
奉優デイサービス デイホーム野沢
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奉優デイサービス
デイホーム野沢
ホームページ

生活基盤型奉優デイサービス

第一日曜日にサロンのざわも開催中★

地域貢献事業 サロンのざわ

デイホーム野沢

デイホーム野沢で楽しく・元気にいつまでも！



施設のご案内

庭が見える広々お風呂
リフト浴で安心して入浴できます。

明薬通り沿いのＵＲ住宅
アクティ三軒茶屋8棟1階

入浴サービス

目印はこちら！

送迎サービス
リフト・ワゴンで送迎します。
送迎のお時間はご相談ください。

広々フロア
開放感のある広々フロアで
活動をしていきます。

フロアー 入浴

お迎えのお時間
８：３０～９：３０
９：３０～１０：３０

送迎（１便、２便）

午前入浴開始

到着後 お茶だし、うがい、手洗い
健康チェック（血圧・脈拍・体温
など）

１１：００～１２：００ 体操（転倒予防体操 口腔体操）

１２：０0～１３：００ 昼食
口腔洗浄、トイレなど

１３：００～１４：００ お昼休み 午後入浴開始

１４：００～１５：００ 午後プログラム※プログラムリス
ト参照

１5：00～１５：３０ お茶 おやつ

ご自宅到着のお時間
１５：３０～１６：３０
１６：３０～１７：３０
１７：３０～１８：３０

送迎（１便、２便、３便）

15：30～ ぷちレクリエーション

16：30～ お茶

～18：00 夕食提供

一日のながれ



体操・口腔・発声など
季節の外出・

食事など

夕食・持ち帰り夕食
【無料】延長・自宅支援等

＝在宅生活サポートデイ＝
★お弁当持ち帰り・夕食提供・ヘアカット・団地のゴミ捨てなど暮らしを支える
生活基盤サービス

★家族会開催・メールでの写真提供などご家族への情報提供・連携
★地域のボランティアさんにご協力いただいての多彩なプログラム
（音楽プログラム 書道・折り紙・臨床美術・手工芸など教室プログラム 保育園交流等）
★季節に合わせた毎月の行事開催
★明るく庭を眺めながら入れる開放的な入浴
★区内５か所のデイサービス、ショートステイ１か所、小規模多機能介護３か所、グループ
ホーム３か所のネットワーク

生活基盤プログラム

生活リハビリ 外出機能訓練プログラム

役割支援プログラム
料理・おやつ作り

奉優デイサービス
デイホーム野沢の特徴

 

お申し込みからご利用開始まで 

 

 

  

 

 

 

 

  ①お申込は、担当のケアマネジャーにご相談して下さい。 

  ②ケアマネジャーより当施設所定の利用申込書にてお申込いただきます。 

  ③申込書を基に、当施設の生活相談員がご自宅にお伺いいたします。デイホームの説明やご

本人様のお体の状態を伺い、契約の取り交わしを行います。その際に、ご意見・ご要望が

あればご相談ください。 

  ④契約の取り交わし後、調整ができしだいご利用開始となります。 

ご本人 

ケアマネジャー 

デイホーム野沢 

②利用申込 

④利用 

   ③訪問（契約） 

①相談 

あんしんすこやかセンター 

（地域包括支援センター） 

 

１月あたりの自己負担額
（１割負担額）

１月あたりの自己負担額
（2割負担額）

要支援１ 要支援２ 要支援１ 要支援２

週一回程度
利用

週二回程度
利用

￥3,591

週一回程度
利用

週二回程度
利用

￥1,796 ￥3,681 ¥3,591 ￥7,364

昼食代 一食あたり 630円

おやつ代 一食あたり 100円

夕食代 一食あたり 630円

持ち帰り弁当（夕食） 一食あたり 594円

ご利用1回あたりの
自己負担額

3時間以上
4時間未満

4時間以
上

5時間未
満

5時間以
上

6時間未
満

6時間以
上

7時間未
満

7時間以
上

8時間未
満

8時間以
上

9時間未
満

要介護度1 382円 402円 581円 602円 628円 691円
要介護度2 437円 460円 688円 713円 795円 817円
要介護度3 494円 520円 794円 822円 920円 947円
要介護度4 550円 578円 899円 931円 1,047円 1,076円
要介護度5 606円 638円 1,044円 1,040円 1,173円 1,206円
入浴加算 55円（1回あたり）

中重度者ケア体制
加算

49円（1日あたり）

ADL維持等加算
（Ⅰ）

4円（月あたり）

ADL維持等加算
（Ⅱ）

7円（月あたり）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
加算Ⅱ

7円（1日あたり）

送迎減算 -52円（片道につき） ※その他加算あり

※その他加算あり

※一部有料プログラムあり



奉優デイサービス デイホーム野沢
各種プログラム・サービス

書道クラブ
書道講師もお呼びして、書道を楽
しむもよし、腕を上げるもよし！
書道展にも出品しています。
入賞者もでています。

折紙クラブ
折紙を通して、指先を使うことで
作業療法として手先の動き・脳活
性をねらっています。

フラワーアレンジメント
ご近所のお花屋さんによるフラ
ワーアレンジメント。毎回季節の
お花を活けて、お持ち帰りいただ
きます。

臨床美術クラブ
創作活動を行うことにより脳が活
性化します。臨床美術士が一人ひ
とりの参加者にそった働きかけを
することで、その人の意欲と潜在
能力を引き出していきます。

社会地域交流
地域のボランティアさん
の受け入れなどを積極的
に行っています。地域の
方との交流も積極的に行
えます。

趣味活動応援

お一人では難しくなって
しまった趣味活動・楽し
みをお手伝いします。

健康 歯科往診

年に数回歯科往診による
歯の健康チェックを行い
ます。必要に応じて、往
診も実施できます。

多世代間交流

地域の子供たちや保育園
の子供たちとの交流を通
じて、地域交流・社会交
流での生きがいづくりを
提供します。

嚥下発声音楽プログラム

プロの歌手が教える、発
声を通して、嚥下機能・
肺機能の維持・改善を目
的に歌など楽しみながら
実施していきます。

選択食・お取り寄せ
食事会

一日の楽しみでもある食
事！デイの食事だけでな
く出張寿司やお取り寄
せ・バイキングなどをデ
イフロアで開催！選ぶ楽
しみも提供します。

大人の音楽会
キャロットタワーでも演
奏されている講師をお呼
びして、落ち着いた雰囲
気で音楽を楽しんでいた
だきます。

生活基盤：ヘアカットサービス

外出が難しい…なかなか美容
院に行けない。
そんな悩みを解決！
デイサービスでカット。
※ヘアカット1500円

個別に歩行や運動での効果
の話。体のことなどを情報
としてもお伝え！自宅でも
できる運動をお伝えしてい
きます。

各種機能訓練


