
平成２５年６月号
（5月31日発行：１9号）

株式会社　  ウエルビーイング
　　　　　　　  高崎市井野町３７６

　　　　　　  　０２７－３８６－８７００

　　　　　　　　ウエルビーイングとは

　　　　　『より良くいきること！』　『自己実現！』

ウ エ ル ビ 通 信

０２７－３８６－８７００まで

☆　会社からのお知らせ　☆

セカンドステージ・壱番館　随時見学・御相談受付中

※お問い合わせは、株式会社ウエルビーイング　統括：山口

ウエルビ君です。

見学においで下さい。

お待ちしています。
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ウエルビ通信　第１９号

有料老人ホーム

居室は３タイプの中から自由に選択出来ます。

Ａタイプ：トイレ・洗面無し（延べ面積１３．０４㎡） ８１,０００円

Ｂタイプ：トイレ・洗面付き（延べ面積１３．０４㎡） ８７,５００円

Ｃタイプ：トイレ・洗面付き（延べ面積１５．９４㎡） ９３,５００円
（利用料は食費込）

壱番館の特徴として、低価格料金設定となっております。

介護でお困りの全てのご利用者様、ご家族様誰もが安心・安全

のもと、介護サービスを受けられるようにということを、

会社の思いとして込められております。

施設見学・入居相談随時受付中
お気軽にお問い合わせ下さい。

担当：統括 山口 ＴＥＬ０２７－３８６－８７００
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ウエルビ通信　第１９号

　　　　　　場所：高崎市井野町３７６番地
　　　　　　　　　　　　　ウェルビーイング井野敷地内

朝市 「彩」（ＳＡＩ）

６月４日（火）オープン
毎日開催（除く日曜日）

３

朝市「彩」は、浅間高原健康野菜・久保農園の直売所です。

「こだわりの土作りは良い微生物を育てること。

自然豊かな浅間高原で、自然を感じる農業を

したくて、土作りにこだわっています。

永年、良質堆肥を入れ続け、土壌に有効な

微生物を育て、増やしていきました。良い畑を

持続することは手間がかかりますが、おかげで

素直で健康なキャベツや白菜・とうもろこし等に

育ってくれます。」（久保農園談）

浅間高原健康野菜アーゼロン農法で栽培！！
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ウエルビ通信　第１９号

　　　　ケアビレッジ・井野　　サ高住

５月１２日（日）毎月恒例となりました、サ高住合同のイ

ベント食事会を開催致しました。

今回は、「バイキング形式」として各々が好きな物を好

きなだけ召し上がって頂きました。

皆様、食欲旺盛で普段、少食の方もお腹いっぱい食べ

られていて、職員が驚いた程でした。

料理の種類も豊富で、毎月、この日を楽しみにされて

いる方が大勢いらっしゃいます。

食は人間にとって大切なことです。食べる楽しみ、

食べられる楽しみを感じて頂ければと思っています。

そんなに忙しく食べると、

喉に詰まっちゃうから、

　

　　　　ウェルビ・井野　　デイサービス

お茶を飲みながら食べよッ

近のウェルビ・井野デイサービスでは、

天気の良い日に、中庭を利用しての

散歩を行っています。

外気を吸うことで、心身共にリラックスされ

気分転換に繋がります。また、笑顔も見られ

会話も弾み、デイサービスを利用された１日が

充実されるように支援をさせて頂いています。

植木の手入れを勉強中です。

利用者様より教えていただきながら、

剪定をしています。

「そこは切っちゃダメなんだよ」などと、

お叱りを受けながら、植木職人を目指し

ています。

枝を折らないよう、

根元を優しく持って

切るんだよ。
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ウエルビ通信　第１９号

　　　　　　セカンドステージ・壱番館　　有料老人ホーム

廊下が広いから、

歩行練習するのに、

ピッタリだし、段差も無い

から、安心して歩けるわ。

新居に引っ越して、

私の仕事は、洗濯物を

たたんだりすることが、

役目になったわ。

人に必要とされるのも

悪くないわね。フフッ。

ご入居者の皆様の新しい住居での生

活がスタートされました。

「壱番館」での生活も、徐々に慣れ始め、

施設でのお過ごし方も、毎日の日課が

新たに出来た様です。

私共スタッフ一同、ご入居者様が、

安心・安全にを掲げ、快適にお過ごし

頂けるように全力で、サービス提供に

努めさせて頂きます。

モデルルーム公開中です。

ご興味がある方は、いつでも

見学にお越し下さい。

施設案内、料金等も詳細に

　　ウェルビ・中栗須　　　　　有料老人ホーム

施設案内、料金等も詳細に

ご説明致します。

中栗須では、利用者様が中心となって

おやつ作りや、特別食等の料理を

手伝って頂いております。

料理が得意な方、裁縫・詩吟・絵・俳句・舞

踊など、様々な特技や趣味をお持ちの方が

いらっしゃいます。

利用者様の特技・趣味・仕事歴に視点を

置いたレクリエーションの発案をし、

新しいレクリエーションの提供を考えていま

す。利用者様が、「”中心”になって・・・」が

中栗須の考え方です。

このお稲荷さん、

味が染みてて

美味いなあ～。
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ウエルビ通信　第１９号

　　　　　　ウェルビ・岩井の丘　　　　有料老人ホーム

天気の良い日は、外でお茶会です。

テントを張って気分は、ペンション気分で

優雅な一時を紅茶を飲んで満喫しています。

５月の心地よい風が、心身ともにリラックス

をさせてくれます。

不思議と、皆様の表情も和やかに・・・・。

５月にピッタリな、

歌を歌いましょ～♪♪

ラララ～ラ～♪

外の空気を吸いながら、

お茶を飲めるなんて

高ね☆☆

   ウェルビ・寺尾　訪問介護

８０２０運動を知っていますか？

８０２０運動とは、「８０歳になっても自分の歯を２０

本以上保とう」という運動です。

平成元年から厚生労働省と日本歯科医師会が唱

えました。２０本以上の歯があれば、ほとんどの食べ

物を噛み砕くことができ、おいしく食べられると言わ

れています。

もし、２０本以上自分の歯が残っていなくても、歯を

抜けたままにせず、義歯を入れることにより、噛む力

が回復でき、口の機能を維持することになり、食べ

たり話したりして生活を楽しむことが出来るのです。

食べることは、生きるということ・健やかな生活を送

るために歯と口のケアをしっかり行っていきましょう。
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ウエルビ通信　第１９号

ウェルビ・八千代　デイサービス

ショートステイ　ウェルビ・浜川　　短期入所生活介護

デイサービス八千代では、利用者様一人ひとりの個性を大切にし、

ご支援をさせて頂いております。オセロや将棋のテーブルゲーム、

切り絵や塗り絵などの個別レクを積極的に取り入れています。

トイレの増改設を行いました。

広々とした空間となり、車椅子のまま

でも方向転換が可能となりました。

利用者様の安全への配慮に努めてま

いります。

レクリエーションの工作として、紅白の花紙

にて紫陽花を作りました。

出来栄えも完璧！！時間は掛かりまし

左：池野敦子
右：八木一世

アシストプラン・ミシオン
〒370-0081
高崎市浜川町402-3　201号

ミシオン　居宅介護支援事業所

７月より、高崎市の浜川町にて新しく居宅事業所を

開設する運びとなりました。

地域密着を目指して、介護でお困りのご利用者様、

ご家族様のお力になれるように、頑張っていきたい

と思います。

「アシストプラン・ミシオン」在籍するケアマネージャー

は、右記に掲載しました２名となります。

２人の年齢を合わせると、なんと１００歳を軽く越えて

しまいますが、「相談しやすい、安心できる」を目指し

て、利用者様が求めるサービス提供の実現に尽力し

たいと考えております。

管理者：池野 敦子

出来栄えも完璧！！時間は掛かりまし

たが、見事な紫陽花の完成です。

和裁の先生をされていたとのことで、

施設用の食事エプロンのマジックテー

プの張替えをして頂きました。器用に、

あっという間に縫い上げてしまい、職

員もビックリです。

高崎市浜川町402-3　201号
TEL　027-386-6966　FAX　027-386-6967
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ウエルビ通信　第１９号

【　吉田　大吉様　】

自宅でめだかの飼育をされている、齋藤さんです。

ちなみに・・・去年は全滅させてしまいました。

若い頃、建具職人をやられていた大吉さんです。
トンカチと、釘を手に持った瞬間に眼つきが変わり職人の顔に・・・。

力強く叩く姿は、男らしくカッコ良かったです。
見事に柱を修復して頂き、施設職員も大助かりでした。ありがとう御座いました。

生き物は本当に可愛いくて、私が覗き込むと、餌ほしそうに近くに寄ってくるんですよね～♪♪
毎日の水温確認、様子確認、餌やり、定期的な水の交換など大変です。

【　齋藤信雄様　】
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ウエルビ通信　第１９号

職種：介護職員
名前：都丸　由翔
名前：松本　麻里

勤務先：岩井の丘

私達は、休みを合わせて旅行へ行っていま

す。その中でも、ディズニーランドが一番好

きで掲載してあります、写真を選びました。

キャラクターも勿論大好きですが、現場で

働くスタッフの客に対しての配慮や気配り

が最高で、また行きたくなるのかなって思

います。

お陰様でウエルビグループの社員数も、やがて１００名に届きます。皆様方のご支援

には社員一同、心から感謝致します。そこで、利用者様やご家族様、その他関係者

の方々から一層愛される社員を目指して数名ずつですが、社員紹介のコーナーを設

９

職種：準看護師
名前：土屋　昌子

勤務先：八千代デイ

デイサービス八千代にて、利用者様の健康管

理・体調観察を日々行っています。

看護師免許以外でも、調理師の資格を取得

していますので、デイサービスへ来られる利

用者様や、ご家族に対してバランスの摂れた

食事・体調不良時に効果のある栄養食材等

の、助言・相談もさせて頂きます。健康維持

にとって、食事摂取は一番大切な事です、い

つでもお気軽にお声掛け下さい。

岩井の丘も、利用者様からそう思われるよ

うに、最高のサービス提供が出来るように、

配慮や気配りを忘れないように介護に努

めてまいります。
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ウエルビ通信　第１９号

住宅型有料老人ホーム  住宅型有料老人ホーム

 ウェルビ・中栗須  ウェルビ・岩井の丘 ウェルビ・浜川

短期入所（ショートステイ）

株式会社　ウエルビーイング　グループ

有料老人ホーム
　　セカンドステージ・壱番館

http://www.wellbeing-care.jp

サービス付高齢者向住宅
ケアビレッジ・ウェルビ井野

20室/20床

　　　　  TEL 027-386-8700
群馬県高崎市井野町376番地

          TEL 027-386-6900

40室/42床
群馬県高崎市井野町376番地

群馬県安中市岩井433-1 群馬県高崎市浜川町681-2

TEL 027-388-0123 TEL 027-360-4203

 ウェルビ・八千代 ウェルビ・井野 ウェルビ・寺尾 ウェルビ・井野

定員30名 群馬県高崎市寺尾町3-1　　　群馬県高崎市井野町376

TEL 027-327-8458        TEL 027-386-8312

TEL 027-315-4126 　   TEL 027-386-8311

居宅介護支援事業所（ケアマネ）

ケアマネージメント・ミシオン アシストプラン・ミシオン

〒370-0004 〒370-0081

群馬県高崎市井野町376 群馬県高崎市浜川町402-3-201

TEL 027-315-4510 TEL 027-386-6966

FAX 027-315-0140 FAX 027-386-6967

ケアプランマネージメント
高崎市依頼介護調査事業

群馬県藤岡市中栗須751-1

   TEL 0274-40-7512

定員40名

20室/20床 21室/21床 20床

居宅介護支援事業所

通所介護（デイサービス） 訪　問　介　護

群馬県高崎市寺尾町3-1　　　 群馬県高崎市井野町376

平成２５年７月開設
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