事業所別活動内容等
（令和４年３月４日現在）

№

1

2

施設名
富家在宅リハビリテーション
ケアセンター
（住所：亀久保１８３９－４）
（電話：０４９－２９３－８２２２）
医療生協さいたま
ふじみ野ケアセンター
（住所：上福岡３－３－７）
（電話：０４９－２６７－１１０４）
あいずの森デイサービスセンター

3 （住所：駒林元町２－１－３５）
（電話：０４９－２５６－６６５５）
サンベスト上福岡

4 （住所：上福岡１－１２－３０ｺｰﾎﾟｼﾏ２階）
（電話：０４９－２５６－８８７２）

5

大井協同デイケア
（住所：ふじみ野１－１－１５）
（電話：０４９－２６７－１１１５）
中丸デイサービスセンター

6 （住所：中丸２－２－１３）

（電話：０４９－２６５－８２５３）
おおいケアセンターそよ風

7 （住所：うれし野１－８－３０）
（電話０４９－２５６－３１１１）
ケアサポートふじみの

8 （住所：長宮２－４－６）

（電話：０４９－２７８－１１９１）
デイサービス「そらまめ」

9 （住所：川崎２３２－１）

（電話：０４９－２７８－７０７１）

10

富家デイサービスセンター苗間
（住所：苗間２９１－２）
（電話：０４９－２５７－６９９１）
Ｒ＆Ｂ

11 （住所：大井中央４－１８－２６）
（電話０４９－２９３－４６３３）

12

グループホームみんなの家・上福岡
（住所：上福岡５－５－４）
（電話：０４９－２６３－２０００）
上福岡グループホームそよ風

13 （住所：上ノ原１－５－８）

（電話：０４９－２６２－７０１０）

14

指定介護老人福祉施設
秋桜の里かみふくおか
（住所：駒林１１４５－１）
（電話：０４９－２６９－３０８１）

活動内容

・エコクラフトでの籠作りや手芸等の補助
・話し相手

活動日

月曜日～土曜日の
午後

・デイサービス及び、イベント時の見守り
・利用者と一緒に行う作業（園芸、手芸、調理、
毎日の午前・午後
レクリエーション等
・事業所の清掃、その他
・デイサービス業務全般
(配膳、下膳、食器洗い、レク補助等)

毎日の午後

・園芸の手入れ（季節により種類が変更）
・演芸（歌謡ショー、落語等）、音楽演奏
・買い物付き添い

必要時

・食事の配膳、湯飲み洗い、お茶出し
・話し相手
・環境整備、洗濯、ドライヤー
・レクリエーション及び、クラブ活動の補助
・お茶出し、食器洗い
・話し相手
・洗濯物干し、取り込み、たたみ作業等
・芸能披露（踊り、歌、楽器、演奏等）
・お茶出しや食堂内の配膳、下膳の補助
・話し相手
・レクリエーション等の指導、参加支援
・芸能披露等の行事補助（必要時）
・話し相手
・お茶出しや洗濯物たたみ等の補助
・レクリエーション時の補助
・散歩等の補助

日曜日を除いた毎日
の午前・午後

月～土曜日の
午前・午後

毎日の午前・午後

日曜日以外の日
午前10時～正午
午後2時～午後4時

・話し相手
・レクリエーション参加
・体操の参加

水曜日の午前

・お茶出し
・傾聴
・間違いさがしの補助
・レクリエーション補助

月曜日～土曜日
午後１時～午後３時３
０分

・話し相手
・全体運動の補助
・入浴の準備

毎日の午前・午後

・話し相手
・散歩付き添い（補助）
・リネン交換、居室以外の清掃
・将棋やオセロの対戦相手等

毎日の午前･午後

・居室等の掃除補助
・外出補助
・日常生活サポート

毎日の午前･午後

・話し相手
・レクリエーション補助
・散歩（買い物）付き添い

毎日の午後

1

№

施設名
特別養護老人ホーム

あやめの里

15 （住所：中福岡２６３）

（電話：０４９－２７８－７７５３）
特別養護老人ホーム

大井苑

16 （住所：大井武蔵野１２７７－１）
（電話：０４９－２６２－８６８６）

17

特別養護老人ホーム マザーアース
（住所：大井６２１－１）
（電話：０４９－２６１－０７００）
介護老人保健施設

さくらの里

18 （住所：福岡新田４－１）

（電話：０４９－２６９－６６００）

19

20

21

介護老人保健施設
上福岡リハケアセンター
（住所：福岡新田北谷１０８－１）
（電話：０４９－２６６－０１１２）
介護老人保健施設
イムスケアふじみの
（住所：鶴ヶ岡５－６－５８）
（電話：０４９－２５６－６２５０）
特別養護老人ホーム 上野台の里
（住所：上野台２－５）
（電話：０４９－２６１－６３１１）
デイサービスセンターふじ

22 （住所：上福岡６－４－５）

（電話：０４９－２６７－７０１１）
大井グループホームそよ風

23 （住所：大井１－６－１４）

（電話：０４９－２６９－２０１５）

24

介護老人保健施設ベテラン館
（住所：亀久保三角１８３３－５）
（電話：０４９－２７８－７１１０）

25

デイサービスなごみ
（住所：川崎２－４－１０）
（電話：０４９－２６３－００８８）

26

グループホーム
ふくしのまち鶴ヶ岡
（住所：鶴ヶ岡３－１９－８４）
（電話：０４９－２６５－４３１１）
デイサービス ラスベガスふじみ野

27 （住所：苗間３７８－４）

（電話：０４９－２９３－７３８０）
デイサービス すずらんの花

28 （住所：鶴ヶ岡２－２７－３）

（電話：０４９－２９３－３８２６）

デイサービス ラスベガス上福岡

29 （住所：鶴ヶ岡１－１２－７）

活動内容

活動日

・話し相手 ・庭の手入れ ・居室等の清掃
・お茶出し、食事の配膳と下膳等の補助
・囲碁・将棋・麻雀の相手
・施設職員と行う軽微かつ補助的な活動

毎日の午前･午後

・話し相手
・庭の手入れ（草むしり）
・縫い物

平日の午前・午後

・囲碁の相手
・手芸指導
・ドライヤー
・洗濯
・お茶出しや食堂内の配膳、下膳等の補助
・囲碁、将棋、麻雀の相手
・ドライヤー
・庭の手入れ
・演奏
・マジック
・歌（参加型）
・その他応相談
・デイケア利用者とレクリエーションに参加
・将棋等のゲームの相手
・お茶出しの補助等
・話し相手
・散歩
・レクリエーションの実施、補助
・シーツ交換、居室清掃
・お茶出し
・話し相手
・配膳、下膳の補助
・レクリエーション時の補助
・話し相手
・園芸や庭の草むしり、手入れ
・居室等の清掃、整理
・車いすダンス等のレクリエーション(団体の不
定期依頼)
・介護補助(見守りやレクリエーション等)のボラ
ンティアスタッフの依頼
・誕生日会等のレクリエーション
・イベントの踊り、ハーモニカ等
・囲碁のお相手
・清掃(庭、談話室)

囲碁(月・木曜日)
手芸(月～金曜日)
ﾄﾞﾗｲﾔｰ(月・火・金曜日)
洗濯(月～金曜日)

毎日の午前・午後
土・日・祝日も可能
第1・2・4月曜日の午後
第1・2火曜日の午後
第1・3・4金曜日の午後
第1・2・4土曜日の午後

平日の午前・午後

毎日の午後

日曜日以外の
午前・午後

第2・第4水曜日を除
いた午前・午後

不定期
月曜日～金曜日
午前1時間～2時間
午後1時間～2時間
※不定期

・認知症の方を対象とした日常生活支援の中
でのケア(レクリエーション等)

水曜日を除いた
午前・午後

・麻雀相手、指導
・話し相手

毎日の午前・午後

・演芸（歌謡ショー、落語、漫談等）、音楽演奏
・麻雀相手、話し相手
月～金曜日の午後
・食器洗いの手伝い等
・話し相手
・レクリエーションの手伝い（麻雀等）

（電話：０４９－２９３－６５３７）

2

毎日の午前・午後
（祝日除く）

№

施設名

活動内容

活動日

ツクイふじみ野亀久保

30 （住所：亀久保２－４－１３）

・レクリエーション等の指導、参加支援

毎日の午後

（電話：０４９－２７８－１１２７）
上野台ナーシングホーム

31 （住所：上野台２-１５－２３）

（電話：０４９－２６１－７０１１）
ライフコミューンふじみ野

32 （住所：丸山４－４）

・職員の補助及び入所者、利用者の支援、レク
リエーション等（歌、楽器演奏、手品、お話等） 毎日の午前・午後
・お茶出し、ドライヤー
・レクリエーションの手伝い
・話し相手

毎日の午後

・話し相手
・芸能披露（踊り、歌、楽器、演奏等）
・散歩

毎日の午後

・演芸等（歌謡ショー、落語、音楽演奏等）

毎日の午前・午後

（電話：０４９－２９３－９８８８）
ＳＯMＰＯ ケア ラヴィーレ上福岡

33 （住所：上福岡２－６－７）

（電話：０４９－２５６－６４５１）
ＳＯMＰＯ ケア ラヴィーレふじみ野

34 （住所：苗間１－７－２１）

（電話：０４９－２７８－２１２１）

35

メディカルホームふじみ野
(住所：亀久保２１９７)
(電話：０４９－２９３－３２１６)

36

オレンジサロンまつ
(住所：滝１－３－５８)
(電話：０４９－２６９－６６２６)

37

ベストライフ上福岡
(住所：鶴ケ岡３－１９－７７)
(電話：０４９－２５６－５３０１)

38

地域密着型特別養護老人ホーム 鶴ケ岡苑
(住所：西鶴ケ岡２１５８－３)
(電話：０４９－２６５－８８３４)

39

デイサービスセンター遊・上福岡
(住所：上福岡５－５－４)
(電話：０４９－２５６－６３１０)

40

aruku+
(住所：大井中央４－１８－３１)
(電話：０４９－２９３－８５４０)

メディカルホーム苗間

41 (住所：苗間２９１－１)

(電話：０４９－２９３－８７７１)

ル・レーヴふじみ野

42 (住所：新駒林１－４－１６)

(電話：０４９－２５６－７７２２)

43

一般社団法人 MIRAI
日本栄養士会認定栄養ケア・ステーション
ほほえみーる
（住所：駒林元町２－１－３９）
（電話：０４９－２６５－３３１４）

・オレンジカフェふじみんの手伝い
・話し相手
・散歩付き添い
・レクリエーションの手伝い
･オレンジカフェふじみん
認知症の人や家族、地域の方など誰でもが
参加できる介護相談や脳トレ活動

「オレンジカフェふじ
みん」第3金曜日午
後
毎日の午後

火曜日の午前・午後

･レクリエーションの実施（歌、楽器演奏、踊り、
手品等）
不定期（必要時）
・庭の手入れ（草取り等）
・話し相手
・皿洗い、お茶出し
・職員の補助
・芸能披露
・レクリエーション補助

毎日

・レクリエーションの実施（歌、楽器演奏、踊り、
手品等）
不定期（必要時）
・レクリエーションの手伝い
・話し相手
・話し相手
・体操の参加支援
・お茶出し
・オレンジカフェの手伝い

毎日（午前・午後）

・話し相手
・手芸、書道の指導
・レクリエーションの指導、参加支援

毎日（午前・午後）

・話し相手
・レクリエーション時の補助

毎日（午前・午後）

・話し相手
・レクリエーションの実施、お手伝い、参加支援
不定期
・運動補助
・ほほえみランチ補助

3

№

1

2

事業名

活動内容

高齢福祉課で実施する介護予防事業
※ただし、介護予防サポーター養成講座受講
者に限る
・介護予防に関する指導
高齢福祉課 地域支援係
電話：０４９-２６２-９０３８
市に届出のある『オレンジカフェふじみん』
①富家在宅リハビリテーションセンター
電話:０４９-２９３-８２２２
②大井苑
電話:０４９-２６２-８６８６
③富家リハビリセンター苗間
電話:０４９-２５７-６９９１
④メディカルホームふじみ野
電話:０４９-２９３-３２１６
⑤大井協同診療所
電話:０４９-２６７-１１０１
⑥ライフコミューンふじみ野
電話:０４９-２９３-９８８８
･オレンジカフェに関する運営
⑦オレンジサロンまつ
電話:０４９-２６９-６６２６
⑧医療生協さいたま ふじみ野ケアセンター
電話：049-267-1104
⑨介護老人保健施設ベテラン館
電話：049-278-7110
⑩ＳＯＭＰＯ ケア ラヴィ―レふじみ野
電話：049-278-2121
⑪aruku+
電話：049-293-8540

活動日

実施日

実施日

高齢福祉課 地域支援係
電話:０４９-２６２-９０３８

3

高齢者あんしん相談センターが実施する各種
事業
☆高齢者あんしん相談センターかすみがおか
電話：０４９-２６４-７６２０
☆高齢者あんしん相談センターふくおか
・高齢者あんしん相談センターが実施している
実施日
電話：０４９-２６１-１１２６
各種事業の運営
☆高齢者あんしん相談センターつるがまい
電話：０４９-２５６-６０６１
☆高齢者あんしん相談センターおおい
電話：０４９-２６１-３０２１

4

