
平成２４年４月３０日発行
第６号

写真　「ケアビレッジ・井野」

◎　住宅型有料老人ホーム （２０室･２０床） 　　　（２４/８開設予定）

　　セカンドステージ・一番館

　　　　　（２５/１開設予定）

ウエルビ常盤木の郷 併設介護サービス　　通所介護・訪問介護

◎　住宅型有料老人ホーム

ウエルビーイングとは

併設介護サービス　　通所介護・訪問介護

◎　住宅型有料老人ホーム （２０室･２０床） （２５/３開設予定）

ウエルビ箕郷生原

≪会社からのお知らせ≫

新設予定施設

◎　サービス付高齢者住宅

（２０室･２１床）

ケアビレッジ・ウエルビ井野

株式会社　  ウエルビーイング
　　　　　　　  高崎市井野町３７６
　　　　　　  　０２７－３８６－８７００

（４０室/４２床）　 　　（２４/１開設済）

『より良くいきること！』　『自己実現！』
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ウエルビ通信　第６号

　

　　　　ウェルビ・井野　デイサービス

ケアビレッジ・ウエルビ井野　サービス付高齢者専用住宅

中川クラブによる歌とフラダンスとハーモニカとダンス
の歌謡祭を行いました。フラダンスの時は、踊りだしそ
うな利用者様もみられ、手つきをまねされて楽しまれま
した。今回、井野のデイサービスでは、初めての慰問
だったのでご利用者様には大変喜ばれ、「次回は、いつ
来てくれるんだい」と、慰問の方にお話しされている利
用者様もいらっしゃいました。

《　中川クラブ　》　慰問

新しくサ高住に入職しました職員３名のコメントです。

①岩田 綾子
②介護職員

③旅行、ランチを食べに行くこと
④利用者様と接していくうちに、実の娘の様に気に掛けてくれること。

⑤いつでもなるべく笑顔で元気に利用者様と接するよう心掛けています。
⑥信頼され、いつでも優しく温かみのある介護を行いたいと思います。

①青柳 和徳

②介護職員
③ラーメン屋巡り
④毎日が新しい発見や、驚きの連続です。（良い意味で）

⑤利用者様と寄り添って話をすること。
⑥笑顔で利用者様の要望に応えていきたいと思います。

①小川 麻衣子

②介護職員
③映画鑑賞、読書
④利用者様に名前を覚えて頂けた時が嬉しかったです。

⑤利用者様に不快な思いをさせないよう注意しています。
⑥喜びと、満足して頂けるようにサービス提供をしていきたいと思います。

《質問内容》
①名前 ②職種 ③趣味 ④仕事を通じて新しい発見は？
⑤職場で心掛けていることは？ ⑥抱負は何ですか？
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ウエルビ通信　第６号

『
　
お
花
見
　

』

５月６日（日）１２時～１４時

「外での昼食会」

予定しております。

～　5月の行事　～

ウェルビ・八千代　デイサービス

ウォーミングハウス　ショートステイ

18日　特別食事ケータリング

大変盛り上がり楽しい時間を過ごす

事が出来ました。

２２日　「ふれあいバラエティグループ」

昔を思い出し、懐かしさからか涙を

～　５月の行事　～

来館予定

１4日　慰問　『上州ちんどん宣伝社・

家庭菜園はじめました。今年は、じゃがいもを植えました。

　桜の木が目に入り「春になったんだね、

チンドンクラブ」来館予定

４月１５日（日）穏やかな天候に恵まれて、

利用者の皆様と、外でお茶会を開催しました。

苗はこんなに大きくなりました。早くおいしいじゃがいもが食べたいですネ。

流され、拍手喝さい！！

「是非、また来て欲しい」という、利用者様の声が多く、

５月に再び来館して頂く予定です。お楽しみに～♪♪

写真4月10日現在

　いました。

　暖かくて気持ちが良い」などと、口々から

　春の訪れを体感された会話が聞かれて
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ウエルビ通信　第６号

春はもうすぐですね

思い出話に花が咲きます。

子供の頃口ずさんでいた童謡に合わせ、

歌を歌いながら、手と足を動かして楽しく

集団体操を行っています。

昔を思い出し、「あの時はねぇ～」などと、

感じて頂くことを目的としています。

ウエルビ・岩井の丘　有料老人ホーム

ウエルビ・中栗須　有料老人ホーム

ようやく待ちに待った春がやってきました。
入居者様から「外に出て桜が見たい、暖かく
なったから外に行きたい」という、要望が
聞かれています。
レクリエーションに近隣への散歩や、外出レ
クなどを、取り入れていき入居者様のニーズ
に対して応えていきたいと考えています。
今月は月末に踊りの慰問を行う予定となって
います。

日常生活リハビリの一環として、

洗濯物たたみや、安全に配慮された

箇所の掃除を職員と共に行うことで、

人から必要とされる喜び、いきがいを

群馬県箕郷町の芝桜公園の芝桜です・・・とってもきれい。
芝桜は風景の一環として色合いを見ているので、比較的長い期間、
観賞できるそうです。芝桜は約１時間もあればゆっくり見て回れ、
起伏があり変化に富んでいる点や、車のアクセスが良いのでオススメ
です。一面の白、ピンクや赤の絨毯を見て芝桜の香りに包まれていると
心が和みますね。
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ウエルビ通信第６号

　　　　　　　　　　　　　　　　春を感じたのでつい写真を撮っちゃいました・・・

　耳にしました。今の季節は四季の草花が沢山
　あり移動中も楽しみです。
　桜が満開の時は、花見をしながらお昼を食べ
　たりして、待機時間の調整ができ最高でした。
　利用者様もデイサービスの送迎時に、「お花見
　ができるからいつも楽しみなんだよ」と、訪問介護
　に入った時に嬉しそうに話をされていました。

趣味：スキー（２年振りに行きました）

《　コメント　》

　　郊外の利用者様のお宅付近で鶯の鳴き声を

皆様とてもお上手にたためています。

名前：関　久美子

職種：介護支援専門員

ウォーミング　　訪問介護

助っ人　居宅介護支援事業所

利用者の皆様が、楽しく・安心できる生活を目指し、

一緒に考えて行ければと思います。

ご縁を大切にし、信頼されるケアマネージャーに

なりたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

訪問介護・・・「生活支援」

リハビリを兼ねて、利用者様と一緒に

洗濯物たたみを行っています。

我が家の可愛い家族
管理者の愛犬

名前：ハナ（雑種）

性別：メス

年齢：６歳

好きな食べ物：柿の葉っぱ

変な癖：人のおしりを嗅ぐ所

私は、井上ハナよ・・ワンワン

今日紹介の関久美子さんがママじゃないのよ。

ママは関さんと同じ介護支援専門員なの

関さんもきれいだけど、ママもきれいよ。
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インタビュー

子育てと、介護は共通する部分もあり日々

下さい。職員一同お待ちしております。

　右の写真は、１歳３ヶ月になる愛娘です。

シリーズ施設紹介①

ウォｰﾐﾝｸﾞ　ハウス　（ショートステイ） 職員１７名

☆　職員からのメッセージ

周辺へ散歩に行ったりなど、心身ともに

『　管理者　』

新しい発見に驚かされています。（笑）

写真

リラックスが出来ます。

写真

施設周辺は、静観な住宅地で田んぼに

に囲まれているため、天気の良い日は、

関　秀之

次月号は、有料老人ホーム「岩井の丘」を紹介致します。お楽しみに！！

　☆　一言でいうとどんな雰囲気

『　時間に捉われず、自由にのびのびと　』

是非一度、施設見学など足を運んでみて

ウォーミング ハウスの管理者として今年４月で丸１年となります。
利用されている利用者様からは、孫のようにかわいがって頂き、
現場スタッフには日々支えられ、「明るく、楽しく、ハツラツと、ノンストッ
プスマイル」をモットーに頑張っております。
自施設の自慢は「チーム力」です。人にはそれぞれ得意、不得意が

あります。それを、職員がお互い協力し、励まし合い施設全体の目標
達成への意識を高め合い、常に、利用者様のＡＤＬ向上を念頭に置き、
サービスの質の向上に対して取り組んでいます。
利用者様の笑顔と、「ありがとう」の一言を聞ける事が、福祉の仕事に
携わる者としての特権だと思います。
今後は、地域交流などを活発に図っていき、地域の皆様から愛される
施設運営をしていきたいと考えています。
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施設一覧

ウエルビ・八千代
入居定員 40室/42床 利用定員 30名
〒370-0004 〒370-0865
群馬県高崎市井野町376 群馬県高崎市寺尾町3-1
TEL 027-386-8700 TEL 027-315-4126
FAX 027-386-8668 FAX 027-315-0134

ウエルビ・岩井の丘 ウエルビ井野
入居定員 21室/21床 利用定員 40名
〒379-0112 〒370-0004
群馬県安中市岩井433-1 群馬県高崎市井野町376
TEL 027-388-0123 TEL 027-386-8311
FAX 027-388-0124 FAX 027-386-8313

ウエルビ・中栗須 ウォーミング

入居定員 20室/20床 〒370-0865
〒375-0015 群馬県高崎市寺尾町3-1
群馬県藤岡市中栗須751-1 TEL 027-327-8457
TEL 0274-40-7512 FAX 027-327-8467
FAX 0274-23-8900

ウォーミング・ハウス ウエルビ井野
入所ベッド数 20床 〒370-0004
〒370-0081 群馬県高崎市井野町376
群馬県高崎市浜川町681-2 TEL 027-386-8311
TEL 027-360-4203 FAX 027-386-8313
FAX 027-360-4205

助っ人 ケアプランマネージメント
〒370-0004 高崎市依頼介護調査事業
群馬県高崎市井野町376
TEL 027-315-4510
FAX 027-315-0140

住宅型有料老人ホーム 訪問介護

短期入所（ショートステイ） 訪問介護

居宅介護支援事業所（ケアマネ）

株式会社　ウエルビーイング

http://www.wellbeing-care.jp

サービス付高齢者向け住宅 通所介護（デイサービス）
ケアビレッジ・ウェルビ井野

住宅型有料老人ホーム 通所介護（デイサービス）
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メニュー例

☆鳥のから揚げ

☆ポテトフライ

☆エビフライ

・グラスワイン（赤・白）
・サワー（レモン・カシス）
・ビール

うまい棒

カントリーマアム

キャンディー

ラムネ・ふーせんガム

・・・などなど、いっぱい掴んでね。

お問い合わせ
株式会社　ウエルビーイング

高崎市井野町３７６番地

ＴＥＬ　０２７－３８６－８７００

・コーラ
・カルピスウォーター
・ウーロン茶

《アルコール類》各種有料

☆デコケーキ

《フリードリンク》飲み放題 　　・　ミニケーキ
・オレンジジュース 食べ易い一口サイズのケーキです。

【バイキングメニュー】

～その他のメニュー～

☆稲荷＆巻き寿司 ☆パンプキンポタージュ 　　・　点心盛り合わせ
☆ピラフ ☆お浸しサラダ 　　噛んだとたんに肉汁がじゅ

わっと　溢れだします。☆パスタ（２種類） ☆フルーツサラダ

　　・　ビーフシチュー
　時間/１１：００～１３：００ 柔らかく、ジューシーな味わいです。

　中学生～大人・・・・・１,０００円

　小学生・・・・・・・・・・・・・７００円

参加ご家族の小学生未満のお子様は無料です

ゴールデンウィーク最終日に、ランチビュッフェはいかがですか？
ご家族との楽しいひとときをお過ごしください。

料理を召し上がられたご家族様、先着５０組までティッシュＢＯＸ５箱をプレゼント！！

お子様にはお菓子の掴み取りをご用意しております。ご家族様揃ってぜひお越し下さい。

お子様向けの

お菓子の掴み取りも

あるよ！！

たくさん取って帰ってね。




