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シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテ
Schwarzwälder Kirschtorte
ドイツのスイーツで、日本語に直訳すると、「黒い森の
さくらんぼケーキ」となります。黒い森とはドイツ南
西部にある森林地帯のことで、その地方の名物の「キ
ルシュヴァッサー」と呼ばれるさくらんぼの蒸留酒を
染み込ませたココアスポンジに、生クリームとさくら
のコンポートを挟み、表面を生クリームやチョコレー
ト、さくらんぼで雪や落ち葉に見立てて飾り、黒い森
を表現しています。

感染症予防対策
弊社が運営する施設・事業所では、感染症予防対策を徹底しております。
ご利用者様に安全で快適な環境でお過ごしいただくために、ご面会の制限を
設けさせていただいております。
緊急のご用事など、やむをえない事情がない限り、当分の間、面会は控えて
いただくか短時間（10 分程度）とさせて頂きます。
また、施設見学は、完全予約制で行っております。施設見学を希望される方は、
事前にお問い合わせください。
来訪者には、手指消毒・マスク装着をお願いしております。
検温も実施させていただきますのでご了承ください。
また、ご利用者様の症状・診療上の都合により、ご面会をお断りする場合も
ございます。

皆様のご協力を御願い致します。

施設内でも、職員の健康管理、マスク着用、手洗い、消毒、施設内の換気を
徹底して行っております。
ご利用者様に安心してお過ごしいただける様に、徹底した対策を行い、感染
症予防に努めてまいります。

手作り
マスク

マスク不足に備えて、入居者様にもご協力いただ
いて手作りマスクを作成しました。
細かい縫い目もあっという間にマスクが完成する
手際の良さはお見事です！
付け心地も良いようです♪

消毒

次亜塩素酸ナトリウムの
希釈液で、机や手すりな
ど、皆様が触れる部分を
消毒しています。
入居者様も積極的に協力
してくださるので大助か
りです！

ゆい介護用品で、介護ベッド等のレンタルをしていただ
いている利用者様が、先日 100 歳のお誕生日を迎えら
れました。
そこで、日頃の感謝と百寿のお祝いの気持ちを込めて、
手作りのメッセージボードをプレゼントしました♪

日頃よくお話し下さる、故郷のシンボルの瀬戸大橋と、
静岡のシンボル富士山の写真を使用した力作です。

後日、利用者様のご家族様より
お礼のお葉書が届きました。
丁寧に感謝の言葉が綴られており、
相談員として、利用者様の気持ちに寄り添うことができたこと
を実感し、感激で胸がいっぱいになりました。

ゆい介護用品は、福祉用具の事業所では珍しく、女性の福祉用具専門相談員 2 名で運営して
おります。
普段の生活の中に自然に福祉用具を取り入れていただき、自立したその人らしい生活を送っ
ていただけるように、女性ならではの目線と心遣いを大切にし、利用者様のお気持ちに寄り
添ったきめ細やかな対応をいたします。

フットレストの金具が
足に当たって痛いと訴
えのあった方へ、手作
りのカバーを作成

車椅子やベッドの注意点を、分かりやすい
ように手作りボードで説明

感染症対策のため、ご家族との面会や外出の機会が減ってしまっていますが、
入居者様たちは、元気に思い思いの時間を過ごされています。

◀りなの森

フローレンス新富士
◀カラオケ大会
新聞の書き写し▼

折り紙教室

▲フローレンス富士の郷
オセロ大会

室内ばかりでは気が滅入ってしまいますので、 ▲フローレンス川島田

読書

適度に外の空気も吸っています。

◀フローレンス川島田

グループホーム中里▶
バルコニーで日光浴

フローレンス新富士▶
外で体操

◀グループホーム座間
公園めぐり

グループホーム中里▼
家庭菜園
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静岡県富士宮市

静岡県富士市

静岡県沼津市

宮島 993-1

大諏訪 234

万野原新田 4068-9

TEL:0545-64-2827

TEL:055-952-7770

TEL:0544-58-9605

フローレンス川島田

フローレンス南箱根
静岡県田方郡函南町

静岡県御殿場市

平井 1690-37

川島田 796-1
TEL:0550-84-7099

TEL:055-974-1323

静岡県富士宮市
ひばりが丘 884
TEL:0544-66-9170

デイサービス

イー・ケア中里

静岡県富士市
中里 172-7

介護用品

[ 富士市 ]
ゆい介護用品 TEL:0545-32-9387

TEL:0545-32-6654

イー・ケア座間
神奈川県座間市
栗原中央 3 丁目 10-1

[ 御殿場市 ]
きらら訪問介護ステーション
TEL:0550-88-8611
[ 富士宮市 ]
ポプラ訪問介護ステーション富士宮
TEL：0544-66-9170

[ 富士市 ]
ポプラ訪問介護ステーション中里
TEL：0545-32-6653
[ 函南町 ]
わくわく訪問介護ステーション富士 ポプラ訪問介護ステーション南箱根
TEL：0545-30-7158
TEL：055-974-1323

〒410-0055
静岡県沼津市高島本町 16-16
大樹生命沼津高島本町ビル２階
FAX：055-926-6730

URL：http://www.e-care.co.jp

中里 172-7

[ 沼津市 ]
ポプラ訪問介護ステーション沼津
TEL:055-952-1110
あおい訪問介護ステーション
TEL:055-924-3871

株式会社イー・ケア
TEL：055-924-5218

静岡県富士市

TEL:046-257-1226

居宅介護支援事業所

[ 沼津市 ]
あおい居宅介護支援事業所 TEL:055-924-3871
[ 御殿場市 ]
あおい居宅介護支援事業所御殿場 TEL:0550-88-8611
[ 富士市 ]
あおい居宅介護支援事業所富士 TEL：0545-30-7158
[ 三島市 ]
あおい居宅介護支援事業所三島 TEL：055-955-7350

イー・ケア中里

入居相談・施設見学予約受付中！

0120-968-758
HP からも資料請求ができます。
お気軽にお問い合わせください。

訪問介護事業所

TEL:0545-32-6653

グループホーム

デイサービス

わくわくデイサービス富士宮

住宅型有料老人ホーム

フローレンス富士の郷
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