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ふれあいデイサービス
宜野湾事業所

★ふれあいデイサービス宜野湾事業所の特徴★

１、施設内通貨「フレ」で楽しめる

２、筋トレマシン完備のリハビリ室

３、スクエアステップで認知症予防

４、介護予防プログラムも充実

✪

🎶

ご自分の役割や身体機能の維持または向上を目指せるデイサービス運営を行って
おります。利用者本人がリハビリをする目的を持ち、楽しく運動を継続出来る環
境を整える為、施設内通貨の「フレ」システムを導入しました。ご自身でリハビ
リを選択し頑張る事で「フレ」を稼ぎ、楽しく使うことで、意欲的に運動継続が
出来る効果があります。



グループホームふれあい

認知症高齢者が少人数で共同生活を行う入居施設で、食事の準備や洗濯などをスタッフと共に行うことに

より役割を持ちその人の能力を最大限に活かし、認知機能低下を緩やかにすることを目指します。家に居る

のと同じような、家庭に近い環境で生活することにより不安を感じさせず、心身の状態を平穏に保ちます。



ふれあいデイサービス長田

・利用者1人1人の心に笑顔で寄り添い、共感する。

・自己決定を尊重し、残存能力を活用しながら心身の活性化を図る。

・地域社会とのつながりを大切にし、その人らしい生活を支援する。

🎶



ふれあいデイサービス愛知

軽度の方から重度の方まで幅広く受入れており、
社会性の維持や在宅生活が続けられるように、
安心・安全・快適に、思いやりを持って寄り添える
ケア、利用者様と一緒に楽しめる支援を提供出来る
デイを目指しています。

☆ふれあいデイサービス愛知の特徴☆

１、軽度～重度者でも通いやすい環境！

２、個別・集団で機能訓練実施☆

３、レクも楽しく行ってます♪



ふれあい老人ホーム愛知

併設されたデイサービスや、訪問介護、福祉用具レン

タルなど介護保険サービス事業所を利用しながら本人

に合ったケアを受け、その人らしい生活を送ることが

可能な入居施設です。喀痰吸引や胃ろう増設された方

など医療ニーズの高い方の相談にも応じます。楽しく

安心して暮らしていける空間づくりを目指しています。



グループホームふれあい愛知

みんな家族 頼り頼られ 協力し合い

たくさんの笑顔を応援します！をモットーに

みんなで支えていきます。



ふれあいデイサービス
愛知の家（やー）

小規模で家庭的な雰囲気のなかで個別ケアを

中心としてサービスを提供しています。

また、「地域密着型」として住み慣れた地域

で安心して生活できるよう、地域との交流・

連携を図り、多職種と協働し利用者様・ご家

族様をチームでサポートします。

☺

★ふれあいデイサービス愛知の家(やー)の特徴★

１、少人数制の家庭的な空間

２、お泊り・延長サービスの提供

３、様々なイベントの開催

４、生きがいづくり（日中活動）



ふれあいデイサービス我如古

宜野湾市の方を対象にした、認知症専門のデイサー
ビスです。可能な限り自宅で生活出来るよう心身機
能の維持向上の支援と、認知症の症状緩和や進行を
できるだけ緩やかにするための機能訓練や関わりを
提供致します。また、落ち着いた雰囲気の中で穏や
かに過ごせるように支援させて頂きます。

☆ふれあいデイサービス我如古の特徴☆

１、その日の気分で自ら選べる機能訓練

２、日課の中で認知機能訓練を取り入れる

３、少人数ならではの穏やかな空間

選べる個別機能訓練

畑作業 調 理 昔遊び 散 歩

書 道 生け花 ゲーム 家 事 脳トレ

月 火 水 木 金 土
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こだわりの空間演出



グループホームふれあい我如古

認知症の診断を受けた方が少人数で共同生活を送る

入居施設です。家庭的な雰囲気の中でスタッフと一緒

に家事や趣味活動などの生活を通した機能訓練を行う

事で、症状の進行を緩やかにすることを目的としてお

ります。白を基調としたシンプルでエレガントな雰囲

気の共有スペースや、お泊りも出来る和モダン調の和

室が特徴です。



ふれあい老人ホーム我如古

併設されたデイサービスや、訪問介護、福祉用具のレンタルなど介護保険サービス

事業所と契約を結び、ご本人にあったケアを受けながらその人らしい生活を送る事

が可能な入居施設となっております。

。



グループホームふれあい楚辺

一人ひとりの個性を大事にし、生きがい作りのお手伝いをさせていただきながら

共に家庭的でぬくもりのある環境を目指し、地域と共に支え合い、笑い合い、

語り合える関係をつくります。



ふれあいデイサービス国場

令和2年11月から「ふれあいデイサービス国場」がリニューアル致します！

機能訓練指導員に作業療法士の配置を行っており、利用者さまの「やる気、思い」を実現出

来るような機能訓練を提供致します。また、様々な部活動を取り入れており、主体的に

自ら楽しめるようなプログラムを提供致します。あなたの「やりたいこと」を教えて下さい

★ふれあいデイサービス国場の特徴★

１、作業療法士の配置で機能訓練が充実

２、筋トレマシンや物理療法も可能

３、スクエアステップで認知症予防

４、利用者さま主体の「部活動」

「昔は良く映画館に行ったよ。最近は
いけなくなって寂しいな。雪之丞変化っ
ていう映画がとても好きだったよ」ある
利用者様の発言から「じゃあ、デイサー
ビスでやったらいいじゃないか」という
ことで『シネマエイコウ部』を立ち上げ
ました。
利用者様が上映したい映画を選びチケッ
トを配り、ポップコーンやコーラーを飲
みながら映画を観る。「この女優さんよ
り美人の女優は最近いない」「私はあの
俳優さんが好き」など、どんどん会話が
はずみます。
私たちは利用者様の『やりたいこと』を
デイサービスで叶えられないか…と考え、
部活動を開始しました。今では、たくさ
んの部活動が始まっています。
あなたの『やりたいこと』を教えて下さ
い。



グループホームふれあい国場

令和２年１１月新規開所致します。グループホームふれあい国場では入居者様の気持ちや意

思を尊重し、笑顔でのんびりと過ごせるよう温かい心で接し、安全で穏やかな生活の支援を

心掛けます。ふれあい初の2ユニットのグループホームとなっており、入居定員18名と

なっております。また、お泊りが出来る居室も備わっております。

✕

グループホームふれあい国場地域交流室

グループホームふれあい国場では、福祉の職能
団体や自治体活動などに活用出来る、開かれた地域交
流室を設置しております。2F、3Fと２ユニットの特
徴を活かし複数の交流室を設けております。
使用用途などは相談に応じますので、まずはご相談
ください♪



ふれあいケアマネジメント
宜野湾事業所

在宅介護から施設入居など介護に関する相談ができ

親切丁寧に対応させて頂きます。

相談やケアプラン作成に関することまで費用負担は

ありません。介護の悩みは小さなうちにご相談♪

きっと良い支援方法を一緒に見出すことができると

思います！

ふれあいケアマネジメント
那覇

介護に関する相談（無料）を受け付けます。

各関係機関と協働、連携して、ご利用者様の在宅

生活を支援します。

福祉、介護に関する困りごと、分からないことは

お気軽にお問い合わせください。



ふれあい福祉用具レンタル
サービス宜野湾事業所

経験豊富で、高い知識を持った専門相談員が

適切な福祉機器のご提案・アドバイスを行い

ます。レンタル・販売についての緊急対応も

ご相談ください。

訪問介護ステーション
ふれあい

訪問介護員（ヘルパー）が直接ご自宅に伺い、

入浴や排せつなどの身体介護や、調理や掃除

などの生活援助を行い、在宅生活を継続して

いくための介護保険サービスです。



宜野湾市地域包括支援センター ふれあい

高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、自治体から委託・設置されている機関です。

保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが配置され、介護・医療・保健などさまざまな

関係機関と協力し、地域で暮らす高齢者の生活課題に対応致します。

また、介護保険サービスや福祉サービスを利用したい方の相談を受け付けているほか、申請などのサポー

トも行います。高齢者が在宅生活を送る上で、心強く優しく頼りになる存在です♪

介護総合施設ケアビレッジふれあい我如古

地域交流室

ケアビレッジふれあい我如古では、福祉の職能
団体や自治体活動などに活用出来る、開かれた
地域交流室を設置しております。落ち着いた雰
囲気で会議などに利用できます。使用用途など
は相談に応じますので、まずご相談ください♪



介護複合施設「ふれあい愛知の丘」
地域交流室

愛知の丘では、福祉の職能団体や自治体活動

などに活用出来る、開かれた地域交流室を

設置しております。使用用途などは相談に

応じますので、まずはご相談ください♪

スクエアステップクラブ

「住み慣れた地域で元気に楽しく過ごす」をモットーに、事業所を無料開放し、スクエア

ステップを通して認知症や転倒予防の運動をすることができます。スクエアステップに興味

のある方や認知症予防に関心のある方は、是非ご参加ください♪

ふれあいデイサービス宜野湾事業所 ふれあいデイサービス国場



認知症サポーター養成講座 講師派遣

厚生労働省が行う認知症施策の一つであり、認知症について正しく理解し、認知症の方やその

ご家族を見守り支援する「認知症サポーター」を養成し、認知症になっても安心して暮らせる

まちを市民の手によって作っていくことを目指しています。「認知症サポーター」を養成する

ためのボランティア講師役である「認知症キャラバン・メイト」がふれあい介護センターには

多く在籍しております。また、認知症サポーター養成講座講師派遣の実績が数多くあります。



私たちの施設・グループについて



2000 2001 2004 2007 2009

謹啓 新秋の候 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます
平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます
さて おかげさまをもちまして弊社は本年12月に創立20周年を迎えるに至りました

急速に進む少子高齢化など 変化の激しい昨今にあって無事20周年を迎えることが
できましたのは これもひとえに皆様方のご支援ゆえと深謝する次第でございます
2000年の創立以来「出会い ふれあい 語りあい」をモットーに高齢者介護福祉の

活動を行って参りました 文字通り「皆様との出会いを大切に」「心を開いてふれあい
信頼関係を築き」「お互いの思いを語り合い支え合い」事業運営を行っております
それゆえにご利用者様 ご家族様 地域の皆様 関係機関及び同業者の皆様に心より
感謝申し上げます 政府は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向けて 地域包括ケアシステム
構築の実現を目指していますが 弊社においてもこの超高齢社会の中で起こる様々な課題や多様化するニーズ
に対応するため 20周年記念プロジェクトの介護総合施設「ケアビレッジふれあい我如古」が10月に開設の運
びとなります この複合施設は 地域包括ケアシステムを支える中核機関を目指し 地域包括支援センターや
ケアマネジメント部署など7つの事業を配置しました そして 新たなサービスの創設や課題対策のパイオニア
的拠点施設の役割も担います また 今後も増えることが想定される認知症の方々への支援体制を更に強化す
るため 那覇市国場に「グループホームふれあい国場」が11月に開設致します
今後も「高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送れる」よう地域の関係機関と一体になって地域包括

ケアの実現に向けて努力する所存です この20周年を機に 今後も更に皆様から慕われる法人になれるよう
役職員一同 一層の努力を行いご愛顧にお応え出来るように活動して参ります 今後とも なにとぞご支援
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

謹白
2020年9月吉日

株式会社ふれあい介護センター
代表取締役 謝名堂 健



2010 2011 2016 2017 2020

創立20周年おめでとうございます。早いもので「ふれあいデイサービス」を利用させて頂いてから随分年月が
経ちました。 腰痛持ちの私に一番求められていたのは、足腰を鍛えること。幸いにマシンが備えられ、筋力
アップのトレーニングが出来る事が大きな喜びでした。毎回続けて行くうちに、健康を取り戻す事が出来まし
た。 体操があり、レクがあり、ゲームや他の利用者の皆様との交流が出来ること、介護を必要とする方々へ
職員の皆さんの暖かい心のこもった対応は私の心を和ましてくれています。ふれあいの皆さんの今後、ますま
すの発展を祈念致します。

ふれあいデイサービス宜野湾をご利用頂いている T.Y様より

ふれあいデイサービス国場に通い始めて、約10年になります。通い始めは病気もあり、色々なことが大変で
不安な気持ちもたくさんありましたが、デイサービスに通うようになり、職員の皆さんの優しさや目配り、
気配りを学ぶことができるようになりました。職員の皆さんを見習って、家庭でも実践してみたら夫へも優し
く接することができるようになり、今ではデイサービスに通うことがとても楽しみで家でも穏やかな気持ちで
過ごすことができています。ふれあいデイサービス国場の皆さんには、言葉では言い表せないほど感謝の気持
ちでいっぱいです。20周年おめでとうございます。これからも、末永く宜しくお願いします。

ふれあいデイサービス国場をご利用頂いているK.Y様より
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株式会社ふれあい介護センター


