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Cover Sweets
アルファフォーレス
Alfajores
アルゼンチンをはじめとした南米の多くの地域で食べら
れているクッキー菓子。ホロホロとした食感の甘さ控え
真野クッキー生地に、「Dulce de Leche」（ドゥルセ・デ・
レチェ）という濃厚なキャラメルクリームを挟んであり
ます。様々なアレンジができるので、各地域のお店や家
庭ごとに異なるアルファフォーレスが愛されています。

入社式
今年度も、イー・ケアに新入社員が入社してきました。
今年は、感染症対策のため、入社式は複数回に分けての実施となりました。

入社式の翌日から始まる新人研修も、オンライン形式を活用しての
実施となりましたが、無事に全研修を終え、それぞれの配属先での
勤務を開始しております。これから、イー・ケアの一員として、
大いに活躍してくれることを願っております。

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、デイサービス編です。
９：００ 送迎
送迎車に乗って、続々とデイ
サービスに集まってきます。
９：３０

朝の会

９：４０

転倒予防体操

１３：００ 余暇活動
塗り絵・裁縫・折り紙等々、思い思い
に好きなことをして過ごします。

１４：００ レクリエーション
職員考案の様々なレクリエーションを
行っています。
１０：００ 機能訓練・入浴
個別の機能訓練プログラムに
沿って、機能訓練を行います。

１５：００ おやつ
手作りおやつが好評です。
この時間に入浴を
行う方もいらっし
ゃいます。
１１：４５

口腔体操

１６：００

余暇活動

１７：００

送迎

１２：００ 昼食
食事の準備・後片付けは協力し
て行っています。
デイサービスでは、運動機器を使用した個別の
機能訓練と、皆で行うレクリエーションによっ
て、通うたびに元気になれる空間を目指してい
ます。

今年の桜は、例年よりも少し早く開花した気がします。
各施設では、見ごろを逃さないように、近所の花見スポットで
満開の桜を楽しみました。

春

フローレンス
富士の郷

爛
漫

施設のすぐ近所でしたが、
見事な桜を見ることができました。
来年こそは、桜の名所に出かけたり、
桜を見ながらお弁当を食べたりといった
お花見が楽しめるようになっているとい
いですね。

イー・ケア
座間

フローレンス
南箱根

日々のあれこれ
イー・ケア
中里

色とりどりの花
がきれいに咲い
ていました。

フローレンス
川島田

スクラッチカードにお絵描き

公園にお散歩

フローレンス
富士の郷

素敵な作品が完成しました

施設周りの草取り

慣れた手つきで
あっという間に
きれいになりました。

これから宜しくお願いします！

りなの森

新入社員と記念写真
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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

