特別養護老人ホーム

「ハレ・クプナ」

レクリエーション
市街地へ車で10分という好立地を活かした外出レクリエーション。
各種クラブ活動など、余暇時間の充実も図っております。

外出

カープ観戦

フラワーアレンジメント

当 法 人 は、平 成17年4月に「ハレ・
クプナ」
（グループホーム・デイサー
ビスセンター）
を新たに開設し、地域
福祉の拠点となるべく、日々精進して
まいりました。職員一同、
「おもてなし
の心」をモットーに、寄り添い共に歩
む気持ちで皆様のお手伝いをさせて
頂きます。ご利用に関しては、お気軽
にお問合せ下さい。

お花見

壁画

〒733-0012
広島市西区中広町二丁目15番15号
TEL 082-235-0788
FAX 082-235-2341

〒733-0804
広島市西区山手町19番３号
TEL 082-503-0081
FAX 082-503-0082

ショートステイ
短期入所生活介護

【ショートステイ６床】 土日も送迎
ご家族の病気、冠婚葬祭、出張、旅行などで介護する事が出来ない
場合や一時的に住宅での日常生活に支障がある要介護者を対象
に、特別養護老人ホームに短期間入所して頂き入浴・排泄・食事
の介護等日常生活の援助を行います。
併せてご家族の身体的・精神的な介護負担の軽減を図ります。
また、施設入所のための予備体験としてご利用頂けます。

居宅介護支援事業所
在宅の要介護者等が、介護保険から給付される在宅サービス等を適
切に利用できるように、介護サービス計画の作成、在宅サービス
事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメ
ントを行います。
65歳以上で介護認定を希望される方は代行手続きも行え
ます。お気軽にご相談下さい。

〒733 - 0012 広島市西区中広町二丁目15番15号
TEL 082 -235 - 0788 FAX 082 -235 -2341
http://www.touaikai.com
E-mail toaikai@aioros.ocn.ne.jp
［表紙／書
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特別養護老人ホーム・デイサービスセンター

特別養護老人ホーム・デイサービスセンター

や すらぎ を支 える人と人の 温 か い ふ れ あい 。
従来型特別養護老人ホーム

定員50名

在宅介護が困難で常時介護を必要
とする方に対し施設サービスに基
づいて、日常生活の援助や健康管
理、
療養上の援助を行うことを目的
とした施設です。

地域密着型特別養護老人ホーム

全室個室で、より家庭に近い環境で
お過ごし頂けます。
少人数グループでの共同生活によ
り、入所者様とスタッフとの関係を
密接なものにすることで、個別ケア
が可能となります。

特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設
フロアのご案内

従来型特別養護
老人ホーム（２・３・４階）
地域密着型特別養護
老人ホーム（５・６階）

【入所の条件】
●原則65歳以上の人
●原則要介護3〜5と認定されている方
●常時介護を必要とし、在宅での介護が
困難な方
●地域密着型は広島市を現住所とする方

定員22名

6F 居室

1 人部屋（12 室）

5F 居室

1 人部屋（10 室）

4F 居室

1 人部屋（4 室）
4 人部屋（3 室）
2 人部屋（3 室）

3F 居室

1 人部屋（4 室）
4 人部屋（3 室）
2 人部屋（3 室）

2F 居室

4 人部屋（2 室）
2 人部屋（1 室）

1F デイサービスセンター

安心 ＆快適
24時間スタッフ常駐

提携医療機関

生活相談

入所者様の体調の急変や緊急時に

状況に合わせ適宜、ご本人やご家族

備え医療機関と提携しています。

との相談の場を設け、より充実した
生活をお手伝いします。

家庭と同様、お一人ずつ入ることので
きる浴槽で、ゆったり温まって頂きます。
入所者様の状態によってはリフト浴や
機械浴にて対応し、安全にご入浴頂け
るよう配慮しています。

お食事
管理栄養士による栄養ケア、療養食の提供なども行います。
お一人おひとりの健康・栄養状態にあわせた食事をご用意しております。
四季折々の行事や食材も積極的に取り入れています。

定員35名

通所介護サービス
月〜日曜日・祝日利用可能 ※12/29〜1/3を除く
対象者

介護保険の要介護認定で要支援または
要介護1〜5の認定を受けた方

総合事業対象の方

通所（当施設送迎）により入浴・食事の提供とその介護、生活等に
ついての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の援助を行い、
心身機能の維持・社会的孤立感の解消を図ります。
ご自宅に戻られてからも、元気でお過ごし頂けるようサポートさせて
頂いております。

サービス
内容

入浴・排泄・食事などの日常生活のお世話
機能訓練（レクリエーション・クラブ活動など）
健康チェック 生活相談
無料送迎（送迎地域…西区・中区）

筋力向上トレーニング
リバーサイド中広には機能訓練室があります。週１回、
トレーナー
の先生に来て頂き、マシントレーニングやボール運動、関節を動き
やすくするマッサージなどの指導をして
頂いています。
それ以外の日は職員が指導員となり、
グループでトレーニングに励んでいます。

お食事サービス
お食事は楽しみのひとつ。デイサービスのお食事は施設内の厨房
にてお作りしております。また、季節に合わせた料理もお召し上が
り頂いております。嗜好に配慮したお食事もご用意できます。

洗濯
施設内に洗濯設備を設けており、都度ご家族に洗濯物を
お持ち帰り頂くことはありません。
※クリーニングに出す場合、別途料金が発生します。
※季節ごとの衣替えは、ご家族にお願いしております。

サービス
内容

入浴・排泄・食事などの日常生活のお世話
機能訓練（レクリエーション・クラブ活動など）
健康チェック
生活相談

一日体 験

デイサービス体験利用受付中！

（昼食・おやつ代のみ頂きます）

デイサービスに興味があるけど、どんな所かよくわからない。
日中家にいる事が多いけど、たまにはどこかへ出掛けたい。
最近足腰が弱って歩くのが少し不安。
気の合う仲間と楽しく過ごしたい。
お申し込み・お問合せは

TEL 082-235-0788

▲

日中看護師常駐

入浴

デイサービス

デイサービス

定員18名

「リバーサイド中広 」

通所介護サービス
対象者

介護保険の要介護認定で要支援または
要介護1〜5の認定を受けた方

総合事業対象の方

通所（当施設送迎）により入浴・食事の提供とその介護、生活等に
ついての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の援助を行い、
心身機能の維持・社会的孤立感の解消を図ります。
ご自宅に戻られてからも、元気でお過ごし頂けるようサポートさせて
頂いております。

サービス
内容

入浴・排泄・食事などの日常生活のお世話
機能訓練（レクリエーション・クラブ活動など）
健康チェック 生活相談
無料送迎（送迎地域…西区・中区）

お食事サービス

当法人は、平成12年「リバーサイド
中広」
（特別養護老人ホーム・ショー
トステイ・デイサービスセンター・居
宅介護支援事業所）
を開設し、地域福
祉の拠点となるべく、日々精進してま
いりました。
また、平成23年4月には、特別養護
老人ホームの増床（ユニット型22床）
を行い、新たなスタートを切りました。職員一同、
「おもてなしの心」を
モットーに、寄り添い共に歩む気持ちで皆様のお手伝いをさせて頂き
ます。ご利用に関しては、お気軽にお問合せ下さい。

〒733-0012
広島市西区中広町二丁目15番15号
TEL 082-235-0788
FAX 082-235-2341

〒733-0804
広島市西区山手町19番３号
TEL 082-503-0081
FAX 082-503-0082

お食事は楽しみのひとつ。デイサービスのお食事は施設内の厨房
にてお作りしております。
専門の担当者が毎日真心こめて手作りし、できたての温かい料理
をお召し上がり頂いております。嗜好に配慮したお食事もご用意
できます。
〈一週間の献立例〉

※メニューについてはリバーサイド中広と
基本的に同一となります。

一日体 験

月

ヒレカツ、切干大根
胡瓜の土佐酢 等

火

太刀魚の焼き浸し、
ジャガ芋の旨煮
ほうれん草の白和え 等

水

肉団子の甘酢あん
もやしと胡瓜のナムル、大学芋 等

木

サバの生姜煮、夫婦焚き
拌三絲(バンサンスー） 等

金

油淋鶏（ユーリンチー）
、卯の花
キャベツと貝柱の青じそ風味 等

デイサービス体験利用受付中！

（昼食・おやつ代のみ頂きます）

デイサービスに興味があるけど、どんな所かよくわからない。
日中家にいる事が多いけど、たまにはどこかへ出掛けたい。
最近足腰が弱って歩くのが少し不安。
気の合う仲間と楽しく過ごしたい。

TEL 082-503-0081

▲

お申し込み・お問合せは

〒733 - 0012 広島市西区中広町二丁目15番15号
TEL 082 -235 - 0788 FAX 082 -235 -2341
http://www.touaikai.com
E-mail toaikai@aioros.ocn.ne.jp
［表紙／書
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グループホーム・デイサービスセンター

グループホーム・デイサービスセンター

第 二の人 生じゃない これ からが 私の人 生 。
全室個室でご自宅のような雰囲気を!!
ご入居される皆さまが、いつも
お使いになられる日常品を
持ち込むことができます。
※持ち込みをお断りするものも
ございますので、詳細はご確認ください。

グループホーム・デイサービス

創作・クラブ活動
ハレ・クプナでは、創作活動をすることによって手先を動かし、脳の
活性化を目指しています。作品が出来上がると皆さん達成感を
感じることができると喜ばれます。

ユニット型 定員18名
個室…18室

園芸（グループホーム）

パッチワーク（グループホーム）

グループホーム
認知症対応型共同生活介護
ハ レ＝家
クプナ ＝ 尊敬を受けている高齢者、
祖父母、親族

フロアのご案内

3F 居室

1 人部屋（9 室）

2F 居室

1 人部屋（9 室）
※女性専用フロア

フラワーアレンジメント

安心 ＆快適

1F デイサービスセンター
ハワイ語のネーミング通り、ここ
「ハレ・クプナ」はハワイのゆったりと

日中看護師常駐

した生活をイメージして作られています。皆様に快適な毎日を送って

をご提供致します。

グループホーム ハレ・クプナ理念
家族・友人・地域・スタッフとのつながりを大切にしていきましょう。

24時間スタッフ常駐

提携医療機関

地域との交流

入居者様の体調の急変や緊急時に

地域行事への参加やお出かけ、ボラ

備え医療機関と提携しています。

ンティアの方の協力や、地域の方が

壁面（デイサービス）

貼り絵（デイサービス）

季節行事

施設のオープンスペースを利用され

一人ひとりが持っている力を発揮し、いきいきとした生活を送りましょう。

るなど、地域の方々にも温かく支え

家庭的な雰囲気の中で、安心して笑顔で暮らしましょう。

られています。

【入居の条件】
●広島市にお住まいの方
●介護認定を受けており、要支援2または要介護1以上と認定された方
●認知症と診断された方
●共同生活において支障のない心身状態である方

絵手紙

（グループホーム・デイサービス）

掃除・買い物・生活相談・病院付添

頂くため、居室はもちろん、食堂、居間もくつろぎのスペースに設計。
その他、健康管理・日常生活の援助など、まごころのこもったサービス

（グループホーム・デイサービス）

サービス
内容

入浴・排泄・食事などの日常生活のお世話
機能訓練（レクリエーション・クラブ活動など）
健康チェック
生活相談

4月/お花見

（グループホーム）

10月/運動会

（グループホーム・ デイサービス）

11月/菊花展

（グループホーム）

