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デイサービスセンターわかみや指針 

わらいがいっぱい 

 

かっきがいっぱい 

 

みりょくがいっぱい 

 

やさしさいっぱい 
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デイサービスセンターわかみやの1日の流れ 

 

 9:15～  お迎え…玄関までお迎えします 

               お茶で一服…朝のほっとするひと時 

 

       健康チェック 

       入浴…ひのき風呂でゆったりくつろいでいただけ 

              ます。柚子湯・菖蒲湯等季節のお風呂も楽 

              しんでいただけます。 

       集団レクリエーション…集団体操・ゲーム等 

                            で盛り上げます。  

         機能訓練…パワーリハビリや平行棒を利用した 

                    歩行訓練等個別プログラムにより 

                    実施しています。 

                     

12:00～ 昼食…季節を感じる多彩なメニューです。 

       休憩…おしゃべりや歌を楽しみながらゆっくりと過 

              ごしていただきます。 

 

13:30～ 個別レクリエーション…多彩なクラブ活動 

              （書道・折り紙・手芸・創作・料理・麻雀・将棋 

               カードゲーム等楽しんでいただきます。） 
                    

15:15～ おやつ…お好きなお飲物を飲みながらおしゃべり 

                に花が咲いています。 

                                         

15:45～ カラオケ…自慢の声を披露していただいています。 

 

16:30～ お送り…皆様を笑顔でお見送りします。 

        

サービス提供時間 

営業時間 

12月30日～1月3日を除く毎日（土・祝も営業） 

午前9時15分～午後4時30分 

午前8時30分～午後5時30分 

営業日 



3 Copyright © by Altidea All rights reserved. Altidea 

施設設備について 

浴槽に“ヒノキ”を使用したお風呂です。お一人
ずつゆったりと入っていただけます。毎月２６日
には『風呂の日』として、季節に合わせて柚子
湯・菖蒲湯、バラ風呂やハーブ風呂などいろん
な種類を楽しんでいただいております。 

浴室 

デイルーム 

日当たりが良く広く明るいホールでは、お食事
やおしゃべり、レクリエーション等を楽しんでい
ただいてます。お客様やスタッフの笑顔や笑
い声がいつもあふれている場所です。 

 

リハビリ室 

 

4種類のパワーリハビリマシン・バイオステッ
プ・平行棒など、楽しみながらリハビリに取り
組んでいただいております。 

機能訓練室の窓の外には、天気の良い日
は、正面に富士山が見えます。 
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機能訓練について 

パワーリハビリ 

4種類のトレーニングマシンを使用して行います。パワーリハビリは、筋肉強
化・筋肉増強を目的としたプログラムではありません。軽負荷でトレーニング
を行い、全身各部の普段使用していない筋肉を動かし、眠っている筋肉を動
かすことにあります。 

筋肉の再活動化により動作性・体力の改善や心理的活動性の改善が得られ
ます。 

 

 

【ローイング】 
○上肢のリハビリ 

肩甲骨周辺や肩周辺
の機能の改善 

肩こりや姿勢の改善
等に効果 

【ホリゾンタルレッグプレス】 
○下肢のリハビリ 

膝や股関節を伸ばす機能
の改善 

立ち上がりが楽になったり、
立位保持や歩行動作の安
定等の効果 

 

【トーソフレクション】 
○体幹のリハビリ 

体を前後方に曲げ伸
ばしする機能の改善 

腰痛の予防や姿勢の
改善等に効果 

【バイオステップ】 
○上下肢のリハビリ 

心肺機能の向上と運動
器疾患の改善 

持久力の維持・向上に
効果 
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レクリエーション 

お客様の趣味嗜好に合わせて様々なプログラムをご用意 

しております。 

 ・書道クラブ 

 ・折り紙クラブ 

 ・フラワーアレンジメント 

 ・創作活動 

 （手芸、ちぎり絵、塗り絵、水彩画、紙バンド、割箸細工等） 
 ・娯楽活動 

 （麻雀、将棋、囲碁、花札、トランプ、カルタ等） 

 

 

慰  問 

毎月２～３組のボランティアの方々に来訪していただき、歌や踊り、楽器演奏等を披露して
いただいています。 

時にはお客様も一緒に参加していただくこともあり、いろんな方々との触れ合いを楽しんで
いただいています。 

 

 

 

レクリエーションについて 
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お食事 

お食事 

施設内の厨房にて、調理員が丹精を込めて  
家庭的なお食事をご用意させていただいて 

います。 

メイン料理は、肉料理か魚料理をその場で 

お好きな方をお選びいただいています。 

「美味しく、楽しく、健康に」を心掛けたお食事を 

提供しております。 

行事食 

月2回、行事食を企画し楽しんでいただいております。 

 

・寿司バイキング 

・丼ぶりバイキング 

・そうめん天ぷらバイキング 

・カレーバイキング 

・敬老祝御膳      

                etc. 

              

その他にもお正月料理やクリスマス 

ランチ、土鍋料理など、季節にちなんだ 

行事食を考えています。 

もちろん、すべてが手作りです。 
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費用について 

【大規模型通所介護 Ⅰ】 

通所介護 【5時間以上7時間未満】 サービスコード 

通所介護Ⅲ 21 要介護1 562単位 153661 

通所介護Ⅲ 22 要介護2 665単位 153662 

通所介護Ⅲ 23 要介護3 767単位 153663 

通所介護Ⅲ 24 要介護4 869単位 153664 

通所介護Ⅲ 25 要介護5 971単位 153665 

通所介護 【7時間以上9時間未満】 サービスコード 

通所介護Ⅲ 31 要介護1 645単位 153666 

通所介護Ⅲ 32 要介護2 762単位 153667 

通所介護Ⅲ 33 要介護3 883単位 153668 

通所介護Ⅲ 34 要介護4 1004単位 153669 

通所介護Ⅲ 35 要介護5 1125単位 153670 

加算 サービスコード 

入浴介助加算 50単位／1日 155301 

中重度ケア体制加算 45単位／1日 155051 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6単位／1日 155052 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 月合計単位数×4.0% 156107 
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費用について 

介護予防通所介護 サービスコード 

予防通所介護1 要支援1 1647単位 651111 

予防通所介護2 要支援2 3377単位 651121 

加算 サービスコード 

運動器機能向上加算 225単位 655002 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
要支援１ 

24単位 656103 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
要支援２ 

48単位 656104 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 月合計単位数×4.0% 656110 

【介護予防通所介護】 

その他実費分 料金 

お食事代（おやつ代込） 740円 

おむつ代 
紙パンツ型おむつ 170円 
尿取りパット 30円 

その他日常生活上の便宜に係る費用 実費 

【介護保険給付外サービス】 
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ご利用開始までの流れ 

お問合せ 

ご相談 

見学・体験利用 

ご契約手続き※ 

ご利用開始 

定員の空き状況の確認、その他ご利用にあたって
の確認事項など、事前にお問合せ下さい。 

ご利用に関する様々なご相談を承ります。 

ご見学、もしくは体験利用（無料・送迎・食事・その他
すべての活動にご参加）をお勧めします。 

特にご利用にあたって問題がなければ、ご契約手続
きを行います。施設又はご利用者様のご自宅にて契
約手続きを行います。ご希望の日程を申し付け下さい 

ご希望の日程をお伺いし利用開始となります。 

【ご契約時について】 
 ◆ご契約の際には下記書類の準備をお願い致します。 

  ・介護保険証の写し（1部） 
 ◆ご契約時に下記書類へ署名及び捺印を頂きます。 

  ・通所介護・介護予防通所介護契約書（施設の決まり事が記されています） 
  ・重要事項説明書（施設の設備、費用、職員配置等が記されています） 
  ・同意書（個人情報の取扱いに関する書類です） 
 

【個人情報の取り扱いについて】 
 デイサービスセンターわかみやでは、個人情報を取り扱うにあたり、「個人情  
報保護方針」を定め、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令及び
「個人情報の取り扱いについて」を遵守いたします。 
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施設周辺地図 

デイサービスセンター わかみや 
              

    〒418-0022  静岡県富士宮市小泉2302-8 

               

    TEL 0544-28-5805 / FAX 0544-28-5806 

 

運営：株式会社アルテディア 

権現交差点 

若宮南交差点 

 富士根駅 

若宮交差点 

至 富士 至 山梨 
西富士道路 

大月線（R139) 

バイパス（R139) 

セブンイレブン● 

●マックスバリュ 

若宮八幡宮● 

●サークルK ●ピアピア 

もちの木● ●キミサワ 

至 富士宮駅 至 富士駅 
身延線 


