社会福祉法人

涌谷町社会福祉協議会

涌谷町高齢者福祉複合施設
ゆうらいふ

ゆうらいふ
箟岳地域ケアセンター

基本理念
誰もがその人らしく
安心して暮らすことができる
地域社会の実現

地域・家

の介護サービス事業
施設名・事業所名

サービス種類

住み慣れたところで安心して暮らし続けられるように…
住み慣れたところで安心して暮らし続けられるように

介 ＝介護保険サービス 障 ＝障害福祉サービス 【事業所番号】

涌谷町高齢者福祉複合施設ゆうらいふ

ゆうらいふ居宅介護支援サービス
ゆうらいふホームヘルプサービス
ゆうらいふ訪問入浴サービス

介 居宅介護支援
介 介護予防支援〈涌谷町〉

介 訪問介護 介 訪問型サービス
〈涌谷町〉【0473100329】
障 居宅介護 障 重度訪問介護

【0413100033】

介 訪問入浴介護
（予防）

【0473100337】

障 訪問入浴〈涌谷町、登米市、大崎市〉
介 通所介護

ゆうらいふデイサービス

【0473100550】

【0473100360】

介 通所型サービス
〈涌谷町〉
ひ び

ゆうらいふデイサービス日々

（独自）宿泊サービス
介 介護老人福祉施設

【0473100709】

介 短期入所生活介護
（予防）
介 認知症対応型共同生活介護
（予防）

173

至石巻

介 通所型サービス
〈涌谷町〉

※介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
※在宅でのサービスを受ける場合は、介護支援専門員
（ケアマネジャー）
にケアプランの作成を依頼する必要があります。
※施設サービスの場合、希望する施設に直接申込みを行い、決定後サービスが提供されます。

●紫凰

町立病院
●

61

黄金山
トンネル

346

29

至涌谷

至豊里

●町民グランド

箟岳白山
小学校●

29

ゆうらいふ
箟岳地域ケアセンター

天平の湯●

〒987-0121
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192番地
TEL（0229）43-6661 FAX（0229）43-6670

〶小里
郵便局

346

至米山

イオンSC
●

至南郷

【0493100069】

〜わたしたちは
あなた「ゆう：Ｙou（利用者・家族・地域住民）」と伴に
あなたの生活「らいふ：
Ｌife（人生・生命・生涯）」を
大切にします。
〜

●JA涌谷支店

108

介 地域密着型通所介護

至米山
至大崎

ゆうらいふ

【0473100410】

介 短期利用共同生活介護

ゆうらいふ箟岳地域ケアセンター
（涌谷町社会福祉協議会 箟岳支所）

至涌谷駅

108

ゆうらいふ箟岳地域ケアセンター

ゆうらいふ箟岳地域ケアセンター

至古川

江合川

グループホームゆうらいふ

【0493100028】

涌谷公民館●

特別養護老人ホームゆうらいふ

介 認知症対応型通所介護
（予防）

涌谷町高齢者福祉複合施設ゆうらいふ
（涌谷町社会福祉協議会 本所・事務局）

●
コスモ石油

至豊里
エネオス
●

61

箟岳山
至前谷地

〒987-0282
宮城県遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8番地1
TEL（0229）25-5596 FAX（0229）25-5597

ホームページ：http://www.wakuya-sfk.net/

E-mail:shakyo@wakuya-sfk.net

社会福祉法人 涌谷町社会福祉協議会

人との交流を通じて、一日を楽しく安心して過ごしていただくために。
の通所サービスにお任せください!

あなたと伴に在宅介護をサポートします。
のケアマネジャーにお任せください！
ゆうらいふ
居宅介護支援サービス

特別養護老人ホームゆうらいふ

ゆうらいふデイサービス

【営業日：月曜〜金曜（土日祝祭日除く）】

介護が必要になっても自分らしく在宅生活
が続けられるよう、介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）がご利用者やご家族の思いを共有し
ながら、
上手に介護サービスを利用するための
お手伝いをいたします。
介護のことで困ったことがあれば、
お気軽に
ご相談ください。
（無料）

【定員：30名（全室個室、10名×3ユニット）】

【営業日：年中無休、定員：35名（日曜は10名）】

ユニットケアにより、
ご利用者の有
する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう、
介護や相談援
助、機能訓練、健康管理等のサービ
スを提供します。

広々とした空間のデイルームで、
たくさん
の人との交流はもちろん、生活機能を高め
られるレクリエーションや個別活動（生活リ
ハビリ）
を通じて、
生きがいのある日常を提供
します。
また、
重度の方が利用できる入浴設
備も充実しています。
ひ

び

ゆうらいふデイサービス日々

介護に関する相談、ケアプランの作成、
サービス(事業所)の調整 等

【営業日：月曜〜土曜、定員：12名】

生活支援ハウス内の共用スペース
を活用し、少人数でゆったりと1人ひとり
の個性を大切にし、
自分らしさを発揮で
きる趣味活動等を取り入れながら、
ご
利用者に寄り添ったケアを提供します。

いつまでも、
ご自宅で安心して生活を送っていただくために。
の訪問サービスにお任せください！

ゆうらいふ夏祭りの様子

グループホームゆうらいふ
【定員：18名（全室個室、9名×2棟（ユニット））】

家庭的な共同生活住居において、食
事・掃除・趣味活動等できる範囲で役割を
持ち続けられるよう、
日常生活上の支援や
介護等のサービスを提供します。

ゆうらいふホームヘルプサービス 【営業日：年中無休】
ヘルパーがご自宅に伺い、
ご利用者ができることを大切にし、
可能な限り
自立した生活ができるよう身体介護や生活支援のサービスを提供します。

ゆうらいふ箟岳地域ケアセンター
【営業日：月曜〜土曜、定員：18名】

【身体介護】

食事、入浴、排せつ等

箟岳地域の方が身近な地域の中で、
ふれあいと生きがいを感じられるような
活動メニューを工夫しながら、
生活機能
の維持及び向上が図られるようなケアを
提供します。
また、車椅子の方が利用で
きる入浴設備も整っています。

【生活支援】

掃除、洗濯、調理等

ゆうらいふ訪問入浴サービス 【営業日：月曜〜金曜】

介護者も休息が必要です・
・
・。安心して、在宅介護を続けていくために。
のショートステイを上手にご活用ください！

隣接する箟岳白山小学校との交流も楽
しみの１つとなっています。

ご自宅のお風呂で入浴が困難な方に対して入浴設備付の専用車両で訪問し、
ご利用者の心
身の状態に合わせ、
体に負担なく、
お部屋で入浴介護サービスを提供します。

通所サービス
（デイサービス）の主な一日の流れ

スタッフが到着

看護職員による健康チェック

浴槽の準備

入浴（洗体・洗髪）

開かれた施設で、安心安全に自分らしく暮らしていくために。
の施設サービスにお任せください！

8：30〜

9：00〜

送迎

看護職員による健康チェック
入浴（一般・機械浴槽）
個別活動（脳トレ・カラオケ等）

12：00〜

13：30〜

昼食（食事支援） レクリエーション
（体操・各種行事等）
休憩
おやつ

16：15〜
送迎

特別養護老人ホームゆうらいふ
（空床利用型）
短期入所生活介護

グループホームゆうらいふ
短期利用共同生活介護

入院等により空床がある場合、その居室を短期入
所（ショートステイ）
として提供します。

定員に欠員が生じた場合、短期用の居室を短期
入所（ショートステイ）
として提供します。

デイサービス日々・宿泊サービス
（介護保険対象外、独自サービス）
【営業日時：金曜〜日曜17：15〜翌8：15】

ゆうらいふの通所サービスを利用する方を対象に、
通所の
利用時間外において、
デイサービス日々の静養室を利用し
て、
宿泊サービスを提供します。

生活支援ハウス（受託事業）
【定員：4名、利用期間：6か月以内】

概ね60歳以上で在宅での生活に不安のある
方に居室を提供。利用申込先は、
涌谷町。

