e-c a r e
通信

vol.119
2021 年 4 月

Cover Sweets
ギネスケーキ
Guinness cake
アイルランド生まれの黒ビールである、ギネスビールを
使用して作られたアイルランドのケーキ。アイルランド
にキリスト教を広めた聖パトリックの命日である、セン
トパトリックデーのお祝いに食べられます。ギネスビー
ルの黒い色と、ほろ苦く甘さ控えめの大人の味が特徴で
す。上に乗せるクリームチーズが、まるでギネスビール
の泡のように見えます。

ひな祭り
ひな祭りは、女の子の健やかな成長を祝う行事。その由来は、中国の
五節句のうちの「上巳」で、上巳には川で身を清める習慣がありまし
た。季節の変わり目である「節」には邪気が入りやすいとされており、
川で身を清めることで、邪気を祓っていたそうです。
ひな祭りに雛人形を飾るのは、人形に穢れを移して厄災を身代わりに
引き受けてもらうためなのだそうです。

イー・ケアの各施設でも、雛人形を飾って
眺めて楽しんだり、一緒に写真をとったり、
お雛様とお内裏様になったり…
思い思いに春の
訪れを楽しみま
した。

1 日の過ごし方
施設で生活している入居者様が、
どのような 1 日を過ごしているのかをご紹介します。
今回は、有料老人ホーム編です。
６：００

起床

７：００

洗面・着替え

８：００

朝食

１３：００
お部屋で一人でゆっくり過ごしたり、
集まって過ごしたり・・・

９：００
デイサービスへ行ったり、
趣味活動をしたり・・・

１０：００

体操・レクリエーション

１５：００

おやつ

お茶の時間

１１：００
ヘルパーと一緒に掃除や洗濯を
したり、ゲームをしたり・・・

１２：００

１４：００

昼食

１７：００
デイサービスに行って
いた人が帰設
１８：００

夕食

１９：００

就寝準備

２０：００

それぞれお部屋に戻って就寝

有料老人ホームでは、入居者様一人ひとりに合
わせて介護サービスを行うので、生活スタイル
は人それぞれ。安心・安全な環境の中で、マイペー
スにお過ごしいただけます。

中里
グループホームイー・ケア中里では、
お食事やおやつを皆で協力しながら作っています。

餃子作り

タネを一つひとつ丁寧に
皮で包んでいきます。
手早く、次々に餃子が出
来上がっていく様子はお
見事でした！

ぼた餅作り
春のお彼岸ということ
で、ぼた餅を作りました。
もち米をつぶす係と、あ
んこで包む係。協力して
出来上がったぼた餅は、
もちろんとっても美味し
かったです♪

介護用品
ゆい介護用品をご利用いただいているお客様が、101 歳のお誕生日を迎えられたので、
手作りのバースデーカードをプレゼントしました。

ご自宅のお風呂の浴槽をまたぐのが困難となっ
たため、 バスリフトを導入したところ、 今では
ゆっくりと湯船につかっての入浴を楽しまれて
いるそうです。
カードをお渡しすると、 とても喜
んでくださり、 後日、 お礼のお手
紙をいただきました。
心のこもったお手紙に、 こちらの
方が元気をいただきました。
来年も一緒にお祝いしましょうね。

ｰ

新富士

春らしい暖かい日が増えてきたので、日中、外で過ごす時間も増えました。

桜の花も少しずつ開花
してきているので、桜
を見にお出かけしたい
ですね。
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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

