♪ケアマネージメントサービス
(居宅介護支援サービス)
♯介護保険に関するご相談にお答えします。
♯介護保険の申請手続きを代行いたします。
♯介護サービス計画（ケアプラン）を作成します。
♭ケアマネージメントの基本理念を大切にします。
♭総合的かつ効率的に医療、保健、福祉を提供されるように
配慮します。
♭守秘義務は必ず守ります。

♪介護予防サービス
介護予防の定義は「要介護状態になることをできる限り防ぐ
（遅らせる）こと、そして要介護状態であっても、状態がそれ
以上に悪化しないようにすること（維持改善を図る）」です。
具体的には積極的に身体を動かす運動器機能向上、栄養改善、
口腔ケアが介護予防の三本柱です。
当社では、居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・通所介護・
認知症対応型通所介護・グループホーム・グループリビング・
小規模多機能型居宅介護・有料老人ホームでサービスがご利用
できます。

♪デイサービス
(通所介護・認知症対応型通所介護)
♯自然の恵みがいっぱいです。
※事業所ごとに特色のある一日が過ごせます。
☆ログハウスの温もり お茶畑を見ながらのティータイム
☆松原内や浜辺の散歩 松原での森林浴
☆伊勢神社参り
☆地べたからの介護
☆足ツボマッサージ・ヒーリングタッチ
☆笑いヨガ
☆幼老共生
・生活リハビリ(食事作りなど)
・入浴サービス(お茶の香りで心も和みます)
・お出かけ、送迎も致します。
・趣味活動
※介護保険の指定事業所です。
介護保険を使われていない方もご利用いただけます。
♪茶ばたけ合唱団
♯各事業所をご利用されているお客様たちが
次世代に歌い継ぎたい童謡や歌謡曲を
手話と合唱で、時には楽器も交えて元気に発表。
平均年齢81歳以上の歌声と勇姿には感動です。
知らず知らずのうちに体を動かし、
歩く事でいつの間にか元気になってくる
これを実現するのが
『地べたからの介護』です。
（当社独自のケア）

♪ホームヘルプサービス
（訪問介護・居宅介護・重度訪問介護）
♯お年を召した方も、障害をお持ちの方も
ケアスタッフが皆様のご要望にお応えします。
・身体介護サービス
・家事に関するサービス
・通院介助（ベッドからベッドまで）
・生活、身上、介護に関する相談、助言
・生活リハビリのお手伝い
・移動支援事業
etc.

♪訪問看護サービス
♯住み慣れた家庭の中で
安心して医療的なサービスを受けたい方に。
・血圧、体温、脈拍等の状態観察
・点滴、胃ろう、在宅酸素、人工肛門等の管理
・床ずれ予防と処置、リハビリ援助
etc.

「達人カード」（当社独自で考案）の使用で自らが自立的
に生命や健康生活を守ろうとする意志（セルフケア）を呼び
覚まし自分の意のままに行動できる事、つまり自由を勝ち
取っていただくお手伝いを致します。

♪宅老所
♯慣れ親しんだ人たちに囲まれて歴史と尊厳を守られ、生きがい
を持ち、趣味を楽しみながら、その方らしく「普通の暮らし」
を送って頂きます。
♭ほりごたつの部屋では
食事をしたり昔話をしたり名人芸を披露したり
が聞こえてきそうな・・・そんなみんなのお家です。

♪保育所
がんばる子

やさしい子

きぼうをもつ子

＃生涯「輝き」続ける人になって欲しいと願っています。
♭一日、半日、体験入園

随時受付中！

♯登録された２５名の方々のみが利用できる 地域密着型の
サービスです。
♯これからも安心して家で暮らしたい。
そんな「思い」や「願い」を大切にします。
♭自宅に24時間・365日の安心を届けます。
♭介護の「困った！」にお答えします。
～「通い」を中心とし、利用者様の状態や希望に応じ、
「訪問」や「宿泊」を組み合わせて、柔軟に支えます。
♭なじみの地域でいつまでも・・・
～自分たちが望む「暮らしやすい地域」をともに考え、
地域全体で支え合います。

♪住宅型有料老人ホーム
♯いつまでも、充実した日々を送るために・・・
～要介護度が重度になられても思いに添った生活を
重視します。
♭介護サービスの連携
優しい手の温もりや行き届いた心配り、入居者様の
状態に応じた介護サービスで24時間サポートします。
近隣にある訪問介護事業所や通所介護等のサービス
を受けることができます。
♭医療サービスの連携
日々の健康管理から急病時までの医療体制を整えて
います。近隣のかかりつけ医との連携で、医療保険を
ご利用になることで、在宅医療サービスが受けること
もできます。

♪看護小規模多機能型居宅介護

さらに、

かしこい子

「ヒートストレッチング」
全身をホットパックして、足ツボマッサージやストレッチングを行い、
リラックス効果やデトックス効果を高めます。

♪小規模多機能型居宅介護

♯「通い」を中心に、利用者様の状態や希望に応じ「宿泊」
や「訪問」、「訪問看護」を自由に組み合わせご自宅での
生活を支援します。
＃医療の必要性が高い方でも、介護と看護の両面から支え、
住み慣れた地域での生活をお手伝いします。
♭4種類の介護サービスを顔なじみのスタッフが届ける
ため、一貫したサービスを安心して利用できます。

♪グループホーム&グループリビング
♯お茶畑に囲まれて心落ち着く
素敵な場所で・・・
♭グループホーム
・認知症高齢者の共同生活の場
♭グループリビング
・自立されているが独りでは不安な方などの共同生活の場
・要介護4、5の判定を受けられた方はグループホーム等を
ご紹介いたします。

♪唐津市地域型在宅介護支援センター
♯竹木場・大良小校区、長松小校区の一部（神田、見借、
南菜畑、熊原町）を担当いたします。
§どんな事でもご相談ください。
・年を重ねていくことの不安
・家族の思いや不安
・介護保険について
etc.

♪移送サービス・介護タクシー

本社 ・ 事務所・訪問介護（介護保険）
居宅介護・重度訪問介護（総合支援法）
移送サービス・介護タクシー「おせわさん」
就労継続支援A型つくっちゃおう
〒847-0824
佐賀県唐津市神田207４-３
TEL 0955-74-3836 FAX 0955-74-3858

在宅介護

ケアマネージメントサービス
TEL

0955-74-3930

FAX 0955-74-3858

♯介護保険認定を受けられた方や心身に障害をお持ちの方の
ための移送事業です。

在宅介護支援センターお世話宅配便

♭要介護1以上の方（介護保険ご利用時）※要相談

保育所

乗降介助（介護保険1割）

片道

.＋移送費

100円

30分以内

300円

10分毎

300円

30分毎

・距離制

1,880円

初乗り

600円

334ｍ毎

こども塾

神田園

〒847-0824
唐津市神田2077-21
TEL 0955-74-3933

小規模多機能型居宅介護 ひとりじゃないよ神田
住宅型有料老人ホーム
はいからさん
デイサービス
お茶しましょ神田

デイサービス

お茶しましょ

〒847-0801
唐津市東山801-300
TEL 0955-72-6276
FAX 0955-72-6280

お茶ばたけ

〒847-0801
唐津市東山801-280
TEL 0955-75-0281
FAX 0955-75-0309

♯介護保険の規定以上にサービスを受けたい、
介護保険を使えない又は使わないという方の為に
２０年以上の実績をそのままに、有料サービスも続けています。
・ほんのちょっとした手助けがほしい時、お気軽にどうぞ。
（託児、産前産後のお手伝い、引越しの後片付け等）
・ご自宅での終末期もこれまで通り
お手伝いさせていただきます。
有 料 サ ー ビ ス ご 利 用 料 金
日

（8 時～18 時）

2 時間

3000 円

（6 時～8 時）

〃

3200 円

（18 時～22 時）

〃

〃

〃

3600 円

日曜・祝日、夜間（22 時～6 時）

グループホーム

お茶ばたけ神田

〒847-0824
唐津市神田1209-10
TEL&FAX 0955-58-9563

グループホーム

お茶ばたけ町田

〒847-0821
唐津市町田1872-11
TEL＆FAX 0955-58-9263

訪問看護ステーション
（医療保険・介護保険）

行かなくっ茶

看護小規模多機能型
居宅介護事業所

松の緑館

デイサービス
認知症対応型デイサービス
宅老所

お茶しましょ虹の松原
お茶しましょ霽嵐荘
まんてん茶屋虹の松原

30 分

1200 円

〒847-0022
唐津市鏡字虹の松原3769-102
TEL 0955-74-3760
FAX 0955-74-3761

年末年始
（12 月 28 日～1 月 3 日） 2 時間

5000 円

ホームページ

深夜巡回

お盆

～見学・相談・利用などお問い合わせ～

TEL 0120-460-855（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） TEL 0955-70-1006（直通）

グループホーム
グループリビング

80円

♪有料サービス

平

お世話宅配便

〒847-0824
唐津市神田2075-1
TEL 0955-65-8349
FAX 0955-74-3858

♭介護保険外の料金
・時間制

有限会社

（1 回）

（8 月 13 日～8 月 15 日）

〃

〃

くんち（11 月 2 日～11 月 4 日）

〃

〃

年末年始・お盆・くんちの深夜巡回

30 分

1900 円

※消費税と交通費を別途いただいております。

メールアドレス

http://www.osewa.co.jp
E-mail：sanpouzen@osewa.co.jp

※お客様とご家族様から知り得た情報はサービス担当者会議等使用目的以外
には使用致しません。
※お客様の求めに応じて、サービス提供記録を開示致します。
平成25年4月改定

ご相談・ご見学・ご利用の
お問い合わせはこちらへ

☎ 0955-74-3836
笑顔と優しさと幸福を
お届けしています

