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Cover Sweets
プリンセスケーキ

princess cake

ふわふわしたスポンジケーキとカスタードクリームの層を
交互に重ね、厚いドーム状のホイップクリームをのせ、薄
く伸ばしたマジパンを全体にかぶせてなめらかな丸い形に
仕上げた伝統的なスウェーデンのケーキです。

施設案内ホームページ
開設しました。

施設案内ホームページ URL

https://www.ecare-home.com/

イー・ケア HP からも
アクセスできます！

←スマホからは、こちらの QR コード
から読み取れます。

施設
紹介
ページ
サービス
案内

料金案内

ホームページから
ツイッターも
お問い合わせ・
開設しました
見学予約・資料請求
ができます！

施設内
ギャラリー

アカウント：＠e̲care5218
←こちらの QR コードから
読み取れます。

今年も母の日にたくさんのプレゼントが
届きました。受け取った皆様は、嬉しそ
うにプレゼントを眺めておりました♪

今日も元気に外気浴！

暑い日が増えてきたので、熱中症には十分に気を付けましょう！

職員がペットの文鳥をつれてきまし
た♪ちょこんと手に乗る様子がとて
も可愛らしく、皆で癒されました♡

畑の作物が順調に育ち始めています。

水撒きをすると、植物も喜んでいるようでした♪

皆で玄関前に花を植えました。

これから育てていき、色とりどりに花が咲いたら、
華やかになりますね♪今から楽しみです♬

4 月に入社した新入社員が奮闘中！

徐々に仕事に慣れてきた様子で、最近はおやつの前の体操を任
されています。

折り紙が得意とのことで、利用者様へ折り方を教えていました。

感染症対策の影響で面会が制限されているため、遠方に
住むご家族とテレビ電話でお話ししました。

久しぶりに顔を見て
お話ができたと、と
ても喜ばれていまし
た！
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静岡県沼津市

宮島 993-1

大諏訪 234

静岡県富士宮市
万野原新田 4068-9
TEL:0544-58-9605

TEL:055-952-7770

TEL:0545-64-2827

フローレンス川島田

フローレンス南箱根

静岡県御殿場市

静岡県田方郡函南町

川島田 796-1

平井 1690-37

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

[ 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

あおい訪問介護ステーション
TEL:055-924-3871

[ 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

〒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

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 ]

イー・ケア中里

[ 函南町 ]
ポプラ訪問介護ステーション南箱根
TEL：055-974-1323

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

静岡県富士市

介護用品

フローレンス富士の郷

りなの森

フローレンス新富士

