
6:30 起　床 おはようございます。

洗　顔 温かいタオルをお配りし、すっきり目を覚まします。

7:30 朝の会 食堂へ移動し、軽い体操や１日の予定を連絡します。

朝　食

健康チェック

9:30 入　浴 広いお風呂でリフレッシュ。

寝たまま入れる浴槽があり、お身体の

不自由な方も安全に入浴できます。

10:00 水分補給 飲み物をお出しします。

12:00 昼　食 栄養士が充分な栄養の献立を作り、温かい彩り豊かな食事が出ます。

14:00 レクリェーション 楽しいゲームや、ボール遊び、カラオケ・習字・裁縫など

皆様の好みに合わせてお選びください。

15:00 おやつ ほっと一息、ほのぼのとした雰囲気の中、話に花が咲き

ます。

18:00 夕　食

夕食後は、テレビを見たりのんびり過ごします。

21:00 就　寝 消灯です。おやすみなさい。

～トイレ介助、おむつ交換は随時行います。～

でんわ　　０５４５（６５）１１６５

　特別養護老人ホーム「加島の郷」では、指定短期生活介護事業所（ショートステイ）を併設していま
す。在宅の利用者の方に対し、入所利用者の方同様の充実したサービスを提供し、家庭介護を応援しま
す。ご家族の急な用事や、介護負担軽減にぜひご利用下さい。

１日のスケジュール

食事は、皆様の身体状況に合わせて、提供いたします。

看護師が体温、血圧などを測定します。

　　☆送迎時間について☆

　【施設送迎】　 入所　　9：00頃　施設出発         ※ 日曜日と年末年始は施設送迎はお休みとなります。
　　　　　　　　  退所　  15：00頃　施設出発         ※ 日によって到着時間が異なりますのでご了承下さい。

　【家族送迎】 　8：00 ～ 19：00　　入退所可能　　　　※事前に時間はお知らせ下さい。

お申し込み・ご利用方法
担当の介護支援専門員にご相談ください。見学やその他お問い合わせは下記まで。

社会福祉法人　真澄会　特別養護老人ホーム　加島の郷



要介護１ 596単位 596単位

要介護２ 665単位 665単位

要介護３ 737単位 737単位

要介護４ 806単位 806単位 　区分負担限度基準額に含まれるもの

要介護５ 874単位 874単位

夜勤職員配置加算Ⅰ

送迎加算 片道
サービス提供体制加算Ⅱ 1日
介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算1

要介護１ 916円 916円

要介護２ 994円 994円

要介護３ 1,075円 1,075円

要介護４ 1,154円 1,154円

要介護５ 1,229円 1,229円

朝　　食 ３８０円 あゆみ（パン） 100円

昼　　食 １　日 ６４０円

夕　　食 ５００円

多床室 ８６０円 散髪 2,000円

個室 １,１８０円 顔そり（女性のみ） 500円
　　※　訪問販売日は、月に2～3回となっています。利用日と重なった場合のみご利用になれます。

滞在費 １　日 床屋

１単位＝10.17円

合　　　計

1日 多床室 個室

　　　※上記は1割負担の方の金額となります。

○実費負担になるもの

食事の提
供に要す
る費用

訪問販売 まつぼっくり
（焼き菓子）

100円

○介護保険に含まれるもの（Ｒ3年4月1日から）

利
用
料
金

1日
多床室 個室

１３単位

184単位

１８単位
  区分負担限度基準額に含まれないもの

8.30%

2.70%

☆ 利用料金について

☆ 持ち物について ☆

○ 着替え （汚れ物は随時洗濯をさせて頂きますので多くても2組程で十分です）
・ 上着 （建物内はｴｱｺﾝが効いております。夏場は薄手の羽織り物をお持ち下さい）
・ 下着 （リハビリパンツ、尿とりパット等の紙おむつは施設で用意します）
・パジャマ（1着あれば十分です。こちらで洗濯させて頂きます）
・ 靴下

○ 洗面用具 （歯ブラシ・コップ・入れ歯ケース）

○ タオル （小さいもの）
○ 薬 （日数分・お薬手帳）

※洗濯物は随時洗濯いたしますので、持ち物にはお名前をお書き下さいますようお願いします。
現金・食べ物の持ち込みは原則禁止しています。

加島の郷の案内図

      JR富士駅

  100円ショップ
         オレンジ

小林製作所 GS

クリエイト

           渡辺玄吾

              商店 特別養護老人ホーム まちづくりセンター

特別養護老人ホーム「加島の郷」
〒416-0924  富士市水戸島本町７－８

        八幡神社 TEL 0545-65-1165
   農協富士支店 FAX 0545-65-1155

南口

　　　　清水銀行

しずてつストア

  富士第二小学校
加島の郷



6:30 起　床 おはようございます。

洗　顔 温かいタオルをお配りし、すっきり目を覚まします。

7:30 朝の会 食堂へ移動し、軽い体操や１日の予定を連絡します。

朝　食

健康チェック

9:30 入　浴 広いお風呂でリフレッシュ。

寝たまま入れる浴槽があり、お身体の

不自由な方も安全に入浴できます。

10:00 水分補給 飲み物をお出しします。

12:00 昼　食 栄養士が充分な栄養の献立を作り、温かい彩り豊かな食事が出ます。

14:00 レクリェーション 楽しいゲームや、ボール遊び、カラオケ・習字・裁縫など

皆様の好みに合わせてお選びください。

15:00 おやつ ほっと一息、ほのぼのとした雰囲気の中、話に花が咲き

ます。

18:00 夕　食 毎週月曜はおかずが２種類から選べます。

夕食後は、テレビを見たりのんびり過ごします。

21:00 就　寝 消灯です。おやすみなさい。

～トイレ介助、おむつ交換は随時行います。～

でんわ　　０５４５（６５）１１６５

　特別養護老人ホーム「加島の郷」では、指定介護予防短期生活介護事業所（ショートステイ）を併設
しています。在宅の利用者の方に対し、入所利用者の方同様の充実したサービスを提供し、家庭介護を
応援します。ご家族の急な用事や、介護負担軽減にぜひご利用下さい。

１日のスケジュール

食事は、皆様の身体状況に合わせて、提供いたします。

看護師が体温、血圧などを測定します。

　　☆送迎時間について☆

　【施設送迎】　 入所　　9：00頃　  施設出発       ※ 日曜日と年末年始は施設送迎はお休みとなります。
　　　  　　　　   退所　　15：00頃　施設出発           日によって到着時間が異なりますのでご了承下さい。

　【家族送迎】 　8：00～ 19：00　　入退所可能　　　　※事前に時間はお知らせ下さい。

お申し込み・ご利用方法
担当の介護支援専門員にご相談ください。見学やその他お問い合わせは下記まで。

社会福祉法人　真澄会　特別養護老人ホーム　加島の郷



要支援１ 446単位 446単位

要支援２ 555単位 555単位

送迎加算 片道
サービス提供体制加算Ⅱ １日
介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算1

要支援１ 732円 732円

要支援２ 855円 855円

朝　　食 ３８０円 あゆみ（パン） 100円

昼　　食 １　日 ６４０円

夕　　食 ５００円

多床室 ８６０円 散髪 2,000円

個室 １,１８０円 顔そり（女性のみ） 500円

○実費負担になるもの

食事の提
供に要す
る費用

訪問販売 まつぼっくり
（焼き菓子）

100円

滞在費 １　日 床屋

　　※　訪問販売日は、月に2～3回となっています。利用日と重なった場合のみご利用になれます。

※介護保険サービスとなりますので、介護認定を受けられ要支援と判定された方に御利用いただけます。
なお、要介護１以上になった場合は、指定介護短期入所介護の対象となります。

　　　※上記は1割負担の方の金額となります。

○介護保険に含まれるもの(Ｒ3年4月1日から）

利
用
料
金

1日 多床室 個室
区分負担限度基準額に含まれるもの

184単位

18単位
　区分負担限度基準額に含まれないもの

8.30%

1単位＝10.17円
合　　　　計

1日 多床室 個室

2.70%

☆ 利用料金について

☆ 持ち物について ☆

○ 着替え （汚れ物は随時洗濯をさせて頂きますので多くても2組程で十分です）
・ 上着 （建物内はｴｱｺﾝが効いております。夏場は薄手の羽織り物をお持ち下さい）
・ 下着 （リハビリパンツ、尿とりパット等の紙おむつは施設で用意します）
・ パジャマ（1着あれば十分です。こちらで洗濯させて頂きます）
・ 靴下

○ 洗面用具 （歯ブラシ・コップ・入れ歯ケース）
○ タオル （小さいもの）
○ 薬 （日数分・お薬手帳）

※洗濯物は随時洗濯いたしますので、持ち物にはお名前をお書き下さいますようお願いします。

加島の郷の案内図

      JR富士駅

  100円ショップ
         オレンジ

小林製作所 GS

クリエイト

           渡辺玄吾

              商店 特別養護老人ホーム まちづくりセンター

特別養護老人ホーム「加島の郷」
〒416-0924  富士市水戸島本町７－８

        八幡神社 TEL 0545-65-1165
   農協富士支店 FAX 0545-65-1155

南口

　　　　清水銀行

しずてつストア

  富士第二小学校
加島の郷


