっ

ていました。車から降りて咲い

ている花々を見ると、「高崎に住んでたけどこんな素晴らしい景

色知らなかったよ」 

「こんな素晴らしい場所に連れて来てくれてありがとね」と感激

の言葉を頂き、私たちもとても嬉しいひと時でした。 

手作りおやつとして、利用者様と一緒にタコ抜きたこ焼きを作り

ました！作っている姿は、まさにプロ顔負け！の手際のよさ

で、とても美味しいたこ焼きが出来上がりました！「すごい美味

しいね」「楽しかったから、また作ろうね」と嬉しいお声を頂きま

した。 

これからも、利用者様に１日を楽しく、充実した時間を過ごして

いただくためにアイデアを出し合い色々な企画を考え、職員一

同頑張って行きたいと思いますので、よろしくお願いします。

（今泉） 
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バラの香りに包まれながら利用者様にはお茶を召し上がって頂

きました。利用者様からは「ステキねぇ」「きれいだね～！」と感激

のお言葉を頂くことができました。 

 また、別の日には“群馬の森”へも出かけております。こちらは

木陰で涼しい風にあたりながら木々の緑を感じ、お茶を飲み

ゆっくりと過ごして頂きました。 

 お陰様で当ユニットは一日のご利用者数も増え、定員いっぱ

いの曜日もあり活気にあふれています。これまでと変わらず個別

ケアを大切にし、楽しく一日を過ごして頂けるよう職員一同、一

層の努力をしていきたいと思います。（小金澤） 

スーパーデイようざん栗崎 

認知症対応型通所介護 

 ジメジメとした蒸し

暑い日が続き、早く

梅雨明けの待たれる

今日この頃ですがい

かがお過ごしでしょう

か。 

 夏本番になる前に

当ユニットでは外の

空気を感じようと、木部町のバラ園に出掛けてきました。今年は

天候不順でつぼみの段階で花びらが茶色くなってしまったとの

ことでしたが、それでも色とりどりのバラがたくさん咲いており、

ば、藤岡まで足を運び、香りに豊かさを感じ、今日ご一緒出来

なかった方々は、翌日出掛け。次の週は『敶島のバラ園へ

行ってみたい』とリクエスト頂き、何台かの車に皆で乗り合わせ

出発！！ 

『きれいだった』『風に乗って甘い香りが飛んできた』会話も増

し、車中はにぎやかです。ケアサポートセンターようざん貝沢

では、今の時期味わえる外出をたくさんして、いっぱい大きな

声でおしゃべりして笑顔で過ごせる事を目標に、“今日は、ど

この空がいいかなぁ”と絶えず試行錯誤しております。情報ご

ざいましたら、ご一報宜しくお願い致します。（大塩） 

“ちょっと目を通して頂けますか？” 

ようざん通信からこんにちは。緑が美

しく映り、通り抜ける風に心地よさを

感じる季節となり、皆々様もきっと外

出される事を楽しんでいらっしゃるこ

とと存じます。当苑をご利用頂いてい

る皆様も、昨日は群馬の森へおむす

びを持参してピクニック、アホウドリが

翼を広げた程の木々の間をゆったり

と歩き、今日は藤の花が見頃とあら

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 
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スーパーデイようざん飯塚 

認知症対応型通所介護 

さもひとしおの様子でした。また、６月には８，９日と２日間を通し

て近くの浜川公園内の菖蒲見学へ出掛けました。よく整備され

た日本庭園の中に数多く咲く菖蒲の花は見事なもので、会話を

楽しみながらの散策で一時の心の癒しを得られた様子でした。 

 この他にも様々な毎月の行事があり、外出だけでなく室内のレ

クも充実しており、お菓子作りやボーリング大会等の楽しい行事

を行っています。これからもレクを中心とした利用者様が楽しめ

るサービスの提供を目指し、利用者様が心身共に張りのある生

活を送れるように努力して行きたいと思います。(塚越) 

 青田を爽やかな風が渡る頃となりました。日増しに暑さも強ま

り、本格的な暑い夏の到来が訪れようとしている今日このごろ

です。 

 スーパーデイようざん飯塚では、利用者様が日々の暑さに体

調を崩されないように健康チェックや水分補給への気遣いに

注意し、幾つかの初夏の風物を外出行事として楽しんで参りま

した。５月１９日には玉村町の北部公園に行き、沢山のバラが

咲くバラ園や様々な木々に彩られた庭園等を散策しました。ま

た、園内の休憩所で事前に作ったおやつを持参して、いつもと

違う雰囲気で素敵な景観を眺めながら食べるおやつは美味し

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 

また、室内のレクリエーションでは紫陽花の花を壁画で作成した

り、塗り絵をしてもらったのを飾ったりと季節感を感じてもらえるよ

うにしています。 

梅雨に入り外出の機会も減っていきますが、利用者様に楽しん

で頂ける様に室内のレクリエーションにも力を入れていきたいと

思います。（櫻井） 

利用者様に季節を感じて頂けるように、浜川公園の菖蒲を見に

ドライブに出掛けました。当日は天気も良く、他の施設の方も見

に来られていました。 

菖蒲の花も見ごろで、色とりどりの菖蒲の花に囲まれて利用者

様も大変喜んでいました。男性陣は花より、鯉を熱心に観察して

いました。 



PAGE 5 ようざん通信 

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 

初夏の風が緑の木々を爽やかに吹き抜ける季節となりました

が、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

私達ようざんユニットでは,先日アイスクリームを食べに出かけ

て参りました。天気も良かったので車から降りテーブルについ

てアイスをいただきました。初夏の風にあたりながら、外でみん

な一緒に食べるおやつは格別と、皆さん、とても嬉しそうに召し

上がっておりました。利用者様、職員共に笑顔がたえないひと

ときでした。「今日はドライブ行く？」「今日はどこに連れてって

くれるの？」など朝の送迎車の中で必ず耳にするほど、みなさ

ん外出されることをとても楽しみにされていることがわかります。

できるだけ外に出ておいしい空気を吸い、いろんな景色を眺

めながら利用者様と素敵な思い出を刻んでいきたいです。し

かし季節は梅雨入りを迎え、外出する機会が減ってきてしまい

ます。ドライブだけではなく、室内でのレクを充実させ、みなさ

んに楽しく過ごしていただけるように工夫して参ります。 また、

利用者の金田様のお宅から「古代米」を頂きました。週に２～３

回程、食卓に出させていただきました。淡いピンク色に染まっ

たご飯は、ほんのりとした味があり、お粥にしてもおいしくいた

だけました。本当に、ありがとうございました。ごちそうさまでし

た。（中川） 

 すっかり合言葉が

「あー暑い」となってし

まいました。皆さん体

調を崩さないでお過

ごしでしょうか？今年

の梅雨は雨が少ない

ような気がします。水

不足にならなければ

よいのですが・・・高齢になるとどうしても水分を摂るのが面倒臭

くなり水分不足となりがちです。利用者様自身が水分不足にな

らないよう水分補給をしっかりとして頂くよう援助していきます。 

 ６月３日、毎月恒例の「お弁当を持って出掛けよう！」計画

スーパーデイようざん貝沢 

認知症対応型通所介護 

で、敶島のバラ園に行ってきました。 

 大きな広場の木陰の下でシートを広げ、皆で足を投げ出して

日光浴をしました。デイサービスを利用中、足を投げ出して過

ごす事がめったにないので出来るのか不安でしたが、ほとんど

の方がのびのびと座る事ができ安心し感心してしまいました。

やはり、出来る事に着目した介護が大切なのだと改めて再認

識しまいた。 

 木漏れ日の下で、昼食を食べ昼寝もしました。肌に当たる光

と風が暖かく柔らかったのが印象的でした。しばらく休憩し、公

園へバラを見に行きました。ようざん貝沢がオープンしたての

頃も敶島のバラ園にドライブに出掛け、バラの美しさと１年経っ

たのだなとを感じてきました。（山田） 
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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 

うつろいゆく紫陽花の花が露に濡れて美しい季節です。ここ ようざん双葉では紫陽花に負けない笑顔の花が満開で、梅雨の

うっとうしさは全く感じられません。毎日明るくにぎやかに過ごしています。 

ビュッフェ双葉ＯＰＥＮ 

６月１３日にランチバイキングを行いました。利用者様の目の前で焼くフランクフルトに

焼きそば。『ジューッ』という音と美味しそうな香りが一層、食欲をそそります。 

青じその香り豊かな鮭と舞茸の炊き込みご飯は、お粥の方にも出汁で雑炊に。蒸した

てアツアツの焼売など、固形のものを食べるのが難しいの方にもポテトグラタン、茶碗

蒸し、中華スープなどを用意し、とても喜んで頂けました。特に好評だったのが焼きそ

ばでした。３回もおかわりする方もいらっしゃいました。おやつも当然バイキングで職員

の手作りケーキもあり、全５種類のスイーツの中から選んで頂きました。満面の笑みで

“美味しい”とおっしゃって下さり職員一同大感動でした。今度はいつやるの？調子に、おだてに乗りやすい双葉の職員は・・・は

りきって７月も開催します。 お楽しみに。 

「理髪店」でサッパリした後は・・・ 

小規模双葉名物１社１技術ならぬ１者１芸。６月か

ら職員永井氏による「永井理髪店」がオープンしま

した。サッパリ綺麗に、ご希望通りにヘアーカットい

たします。髪もさっぱりした後は、ジャジャーン！出

ました、スロットルマシーン「アステカ」です。昔やっ

ていた方々の憩いの場になっております。今後も

積極的に興味のあるものを取り入れたいとおもって

います。 

上毛新聞にのりました 

明和県央高校「第７回地域ふれあい福祉交流会」に招待され訪れました。その

際、職員の矢島君がギターを弾き新聞に掲載されました。今後も高校生ボラン

ティア部のみなさん、遊びにいきます。ありがとうございました。（岡田） 
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認知症対応型通所介護 

スーパーデイようざん 

の写真を見て一層楽しかったことを思い出しているようでし

た。 

室内では蒸しパン、ケーキ、フルーチェなどなど手作りおや

つ作りが人気でした。意欲的に（中には使命感を持って）行っ

ていただき自分たちで段取りを考えながらの手作りおやつは

とてもいい生活機能訓練につながっています。作っていただ

く側も「今日のおやつおいしい」「ありがとね」「おいしかった

よ」と感謝の言葉のやり取りもあっていいなと思いました。 

畑ではナス、キュウリ、トマト、ジャガイモなど夏野菜の収穫が

始まり、日々のお茶請けや味噌汁の具、おやつにと味わって

います。これからの暑い夏に向け、体調に十分留意しなが

ら、一人ひとりの方と豊かに交流し、笑声がこぼれるような夏

を過ごしていきたいと思っています。（綾小路） 

いよいよ梅雨に入り暑かったり、

涼しかったりと気温差の激しい日

が続いています。体調を崩された

方も何人かいましたが、長引かず

に回復し笑顔で来苑してくださっ

ています。 

今月のお楽しみレクでは、長坂牧

場でアイスクリームを食べてきまし

た。朝から出かけることを楽しみに

されていた方、一口食べて「こんなにおいしいアイスクリームは

初めてよ」「また来たい」と蒸し暑い季節の中のひと時を楽しまれ

ました。車中でもアイスクリームの話題は尽きず、笑声がとぎれま

せん。帰苑後も大きな口をあけアイスクリームを食べている自分

「第６回よってって交流会」上毛カルタ大会前哨戦 

６月２６日に上毛カルタ大会前哨戦が行われま

した。各事業所対抗で、読み手も利用者様が

担当します。真剣な面持ちでカルタを取る参

加者。味のある読み方をする読み手の方々。

それを笑顔で見守るギャラリー。本当に全員が

一つになり、盛り上がった大会でした。今後は

７月に行われる予定で、職員対抗戦も一緒に

行われます。ご家族の方も是非ご参加くいださ

い。楽しいですよ～  （岡田） 
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ショートステイようざん 

利用者の皆様とも来所される方々とも「暑いねぇ～」「暑いです

ねぇ～」が合言葉のような日々が続きますが、皆様いかがお過

ごしですか？ショートステイようざんでは６月も様々なイベントや

レクリエーションを行いました。６月２０日の「父の日」には男性

の利用者様に何かプレゼントしよう！ということで職員手作りの

バラの花のコサージュを作りました。「花なんて喜んでもらえる

かな」と少し心配もありましたが、おひとりおひとりに「いつもあり

がとう」とお渡しすると、とっても素敵な笑顔をみせてくれて私

達も幸せな気持ちをいただくことができました。また、制作レクリ 

エーションでは七夕にあわせてユニットの天井に「天の川」を作

りました。色とりどりの様々な飾りを作ったり、星の形の短冊に

は願い事もしたためていただきました。 

思わず微笑んでしまうようなお願いごとに“叶うといいですね”と

言いながら飾り付けをしました。一生懸命作ってくれた天の川

は今日もみんなを楽しませてくれています。これからますます

暑さも厳しくなりますが夏を感じていただけるようなイベントやレ

クリエーションを皆様と一緒に楽しみたいといろいろ思案中で

す。利用者の皆様の元気の源となれるよう、心温まるコミュニ

ケーションをたいせつに笑顔あふれる場所でありたいと思って

おります。（渡邉） 

短期入所生活介護 

居宅介護支援事業所ようざん 【これから迎える夏の介護の注意点】 

 夏の介護で注意しなければならな

いことの一つに『脱水』があります。

「トイレが近くなるから水はなるべく

飲みたくない」 

そんな遠慮をして水分を摂らないと、体内の水分が不足し、血

液がドロドロ状態となり、その結果、心臓や脳の血管が詰まり、

血栓症による心筋梗塞や脳梗塞等を発症することもあります。

あまり外に出ることも無く、汗をかかないからと油断してはいけ

ません。 

 高齢者は体内に水分を溜めておくことが難しい上、口の渇き

を感じにくくなっている為、脱水症になりやすいのです。食事

やおやつの時間の他、起床後、就寝前、お風呂上り等にこま

めに水分補給をしましょう。また、皮膚が乾燥したり、唾液がネ

バネバしたり、尿の色が濃くなる等の異常が見られたら、脱水

症の可能性があるので早めに医師の診断を受けましょう。 

 また、①冷たい飲食物は冷えすぎて下痢や胃腸障害を起こ

す恐れがあるのでなるべく控える。 ②皮膚のトラブルを防ぐ

為、特に蒸れやすい陰部や皮膚が重なる場所（乳房の下や脇

の下等）は清潔に保つ。 ③冷房の効きすぎた部屋の長居は

禁物。等も夏の介護の注意点として挙げられます。食欲が落ち

る、汗疹ができやすい等でお困りの場合は介護サービスの回

数や内容を夏場だけ変更する事もひとつの手段です。水分補

給と室温調整に十分注意しながら、これから迎える厳しい夏を

元気に乗り切りましょう。（小板橋） 
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デイサービスようざん並榎 

通所介護 

 紫陽花の花が美しく

輝いて見える梅雨の

季節となりました。不

安定な日々が続きま

すが、皆様におかれ

ましては、いかがお過

ごしでしょうか？デイ

サービスようざん並榎

では、利用者様が「日々健やかに生きる」ために、余暇の時間を

どのように位置づけ、どのように活用していこうか日々職員は奮

闘しています。 

今回は、「介護予防」に取り組んでいるにデイサービスの「健康

体操」を紹介したいと思います。テーブルを移動し広い場所を

確保して、利用者様同士が見えるように椅子を丸く配置し、職員

の朝の挨拶から始まります。ほぼ全員が参加されるので、活気

あふれる時間であり、交流の場であります。 

何より「楽しく体操」をモットーにして、下肢筋力の低下防止・手

先の機能向上・脳の活性化・全身の持久力アップ・口腔、敏捷

性の体操をバランスよく取り入れています。変わった体操では、

「団扇のボール渡し体操」や「紙コップでピンポン玉渡し体

操」などゲーム感覚で楽しく体を動かしてもらっています。 

利用者様には「この体操をするとこんな効果がありますよ」と

体操がもたらす効果を説明すると「じゃあ頑張るか」「まだまだ

元気でいたいからね」と利用者様の意欲も変わってきます。

何より集団で楽しく行うので、体を動かす事が苦手な方でも

職員に褒められ、他者の方に見られると体も自然に動いてく

るようです。利用者様の「やる気」を引き出す声かけは重要な

ことだと考えています。体操は「やらされている」ことから、利

用者様が自ら積極的に取り組むものへ変わっていくことが体

操の成果が上がりやすくなるからです。体操の成果かどうか

は分かりませんが、車いすで来所された利用者様が現在は

手引き歩行までになり、トイレの移動も自ら行こうとする姿が見

られるようになりました。職員にとっては何よりうれしいことで

す。 

体だけではなく、心の健康も保てるように「自分が送りたい生

活」を目指して頑張る利用者様のサポートになれるように、職

員一同これからも利用者様の「意欲」作りに取り組んでいきた

いと思います。（吉岡） 
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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 

梅雨に入り、日々空模様が気になる季節になりました、田植え

も終わり梅も実をつけ紫陽花も見頃を迎えています。 

 グループホームでは５月よりデイサービスが始まり３名の方が

利用され、日中は１２名で過ごしています。歌やラジオ体操、う

めぼし体操、ボールを使った体操や散歩などで体を動かしてい

ます。特に散歩は楽しみのひとつです。それと生活を営む上で

忘れてならない一番大切な食事です。朝夕晩召し上がって頂

いていても「おなかすいちゃった」「食べてないんだけれど」と言

う方もいますが、食べることは何よりの楽しみだと思います。私も

そうです。利用者様のほとんどの方が、入れ歯ですので硬いも

のや噛み切れないもの、食べやすい大きさなどに注意しなあら

楽しい雰囲気をつくって食事をしています。今回は献立の一部

を紹介します。 

６月９日水曜日 

朝食 焼き鮭、ひじき煮、煮物、肉じゃかコロッケ、味噌汁 

昼食 鉄火丼、きのこと豆腐の煮物、バナナ、漬物、味噌汁 

夕食 冷しゃぶ、野菜サラダ、きんぴらごぼう、餃子スープ 

６月１０日木曜日 

朝食 さば味噌煮、ほうれん草胡麻和え、ふんわり卵、しらすお

ろし、味噌汁 

認知症対応型共同生活介護 

グループホームようざん 

昼食 カレーライス、卵豆腐、フルーツヨーグルト、漬物 

夕食 メンチフライ、マーボ茄子、ゆで卵サラダ、味噌汁 

６月１７日木曜日 

朝食 じゃがいもとナス炒め、肉団子、ひじき大豆炒り煮、ヨー

グルト、味噌汁 

昼食 鳥の香り揚げ、はんぺんフライ、かぼちゃ煮、マカロニ

サラダ、漬物、味噌汁 

夕食 親子丼、サラダ、漬物、味噌汁 

６月１８日金曜日 

朝食 いわし、きゅうりの酢の物、ミートボール、漬物、味噌汁 

昼食 焼き鮭、ほうれん草ナムル、もやし酢の物、肉じゃが、味

噌汁 

夕食 メンチカツ、かぼちゃ煮、トマト、ナムル、ワンタンスー

プ、漬物 

今後は生活の中にアロマテラピーを取り入れハーブティーを

飲んだり香りを楽しんだりしながらこころと身体を穏やかに健

康的に過ごしていただきたいと思っています。（白石） 
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2010年 7月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 
ふれあいバラエ

ティー 

（並榎） 

2 
おやつレク（飯

塚） 

シャンソン

ショー 

（双葉） 

3 
南京玉すだれ

（栗崎） 

 

4 
ニコニコバイキ

ング 

（双葉） 

5 6 
流しそうめん

（飯塚） 

7 
七夕行事 

（飯塚） 

8 
流しそうめん

（栗崎） 

9 
ふれあいバラエ

ティー（飯塚）

尺八・オカリナ

演奏（栗崎） 

10 
南京玉すだれ

（並榎） 

11 12 
オカリーナ 

（並榎） 

前田節子歌謡

ショー（双葉） 

13 
岡本ブラザーズ

（並榎）さわや

かハーモニカ

（栗崎）染料記

念館見学（飯

14 15 
お茶会（飯塚）

ようざん喫茶

（栗崎） 

なかよし手品

（双葉） 

16 
さわやかハーモ

ニカ（並榎） 

17 
すみれ教室大正

琴（栗崎）南京

玉すだれ 

（貝沢） 

18 19 
おやつレク 

（飯塚） 

20 
お誕生日個別外

出（飯塚） 

21 
民謡の松本グ

ループ 

（栗崎） 

22 
第7回よってっ

て交流会・上毛

カルタ大会グ

ループA決勝

（双葉） 

23 
前田節子歌謡

ショー（栗崎）

なかよしクラブ

（貝沢） 

ハーモニカ演奏 

（双葉） 

24 
スイカ割り大会

（飯塚） 

25 
松扇会（栗崎） 

26 
ふれあいバラエ

ティー（貝沢） 

27 
エレクトーンア

ンダンテ（並

榎）むつみ会

（飯塚） 

なかよしクラブ

（栗崎） 

28 
岡本ブラザー

ズ（栗崎） 

29 
地域ふれあいサ

ロン（双葉） 

30 
シャンソン

ショー（貝沢） 

31 

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。 



ようざん施設案内 

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/ 

８月１日開設予定 


