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Cover Sweets
ハルヴァ

Halva

ハルヴァは、トルコで伝統的に食べられている
お菓子で、
「タヒニ」という中東の伝統的なゴ
マペーストと砂糖を混ぜて作るお菓子です。ピ
スタチオなどのナッツを混ぜ込んだり、ココア
を入れてチョコレート風味にしたり味は様々。
ゴマペーストを使ったハルヴァは、13 世紀頃の
オスマントルコの人の間で生まれ、オスマン帝
国中に広まったとされています。

新型コロナワクチン 3 回目接種
イー・ケアが運営する全施設で、ご利用者様と職員の新型コロナワクチン
の追加接種が完了しました。
ご利用者様やご家族様のご協力もあり、幸いにも、これまで施設内でのク
ラスターが発生することなく過ごすことができておりますが、まだまだ油
断はできません。
ご利用者様皆様が、安心安全に生活できるよう、
改めて感染症対策を見直し、実施していきます。
皆様におかれましても、引き
続き、感染症対策へのご理解
とご協力をお願いいたします。

静岡県働きやすい介護事業所として
認証されました
この度、
「グループホーム

イー・ケア中里」・「デイサービス

イー・ケ

ア中里」
・
「わくわくデイサービス富士宮」の 3 事業所が、静岡県働きや
すい介護事業所として認証されました。

イー・ケアでは、ご利用者様の尊厳を
大切にするためのケアと向き合ってい
くためには、ケアを行うスタッフの尊
厳も大切にされなければならないと考
えています。
今後も、ご利用者様一人ひとりと、職員一人ひとりを大切にする福祉企業
を目指して、邁進していきます。
〜静岡県働きやすい介護事業所認証制度とは？〜
静岡県では、介護職員の定着と新規就業を促進するため、「キャリア
パス制度・人材育成の推進」、「サービスの質の向上」、「労働環境の改
善（ワークライフバランス）」に取り組む県内介護事業所を「働きや
すい介護事業所」として認証する「静岡県働きやすい介護事業所認証
制度」を平成 30 年 10 月に創設しました。

ひな祭り
フローレンス
川島田
フローレンス川島田には、
ひな人形が飾られています。
レクリエーションでは、紙コップで作った
ひな人形タワーの積み上げ競争をしました。

りなの森
りなの森には、入居者様が折り紙で作った
ひな人形が飾られています。
様々な柄の折り紙を使用して作られた、
とても華やかで見事なおひな様です。

グループホーム中里
グループホーム中里では、ひな祭りの日のお昼に
ちらし寿司を食べました。
施設内には、ひな祭りの飾りが飾られています。

グループホーム座間
グループホーム座間では、手作りの
顔はめパネルでなりきりおひな様＆
お内裏様。
おやつは、ひなあられと桜餅でした。

３月の出来事
フローレンス川島田
レクリエーションで射的を行いました。
ゴム鉄砲で的を狙う姿は、
スナイパーの様でとても
カッコイイです。

フローレンス富士の郷 × りなの森
フローレンス富士の郷で行っていた数字
合わせの脳トレを、りなの森でもやって
みました。
皆様、余裕のクリア
でした。お見事！

フローレンス川島田
×
グループホーム中里
フローレンス川島田と、グループ
ホーム中里には、編み物が得意な
利用者様がいらっしゃいます。
どんな作品が出来上がるのか楽し
みですね♪
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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 ]
わくわく訪問介護ステーション富士
TEL：0545-30-7158
[ 函南町 ]
ポプラ訪問介護ステーション南箱根
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

