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主権在客 

http://youzan.jp/ 

家族会のお知らせ 

 以前より家族会を各事業所単位又は事業所地域毎に開催させていただいていましたが、今年度はすべての事業所全体で

行うことになりました。ようざん全体で行うことにより、より充実した会にしていきたいと考えています。特に今回は初めての試み

ですので力を特に入れて企画を考えていますので是非ご参加下さい。 

日時 ６月１２日（土曜日） １３時３０分より 

場所 高崎市総合福祉センター たまごホール 

 〒370-0065 群馬県高崎市末広町115-1 

 TEL(027)370-8822［総合受付］   

内容 

 ・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 

各事業所よりもう一度ご案内と出欠の確認をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

ようざん双葉で理美容のボランティアをして頂いている、「ヨシデン」さんです。わざわざスタッフのお休みの日に３名で来て頂き

ボランティアでカットして頂いています。ありがとうございます。 

ボランティアさん紹介  “ヘアーサロン ヨシデン” 

 国内外の人気サロンで吸収した経

験と感性を地元のお客様にお届けす

る事をコンセプトとして高崎上小塙

町に上陸しました。「年を重ねても

キレイでいたい」誰でもそう思いま

す。 

そんなごく当り前なことを形にして

行く為に私どもはようざん様にてボ

ランティアをさせて頂いておりま

す。遠慮なくお気軽にお申し付けく

ださい。そしていつまでもキレイで

元気になっていてください。 

Staff 一同 
http://www.yoshiden.jp/ 

http://www.yoshiden.jp/index1.php
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一緒に参加して頂けるように歌詞カードを用意して、馴染み

の歌を全員で合唱。又、地域に馴染みのある「２段落とし」や

「炭鉱節」の踊りを利用者様と職員も参加しました。私も思わ

ず一緒に輪の中に入って、賑やかに踊ってしまいました。 

又、ようざん施設長高橋が詩吟を皆様に披露させて頂きまし

た。利用者様より“上手だね”と褒めて頂きチョット照れぎみで

した。 

地域の皆様のおかげで、利用者様に楽しい一時を過ごして

頂くことができ、感謝しています。これからも地域の皆様に愛

される“ようざん”で有りたいと思っています。 

そして私達職員が尐しでも地域の皆様に、貢献できるように

頑張っていきます。（村田） 

  寒い～暑い～、日々の温度差が激しい中、利用者様は笑顔

で毎日元気に過ごされています。 

4月は外出する機会を多く持ち、高崎公園・慈眼寺・高崎観音等

に花見に行ってきました。「今年も桜の花が見る事が出来た」と

大喜びで満面の笑顔で桜の木の下で、お茶を飲んで頂きまし

た。 

さて4月11日に栗崎の春のお祭り“第2回春の祭典”を開催しまし

た。 

今回は苑外（駐車場）で春の陽だまりの中、並榎・飯塚・双葉ユ

ニットの利用者様にも来て頂き、総勢50名様程の利用者様が集

まり、盛大に行いました。内容としましては、岩鼻地区で活動し

ている“松本グループ”22名の皆様により歌、舞踊、三味線・尺

八・樽太鼓等を披露していただきました。民謡・和楽器・舞踊は

プロ顔負けで、利用者様は大満足。さらに近所の方々も素晴ら

しい歌声と演奏に誘われて見に来て頂きました。利用者様にも

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 



PAGE 3 ようざん通信 

子をしながら多くの笑顔を拝見させて頂きました。 

 制作レクでは、ビニールと紙の素材で“こいのぼり作り”を行い

ました。細かい作業にも根気よく参加頂き、出来上がりにユニッ

ト内へ吊るすと「太ってるけど元気そうでいいね」「すごいね！出

来たね！」と喜びと充実感のお言葉を頂くことができました。 

 これからも、ご利用されている方々が穏やかで楽しい時間を過

ごして頂けるよう、職員一同活動的に努めて参ります！（清水） 

スーパーデイようざん栗崎 

認知症対応型通所介護 

 満開に咲き誇っていた桜の花も葉桜となり、木々達は新緑の

季節を迎えようとしています。活動的な季節の幕開けです。 

 スーパーデイようざん栗崎では、利用者様に楽しんで頂く為、

毎月多くのイベントを企画、実施しております。先日開催された

“春の祭典”では、午前中、雨模様で心配されましたが、午後に

は暑さも感じられるような晴天になり、無事に予定通り実施する

ことができました。当日は、各事業所からも沢山の利用者様に

集まって頂き、とても賑やかな一時を過ごして頂くことができたと

思います。歌、踊り、三味線、尺八、樽太鼓などが行われ手拍



＠twiyouzan 

 http://twitter.com/twiyouzan  
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認知症対応型共同生活介護 

グループホームようざん 

桜の花見 

４月９日（金）晴れ 

今日は利用者様の日

頃からの行いが良い

事もあって、尐し肌寒

さもありましたが快晴

でありました。午前１０

時頃に職員の皆さんと利用者様全員で、真木病院の近くの川

沿いに面した橋の近くに桜を見に行ってまいりました。桜は満

開でとても綺麗でした♪ 

利用者様の中では「わぁ、綺麗！私みたい」とまで言ったかどう

かまでは分からないですが、「お花が綺麗ね！」と仰っていまし

た。また、花見にはお茶とお菓子を持って行ったのですが、皆

様「花より団子」であったらしく、食べに走ってしまわれたそうで

す。４月ではありますが、まだまだ寒さが続いております。 

ご家族の皆様も風邪などを引かぬよう、お体には十分に気を

つけて下さい。 

 

＊写真を掲載して

いますが、桜は護

国神社のものと真

木病院の桜を載せ

ています。（鈴木） 

スーパーデイようざん飯塚 

認知症対応型通所介護 

がほとんどでした。その後の園内散策でも、歌を唄われながら

散歩されたり、通りがかりの小さな子供達とふれ合うなど思い思

いのひと時を過ごされて、たくさんの笑顔を写真に残す事が出

来ました。 

 私たち職員はこれからも様々な行事を通じ、利用者様それぞ

れに合った楽しみを感じて頂けるよう努力して参りたいと思って

おります。（沼田） 

 『敷島公園への花見が楽しみだね』 ホールの壁に貼り出さ

れている４月の行事予定を見た利用者様からそんな言葉が聞

かれた４月の初め。まだ寒暖の差が激しく天気も心配されまし

たが、当日の４月８日は絶好の花見日和となりました。昼食に

はスーパーデイ飯塚恒例の職員手作り弁当を召し上がって頂

きました。満開の桜の下、みんなで輪になり食べるお弁当にい

つも以上に箸が進まれたご様子で、お弁当箱を空にされた方
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 厳しい寒さも終わり、吹く風も

暖かくなって参りました。 

ショートステイようざんでは、ご

利用者様に春の匂い・春の風・

春の色を感じて頂けるようお花

見を企画し、三ヶ所に亘り桜を堪能して参りました。慈眼寺のし

だれ桜・高崎公園の桜・進雄神社の桜と、天候にも恵まれお花

見を堪能する事が出来ました。普段、外に出る機会が尐ない男

性のご利用者様の表情もとても柔らかく、目もキラキラしているご

様子でした。「桜はいつ見ても綺麗ね。」と女性のご利用者様か

らお話しを頂くも、「でも、やっぱり花より団子よね。」と女性職員

とでお話しが盛り上がりました。 

ショートステイようざん 

短期入所生活介護 

ショートステイようざんでは、季節ごとにさまざ

まなイベントを企画しております。 

毎月行われているイベントでは、毎月第３水

曜日にようざん喫茶を開催致しております。ご家族・ご利用者

様から好評頂き、ようざん喫茶も三度目の開店を迎える事が出

来ました。今後はショートステイだけではなく、他の事業所のご

利用者様にも喫茶をご利用して頂きたいと思います。すべての

ご利用者様に来店して頂けるよう企画・提案を職員で持ち寄

り、より素晴らしい喫茶店にして行きたいと思っております。 

ご利用者様に日々の生活の中で、安心で楽しく過ごして頂ける

ようなサービスを提供していきたいと思っております。（中村）  



居宅介護支援事業所ようざん 認知症の話その５ 

  認定調査で伝えたいことが言えてますか？ 

 昨年４月に要介護認定が見直され、認知症の方にとって厳しい判定

が出る事も多く、認知症への無理解を強く感じています。その後、「結

果が軽く出る」との指摘を受け、さらに見直され、二点三転してようやく

軽度化の是正の混乱が落ち着きを見せてきましたが、依然認知症へ

の認識が薄いと感じざるを得ません。 

 要介護認定には一次判定と二次判定があり、一次判定では７４頄目

の認定調査票に従い調査員が訪問し、聞き取り調査が行われ、主治

医意見書の一部と一緒にコンピューターにより判定されます。二次判

定は、認定審査会において、その結果をもとに主治医意見書、認定

調査票の特記事頄が加味されて介護度が確定します。 

 認定調査票は、調査員が家庭を訪問し聞き取り調査という形で行わ

れます。決められた質問に答えていくわけですが、認知症の方は比

較的身体に障害のある方が尐なく見た目は元気で、また来客などの

前では普通に対応したり、普段答えられない事も答えられたり、その

場限りの会話に違和感を感じさせる事は尐ない事も多いようです。そ

の為どうしても軽く判断されがちなので、同席されるご家族などが普段

の様子や、気になる状態（症状）を詳しく伝える事が大切です。 

 また、認定調査では介護にかかる「手間」を基準にするため、より詳

しく普段の様子を伝える事が重要になってきます。たとえば、「週３回

程度失禁があり、そのたびに家族が掃除をしているが、トイレでは介

助はしていない」という場合、頻回な介助がないため「介助されていな

い」が選ばれますがそれだけでは介助にかかる「手間」が分からない

為「特記事頄」が必要になります。特記事頄には「自分でトイレに行き

排泄している。通常は介助は行われていないが、週３回程度間に合

わず失禁し、廊下やトイレが汚れ家族が掃除をしている」となり回数や

家族に実際発生した「手間」が具体的に書かれます。私はこの「特記

事頄」が特に重要だと思います。ただ、調査員によって上手く家族の

伝えたい事を引き出してくれる場合と、そうでない場合があります。立

ち会うご家族は具体的に、これでもかというくらい説明してちょうどいい

と思います。それには前もっての準備（メモなど）が必要不可欠です。

一時間に満たない短い時間で、わかる事は表面的なほんの一部であ

ることを意識して、より多くの情報を伝える事がご御本人とご家族に

とって満足のいく結果につながると思います。 

 そして私たちケアマネは主治医意見書を書いてくださる先生に提出

する予診票に、より詳しい情報を盛り込んでいく努力を怠らないように

していきたいと思います。（品田） 
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苦闘していましたが、出来あがった

作品はどれもすばらしく個性豊かなものばかりでした。また、

おやつ作りで、利用者様と一緒にみたらし団子を作りまし

た。「昔は良く作ったよ。」と慣れた手つきで丸めて下さり、甘

辛いタレで美味しく頂きました。 

私達のユニット『スーパーデイようざん双葉』もオープンして３

カ月経ちました。 

利用者様も徐々に増え、日々笑い声が絶えない活気あるユ

ニットになってきました。 

これからも、変わりゆく季節を味わいながら、楽しく過ごして

頂けるよう、様々な企画を考え、職員一同頑張って参ります

のでよろしくお願いします。（梨本） 

スーパーデイようざん双葉 

認知症対応型通所介護 

新緑の美しい過ごしやすい季節

となりました。 

スーパーデイようざん双葉で

は、季節の旬『桜』を求めて慈

眼寺のしだれ桜を始めとし、高

崎城址公園、観音山、尐林山、

烏川運動公園へと出かけて来

ました。桜も満開で「きれいだ

ね、やっぱり桜はいいよね。」と

会話も弾み、春の訪れを感じて

頂くことができました。 

制作レクでは、５月の端午の節句に向け、折り紙で作った鯉の

ぼりや兜を貼り、壁掛けを作りました。細かい作業に皆様悪戦
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認知症対応型通所介護 

スーパーデイようざん 

上がります。午前中に体

を動かして準備運動をし

て午後にドライブを兹ね

おやつを持ってたくさん

桜めぐりをしました。滝の

慈眼寺野しだれ桜のきれ

いだった事。｢一生わすれ

ない｣又吉井、弥勒寺の

大しだれ桜。これにはみ

んな息をのむほどで｢言葉

では表せないほど良かっ

た｣と話されていました。ようざん近くの護国寺のしだれ桜に

酔いしれながら,春の歌を気持ちよく歌ってゆっくり暖かくなっ

ていく今年の春を楽しんでいます。 

これからも皆さんで四季の香りをたくさん楽しんで、味わって

過ごしていきたいと思っています。（田村） 

 なかなか暖

かくならない

今年の春です

が。それでも

菜の花が咲い

て、モクレンの

花が咲いて、

チューリップが

咲いて、尐し

づつ春がいっぱいになってきました。スーパーデイようざんのご

利用者の方がたもみなさんお元気でお仲間の方がたと楽しい時

をお過ごしです。 

お花見と美味しいものをたべること合わせて、とても楽しみにし

ていました。   「滝の慈眼寺の桜みた～い」「観音山もきれい

だよね」「桜餅もおいしいよね」「桜饅頭ってあるのかなあ」「やっ

ぱり団子が合うかなあ」などと新聞の折込広告を見ては話が盛り

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 

 新緑の季節となり木々には緑

の新たな若い葉が茂りようやく過

ごしやすい季節となってまいりま

した。皆様におかれましてはい

ががお過ごしでしょうか？ケアサ

ポートセンターようざん貝沢で

は、４月初めから１週間お花見

に出かけました。出かけるだい

ぶ前からテレビのニュースで桜

の便りが流れると「そろそろか

な？」とか「花より団子だよね？」

などと利用者様と職員が話しに盛り上がったりしていました。また

行事計画をきちんと立て人数・場所・配車なども事前にいくつか

用意して準備しました。ちなみに場所ひとつとっても、高崎市下

滝町の慈眼寺のしだれ桜 前橋市の敷島公園の桜 安中市の

西毛運動公園の桜 高崎市の観音山公園の桜 近所の貫堀川

沿いの桜 飯玉神社の桜等々ありそれぞれの利用者様の状態

に応じて場所を選んで行ってきました。当日も花曇りの日が

あったり晴天の日があったりと様々でした。また、当日のおやつ

は途中で買うか、午前中利用者様と買い物に出かけるのと、ど

ちらか選べることになり、「どこそこのだんごは美味しいよ。」

「やっぱりお饅頭のほうがいいわ。」などと話がふくらみました。

なによりも充実した１週間になりました。このお花見では利用者

様の普段見られない言葉や笑顔を聞いたり見たりでき、楽しい

お花見になりました。 

 ケアサポートセンターようざん貝沢では、利用者様の声を受

けて月２回昼食でおすしの日ができました。４月は８日と１７日

に実施しました。普段食の細い方が大きな口を開けてぱくぱく

と食べていました。これからも利用者様の声に耳を傾け楽しく

生活が送れるように精一杯努力していきたいと思います。 

（島崎） 
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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 

 緑濃く新緑の色増す季節になりました。皆様いかがお過ごしで

しょうか。 

ようざん双葉も早いものでオープンして３ヵ月が過ぎ、利用者様

に楽しく過ごして頂ける様職員一同日々努めております。 

各事業所の利用者様、職員をお招きして4月９日の「よってって

交流会」では、双葉の職員一丸となって協力し台本の作成から

演出を行い、また利用者様にもご協力して頂き、衣装や小道具

からすべて手作りの、寸劇を披露させて頂ました。内容は、悪い

妖怪ムーサを、良い妖怪モーサが利用者様と職員が一丸となっ

て元気な歌声で、励まして、勇気と力をいただき退治するとい

う歌もあり、笑いありの物語です。不手際な場面もあったと思

いますが、それもまた愛嬌♥ 

劇が終わると、ご覧になった利用者様から｢楽しかった、また

見たいよ｣｢次は、いつ見れるの？｣などの声がよせられ大好

評でした。 

これかれも、今までにない様な楽しい企画を考え利用者様が

笑顔で過ごせる様取り組んで参りますので、是非見学にいら

して下さいね。（須藤） 

 先月の箕郷梅林に続いて、４月１３日に昼食を持参し

て吉井町の牛伏山へお花見に出掛けました。当日は晴天

に恵まれて良い外出日和となり、山頂までに行く牛伏山

の千本桜は満開で大変に見ごたえがありました。山道は

桜木のトンネルが続き、「きれいだねー」と皆様から感

嘆の声が聞かれました。花弁が散る風景も風情があり感

慨深いものがありました。山頂から見える高崎市内の景

色も澄み渡っており、山頂にあるあずま屋の下で桜の木

の傍でお弁当を頂きました。 

 帰りは、観音山ファミリーパークに寄って、休憩所で

お茶を飲み戻ってきました。利用者様家族のご協力もあ

り、無事にみんなでお花見外出をする事が出来ました。 

スーパーデイようざん貝沢 

認知症対応型通所介護 

 その他にも慈眼寺、敷島公園、高崎公園へお花見をし

て来ました。５月に入りようざん貝沢はオープンして一

年が経ちます。今後ともこれまでと変わらぬご支援の程

宜しくお願いします。（山崎） 
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デイサービスようざん並榎 

通所介護 

 天気にも恵まれ乗附緑

地と慈眼寺のしだれ桜を

見学に行きました。今回は

デイサービス並榎始まって

以来の初のお弁当持参の

ピクニックに行きました。乗

附緑地では、うぐいすの鳴

く中、利用者様職員共に同じお弁当を一緒に食べゆっくりと時

間を過ごして頂きました。次の目的地の慈眼寺に着くまでの車

内では「外で食べたお弁当は格別おいしかったよ。」と喜んで頂

きました。慈眼寺の桜の花は七分咲きでちょうど見ごろでしたが

天気も良かったせいか人の多さに驚きました。園内の散策をし

ていると屋台も出ており見事なしだれ桜に目を細めて喜んでい

る方もいました。 

桜の花の後は制作レクとして紫陽花の壁画を予定しておりま

す。また、４月の手作りおやつでは「じゃがいも餅」を全員男性

利用者様の中で職員と一緒に試行錯誤しながら作りましたが味

の方は賛否両論でした。これからも利用者様に喜んで通って頂

けるようなデイサービスを目指して頑張っていきたいと思いま

す。（今井） 

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 

 始めまして… 今回原稿を担当させていただく青柳美穂です。今年２月からようざんユニッ

トに仲間入りしました。介護についてまだまだ未熟な私ですが先輩方の温かいご指導のもと

日々学んでいます。明るく楽しく笑顔をモットーに頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお

願いします。 

 さて、４月になり、桜も満開の時期を迎えました。ケアサポートセンターようざんでは、榛名

方面や観音山などに足を運び、いろいろな種類の桜を見て回り、時には、桜の下でお茶を

飲んで「お花見」気分を味わいました。桜の木の下で飲むお茶は格別に美味しいと、皆様の

笑顔も桜に負けず満開でした。そんなすばらしい笑顔を見ていると私までうれしくなり、この

仕事を選んで良かったと感じています。今年は特に、不安定な気温が続いています。職員も

含め、利用者様の体調管理をしっかりと行うよう心がけてまいります。だんだんと散ってゆく桜

と、これから成長する新緑を目で見て肌で感じ、季節を楽しみながら過ごしていきたいもので

す。（青柳） 
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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 

り、新たな一面を見せて下さいました。洗濯物・おしぼりたたみを

積極的にして下さる利用者様は、洗濯物を持っている職員のも

とへ素早く行き「私がやるからいつでも言ってね」と話して下さ

り、家事が得意だったんだろうな。と感じる事が出来ます。昔の

大変な時代を生き抜いてきた利用者様は、力強さと温かさを併

せ持っています。私達職員は利用者様をお世話させて頂く立場

ですが、逆に子供や孫の世代である私達を見守って下さってい

る様です。『一人前になってきているな』と、思って頂ける様に

日々成長していきたいと思います。 

 ４月は桜も満開となり、たくさんお花見に出掛けました。これか

らは新緑の季節となりドライブには最適です。 

季節を肌で感じながら、気分転換と外気浴を兹ねて外出の機会

を作り利用者様と共に笑顔で毎日過ごしていきたいと思いま

す。 

（古島） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 暖かい日も増えつつあり過ごしやすい季節となりました。皆

様、いかがお過ごしでしょうか？ 

私事ですが、ようざんに就職して２カ月が経ちました。時間が経

つにつれ、利用者様にも顔を覚えて頂き「おはよう」「休みで顔

が見れないと張り合いが悪いよ」等の言葉を掛けて頂ける事が

多くなり、とても嬉しく思っております。日々の生活の中で、利用

者様は「ありがとう」「色々やってもらって悪いね」と温かい言葉を

何度も掛けて下さいます。素直に嬉しいと思う半面、私が利用

者様に『いつもありがとうございます』と声を掛けさせて頂きたい

場面が数多くあります。裁縫や農家をしていた利用者様の手

は、とても大きくしっかりしていて握らせて頂くと温かさが伝わっ

てきます。趣味で釣りをしていた利用者様は、普段は静かな方

なのですが送迎の車の中という時間を通じて笑顔で思い出を語

ようざん貝沢 1周年記念祭のお知らせ 

  ようざん貝沢がオープンし、５月で一周年を迎えます。これも

一重にご利用者様、ご家族様、地域の皆様のご理解、ご協力の

おかげです。心から感謝申し上げます。 一年間の感謝の気持

ちを込めて一周年記念祭を開催させて頂きますので是非お越し

下さい。 

 イベントは、滝野様によるお茶会を企画しております。琴の演

奏、着物姿でお茶をたてるという本格的なものです。さらに、鈴

木グループによる南京玉すだれも企画しております。祝い事に

相応しくにぎやかに盛大に行って頂きます。 

 日時：５月８日（土曜日） 

    １３：３０～１５：３０ 

 場所：ケアサポートセンターようざん貝沢敷地内 

 内容：お茶会 

    鈴木グループによる南京玉すだれ 

    職員による出し物 

  ※わずかではありますが、和菓子やケーキ等をご用意させ  

  て頂きます。 
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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 

2010年 5月 
日 月 火 水 木 金 土 

      1 
 

2 
苑外食事（栗崎） 

3 4 5 
ケーキ作り（飯塚） 

屋台ラーメン（栗崎） 

6 
ふれあいバラエ

ティー（並榎） 

藤の花見学外出

（飯塚） 

7 
運動会（飯塚） 

8 
一周年記念祭 

（貝沢） 

明和県央にこにこ

倶楽部吹奏楽（双

葉） 

9 母の日 10 
コスモス友の会（双

葉） 

11 
ギター演奏岡本

Br.（並榎）お菓子

の会・ビンゴ大会 

（飯塚） 

12 
マジックショー 

（栗崎）ふれあい

バライティー  

（飯塚） 

13 
南京玉すだれ 

（並榎） 

14 15 
合唱サークルゆう

（栗崎） 

南京玉すだれ（双

葉） 

誕生会（飯塚） 

16 17 18 
ギター演奏岡本

Br.（栗崎）よっ

てって交流会 

（双葉）お茶会 

（飯塚） 

19 
玉村北部公園外

出（飯塚） 

20 
南京玉すだれ 

（並榎）ふれあい

バラエティー 

（貝沢） 

21 
さわやかハーモニ

カ（並榎） 

前田節子ショー

（栗崎） 

22 

23 24 
日本絹の里外出

（飯塚）  

25 
エレクトーン演奏

（並榎） 

なかよしクラブ 

（貝沢） 

むつみ会（飯塚） 

26 27 
松扇会（栗崎） 

28 
シャンソンショー

（貝沢） 

29 

30 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   

電話 027(353)4393  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 

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/ 


