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トレスレチェケーキ

tres leches cake

コスタリカやメキシコ、アメリカなどで人気のケーキ。
スペイン語でトレスは３、レチェはミルクを意味し、無
糖練乳・加糖練乳・生クリームの 3 種類のミルクにスポ
ンジケーキを漬け込んで作られる。バターを使用してい
ないので、以外にも軽い口当たり。

オンライン面会

実施中！！
ご利用者様およびご家族様、関係者の皆様には、
日頃より感染症対策にご理解・ご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。現在、イー・ケアの運営す
る各施設では、引き続き面会制限を継続中ですが、
代わりに、オンラインでの面会体制を整えており
ます。実際に会うことができない期間が長引く中
で、お互いの顔を見ながらお話ししていただき、
少しでも安心していただけたら幸いです。
是非ご活用ください。

オンライン面会のご利用方法
【使用可能なアプリケーション】

LINE

ZOOM

①オンライン面会を希望する日時と利用するアプリを施設にご連絡ください。
②オンライン面会予定時間になりましたら、スマートフォン等の端末を手元
に用意し、アプリを開いてお待ちください。
③施設側から発信いたしますので、カメラをオンにしてご対応ください。

※詳しいやり方や、アプリのインストール方法など、ご不明な点があればご
説明します。

毎年敬老の日には、長寿を祝って様々な贈り物が市町から届きます。
その中でも賀寿のお祝いには特別な品が・・・。

フローレンス南箱根
百寿のお祝いに、
賞状と銀杯、タオル
等々盛りだくさんな
贈り物が届きました。
受け取られたご本人は、
「次は 200 歳を目指す」
と元気にお話しされていました。

フローレンス新富士
米寿のお祝いに、豪華な座布団が届きました。
なんとも座り心地が良さそうです。

フローレンス川島田
こちらも米寿のお祝い。
中身は暖かそうなちゃんちゃんこでした。
今年の冬に活躍しそうですね。

GH 座間

おうち縁日
毎年恒例の、地域の皆様も招いての納涼祭ですが、今年は
感染症対策のため、施設内でお客様を招かずに行いました。

まずは、縁日での食べ歩きの気分で、焼きそばや焼き鳥などの屋台メニュー
をご提供。いつもと違う雰囲気に食も進みます。

その後は、ヨーヨー釣りや輪投げなど、縁日で定番の
ゲームを楽しみました。
室内での開催でした
が、とても楽しい時間
になりました。
来年は安心して外で開
催できますように！
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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
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

りなの森

フローレンス新富士

