
社会福祉法人 藤嶺会
特別養護老人ホーム 弥生苑
介護支援センター あけぼの会

デイサービス



❖営業日
月・火・水・木・金・土

❖休日
日曜日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

❖営業時間
１０時１５分～１５時３０分（５時間１５分）

❖送迎エリア
旭区・瀬谷区
※他のエリアでもご利用可能な場合もございます。
まずは、ご相談下さい。

❖空き状況
令和３年４月現在

（空き状況については随時変動があります）

月 火 水 木 金 土

△ △ △ △ △ △



豊富な

プログラム

サービス導入
がしやすい

飽きない

継続性

自己選択

自己決定

利用が

継続しやすい

意欲の向上

日常生活動作

リハビリ

在宅生活の

継続性

役割作り

医療・重度

対応

ご家族の

介護負担軽減

同一施設内
ｼｮｰﾄｽﾃｲと
連携

当センターでは、自立支援の一つとして、
“ポイント制”を設けております。

休まずに通うことで１ポイント、機能訓練を
行うことで１ポイントもらえ、累計ポイントごと
にささやかですが景品を用意し、デイサービ
スに通う目的を持って頂けるように工夫して
ます。

今後、更にポイント制のコースを増設し、
コースによって目標や目的を達成した方に
喜ばれる景品をプレゼントできるよう準備い
たします。



9：00

～

•お迎え

10：15

～

•健康チェック ・水分補給

•入浴 ・趣味活動や脳トレーニングetc

11：00

～

•ロコモ体操

•ラジオ体操

12：00

～

•食前口腔体操

•昼食

13：00

～

•口腔ケア

•機能（歩行）訓練

13：30

～

•趣味活動

•アクティビティ

15：00

～

•ティータイム

15：30

～

•帰宅準備

•お送り





脱衣室



一般浴



リフト浴





マルチホームトレーナー

エアロバイク・ペダルこぎ

≪目的・効果≫
全身運動だが、関節痛な
どの足腰が弱っている方
でも負担が少なく筋肉・
関節・心肺機能の有酸素
運動ができます。

≪目的・効果≫
10種類以上の運動によ
り、全身の筋力アップ、
ストレッチ、肩・股関節
の拘縮予防、O脚・膝関
節痛の予防ができます。



リハビリ階段

ラジオ体操

≪目的・効果≫
13種類の運動があり、
体全体の血流促進により、
肩こりや腰痛の改善、
風邪の予防、便秘の解消、
血圧・血糖値の上昇の抑
制の効果があります。

≪目的・効果≫
向きにより階段の高さ・
段数の異なる階段の昇降
を行うことで、下肢の筋
力向上や歩行状態の安定
を図ります。また、疾病
等により片麻痺のある方
の階段昇降の訓練ができ
ます。



ロコモ体操

生活リハビリ

≪目的・効果≫
生活全般の日常動作をリ
ハビリと捉え、ご自宅で
の生活を続けるために食
事・入浴・移動・排泄な
どにおいて、課題・問題
となっている点について、
自分で出来ることは自分
で行うことを

≪目的・効果≫
「転倒予防」「膝痛予
防」「筋力低下予防」の
効果があり、要介護状態
となることを予防するた
めの体操で、座ったまま
でもできます。



指先のリハビリ

足のリハビリ

≪目的・効果≫
片足ずつ交互に、または

両足で、ゴムボールを繰り
返し踏みつけることにより、
立ち上がりや立位、歩行の
ための筋力を鍛えます。
椅子や車いすに座ったま

ま行えるため、安心して取
り組め、腹筋も鍛えられま
す。

≪目的・効果≫
指先の“つまむ”力を維

持するリハビリです。
お箸のほか、趣味の麻雀

や囲碁、将棋などが続けら
れるように取り組みます。
また、片麻痺の方には、

麻痺側の枝を意識できるよ
うに行うことで、注意力の
トレーニングにもなります。





書道

カラオケ

≪目的・効果≫
呼吸筋に効果があります。
また、発声することで
リラックス効果も得られ
ます。

≪活動の様子≫
お好きな曲を選択し、
入力します。
年に一回、カラオケ大会
を開催♪日頃のカラオケ
が練習になります。

≪目的・効果≫
姿勢をよくすることが
でき、集中力も高める事
ができます。また、脳の
活性化にも繋がります。

≪活動の様子≫
季語等のお手本をご自身
で選択し筆を執ります。
月に一回（第4金曜日）
は、先生からご指導を
頂くこともできます。



手芸

紙漉き

≪目的・効果≫
指先を使うで脳の活性化
と指先のリハビリができ
ます。また、ハガキに仕
上がった時の達成感が得
られます。

≪活動の様子≫
牛乳パックをはがす細か
い作業と紙をハガキの形
に漉く作業を協力して作
成されております。

≪目的・効果≫
手と指先を使うことで
脳の活性化を図ることが
できます。また、指のリ
ハビリにも繋がります。

≪活動の様子≫
取り組みやすい手芸の
キットもご準備しており
ます。作業が細かく自信
がない場合は、職員がお
手伝いさせて頂きます。



絵手紙

モザイクアート

≪目的・効果≫
指先のリハビリと細かい
作業を行うことで集中力
に繋がります。

≪活動の様子≫
乾燥させた「卵の殻」に
色を付け、適当な大きさ
に砕き、下絵に貼ってい
く作業です。色合いだけ
でも楽しめます。

≪目的・効果≫
季語や季節の絵を描くこ
とで脳の活性化が図れま
す。また、お友達との交
流にも活用できます。

≪活動の様子≫
紙漉きで作成した「ハガ
キ」にお好きな絵や文字
を描きます。お見本もあ
りますが、自由に描くこ
とが絵手紙の魅力です。



ちぎり絵

切り絵

≪目的・効果≫
指先のリハビリとなり、
作業工程を考えることで
脳の活性化にも繋がりま
す。また、達成感を得ら
れます。

≪活動の様子≫
型紙を切り抜き、セロハ
ン紙に貼りつけると「ス
テンドグラス」のような
仕上がりにもなります。

≪目的・効果≫
色合いを考えることで
脳の活性化が図れます。
また、指先のリハビリに
も繋がります。

≪活動の様子≫
下絵を選び個人の作品と
して完成できます。また、
季節ごとには、皆さんで
協力して壁画の大作も作
成しております。



押し花

園芸

≪目的・効果≫
お花を育てる役割を担う
ことで達成感や充実感、
継続性が得られます。ま
た、季節感を得られ生活
リズムが整います。

≪活動の様子≫
ベランダでお花を育てま
す。要支援者は、ガーデ
ニングエリアで実施する
こともあります。

≪目的・効果≫
季節のお花を使うことで
季節感を得られ生活リズ
ムが整います。また、お
花を育てる役割を担うこ
ともできます。

≪活動の様子≫
材料となる「お花」をベ
ランダで育てるところか
ら始めます。お花が好き
な方へお勧めです。



プラパン

砂絵

≪目的・効果≫
指先のリハビリと色合い
を考えることで脳の活性
化が図れます。また、集
中力にも繋がります。

≪活動の様子≫
色付けした「卵の殻」を
粉々に砕き、下絵に貼っ
ていきます。のり付けを
貼る部分のみにすること
で簡単に貼れます。

≪目的・効果≫
指先のリハビリ
作品が焼きあがった時に
達成感が得られます。

≪活動の様子≫
選んで頂いたデザインを
プラ板に書き写します。
書き写したプラ板をお好
きな形に切り取り、オー
ブンで焼きます。キーホ
ルダー等ができます。



水彩画

アイロンビーズ

≪目的・効果≫
指先のリハビリと脳の活
性化を図ることができま
す。

≪活動の様子≫
下絵に専用のビーズを配
置しアイロンで温めるこ
とで形を整えます。壁掛
け等の作品に仕上げるこ
ともできます。

≪目的・効果≫
配色を考えることで脳の
活性化が図れます。

≪活動の様子≫
お好きな下絵を選んで頂
き、絵の具で色を付けて
いきます。同じ色でも絵
の具と水の分量で色合い
が変わりオリジナルな作
品に仕上がります。





クッキング

七宝焼き

≪目的・効果≫
指先のリハビリとおしゃ
れを楽しむことで心身の
活性化を図ることができ、
達成感も得られます。

≪活動の様子≫
お好きなアクセサリーを
選んで頂き、絵の具を乗
せていきます。初めは難
しいですが徐々に上達し
ます。

≪目的・効果≫
作業工程を考えることで
脳の活性化が図れます。
また、ご自宅での生活リ
ハビリに繋がります。

≪活動の様子≫
材料を量ったり切ったり
と準備から行って頂き、
“季節のお菓子”を皆さ
んと協力し作っていきま
す。



ファンシー手芸

樹脂粘土細工

≪目的・効果≫
創作内容の形を考えるこ
とで脳の活性化に繋がり、
指先のリハビリにもなり
ます。

≪活動の様子≫
お好きな色の樹脂粘土を
作りたい作品の形に仕上
げていきます。ちょっと
した小物に最適です。

≪目的・効果≫
指先を使うことで脳の活
性化が図れ、指のリハビ
リにも繋がります。

≪活動の様子≫
和紙を形に切り取り、土
台となるアクセサリー等
に張るだけの簡単な作業
で素敵な作品が仕上がり、
ちょっとしたプレゼント
にもなります。



オーブン粘土細工

デコパージュ

≪目的・効果≫
心身の活性化が図れると
ともに作品が仕上がった
時に達成感が得られます。

≪活動の様子≫
お好きな柄のシートを選
択し、貼りつける形に切
り取ります。切り取った
シートを貼り付け、乾燥
させる簡単な作業で素敵
な作品が仕上がります。

≪目的・効果≫
脳の活性化と指先のリハ
ビリに繋がり、作品が焼
きあがった際に達成感を
得られます。

≪活動の様子≫
オーブン粘土で作りたい
作品の形を作ります。オ
－ブンで焼き上げ完成と
なります。



木彫り細工

工作

≪目的・効果≫
達成感や満足感を得るこ
とができ、指先のリハビ
リと意欲の向上が図れま
す。

≪活動の様子≫
日頃、行っている活動の
ステップアップ編となり、
少しクオリティーの高い
作品が仕上がります。

≪目的・効果≫
指先のリハビリと集中力
の向上が図れます。

≪活動の様子≫
木材を彫刻刀で掘ってい
きます。堅い材質の木材
もあり、少し力を要しま
すが、オリジナルの作品
が仕上がります。





麻雀

囲碁

≪目的・効果≫
脳の活性化か指先のリハ
ビリができます。

≪活動の様子≫
水曜日に対局相手のお仲
間がいらっしゃいます。
男性のお客様に大人気で
す。

≪目的・効果≫
指先のリハビリと脳の活
性化を図ることができま
す。

≪活動の様子≫
片麻痺の方でも行えるよ
う全自動の麻雀卓です。
週に2回ボランティアさ
んにご協力頂いておりま
す。(火・土)



将棋

花札

≪目的・効果≫
勝負をすること計算をす
ることで脳の活性化と意
欲の向上が図れます。

≪活動の様子≫
食後等のちょっとした空
き時間に実施することが
できます。ルールがわか
らなくてもお仲間が教え
て下さるので気軽に参加
することができます。

≪目的・効果≫
指先のリハビリと脳の活
性化が図れます。

≪活動の様子≫
月・水・金曜日に得意な
お仲間がいらっしゃいま
す。お仲間と一緒に対局
を楽しんでいただける方
お待ちしております。



オセロ

トランプ

≪目的・効果≫
指先のリハビリと勝負す
ることで脳の活性化や意
欲の向上に繋がります。

≪活動の様子≫
食後等のちょっとした空
き時間に行うこともでき、
勝ち負けを楽しみながら
実施されております。

≪目的・効果≫
脳の活性化と指先のリハ
ビリに繋がります。

≪活動の様子≫
食後等のちょっとした空
き時間に行うことができ、
勝ち負けの競争心から意
欲の向上にも繋がります。



ゲーム

坊主めくり

≪目的・効果≫
意欲の向上と指先のリハ
ビリに繋がります。

≪活動の様子≫
食後等のちょっとした空

き時間に行うことができ、
ルールも簡単で取り組みや
すいゲームです。単純な
ルールですが、皆様、夢中
になられております。

≪目的・効果≫
脳の活性化と身体を動か
すことで運動量の確保が
できます。

≪活動の様子≫
季節行事のゲーム等もあ
り、楽しみながら自然と
身体を動かすことができ
ます。





気功体操

健康体操

≪目的・効果≫
身体機能の維持・向上や、
転倒予防を図ります。

≪活動の様子≫
職員が先生となり、部位
別に効果を説明しながら
実施していきます。ゴム
バンド等も使用し、筋力
強化を図ることもありま
す。

≪目的・効果≫
身体機能の維持・向上や、
関節が硬くなることを予
防し、心肺機能の向上に
も繋がります。

≪活動の様子≫
毎週木曜日（第5木曜日
はお休み）に先生が来苑
し実施しております。
座ったままゆっくりと行
える体操です。





計算・漢字ドリル

クロスワード・トリックアート

≪目的・効果≫
脳の活性化を図ります。

≪活動の様子≫
絵の錯覚を利用した問題

のトリックアートは、絵を
見て答えることができ簡単
に取り組めます。クロス
ワードは、お仲間で相談し
答えを導き出すこともでき、
どちらも答えが出た時に達
成感が得られます。

≪目的・効果≫
数字や字を書くことで指
先のリハビリとなり脳の
活性化にも繋がります。

≪活動の様子≫
午前中の入浴や体操の空
き時間に実施しておりま
す。
簡単な問題からスタート
して頂き、少しずつレベ
ルアップを図ります。





工作

折り紙教室

≪目的・効果≫
指先のリハビリと作成工
程を考えることで脳の活
性化に繋がります。

≪活動の様子≫
毎月第2月曜日（月に1
回）に先生に来苑して頂
いております。教えても
らえることで、普段は折
れないような難しい折り
紙にも挑戦できます。

≪目的・効果≫
指先のリハビリと季節感
をとらえることで日常生
活のリズムを整えること
に繋がります。

≪活動の様子≫
できない部分は、お仲間
や職員がお手伝い致しま
すが、できる作業を行っ
て頂き仕上げた作品をお
持ち帰り頂いております。



壁画作り

カレンダー作成

≪目的・効果≫
脳の活性化と日常生活の
リズムを整えることに繋
がります。

≪活動の様子≫
工作付のカレンダーと日
付入れから実施するカレ
ンダーの2種類あり選択
することができます。日
付入れから実施すること
で脳の活性化も図れます。

≪目的・効果≫
意欲・役割意識の向上や
指先のリハビリ、季節感
を得ることができます。

≪活動の様子≫
大きな壁画の一部をお一
人おひとりが担当し作成
していきます。飾ること
でお部屋の雰囲気も明る
くなり達成感を得ること
もできます。



要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

基本単位 567単位 670単位 773単位 876単位 979単位

入浴介助加算Ⅰ 40単位（約43円）

サービス提供体
制加算Ⅰ

22単位（約22円）

処遇改善加算Ⅰ 合計単位の59/1000単位

科学的介護推進
体制加算

40単位（約43円）/ 月

特定処遇改善加
算Ⅰ

合計単位の12/1000単位

一割負担 1,523円 1,641円 1,759円 1,877円 1,995円

二割負担 2,245円 2,481円 2,717円 2,953円 3,189円

三割負担 2,968円 3,322円 3,675円 4,029円 4,383円

◎要介護（一回）

◎要支援（一月）

要支援1
要支援2

（週1回利用）
要支援2

（週2回利用）

基本単位 1,655単位 1,655単位 3,393単位

生活向上グループ
活動加算

100単位（約107円）

サービス提供
体制加算Ⅰ

48単位（約52円） 48単位（約52円） 96単位（約103円）

処遇改善加算Ⅰ 合計単位の59/1000単位

科学的介護推進体
制加算

40単位（約43円）/月

特定処遇改善加算
Ⅰ

合計単位の12/10000単位

1割負担 5,298円 5,298円 10,575円

2割負担 7,396円 7,396円 14,749円

3割負担 9,494円 9,494円 18,923円

※自己負担額：食事代(昼食+おやつ)の８００円を含んだ金額

※自己負担額：食事代(昼食+おやつ)の８００円を含んだ金額（4週分）

ご利用料金



○社会福祉法人 藤嶺会
介護支援センター あけぼの会
デイサービス
＜住所＞
〒242-0802
横浜市旭区上川井町1241-1

＜ＴＥＬ＞ ＜ＦＡＸ＞
045-922-5141 045-921-5041

＜メールアドレス＞
akebonokai-ds@amail.plala.or.jp

＜担当者＞

＜アクセス方法＞

※公共交通機関をご利用の場合

相鉄線三ツ境駅下車

北口バス乗り場１番より

「若葉台中央」「十日市場駅」行き

バスにて約１０分

「川井橋」下車徒歩約１分

※お車でお越しの場合

保土ヶ谷バイパス下川井インター

から約１０分

mailto:akebonokai-ds@amail.plala.or.jp

