常陽会では、
多くの施設やサービス提供事業所があります。
あなたの介護の状態によって生涯の介護をさせて頂きます。
入所サービス

介護老人福祉施設（特養）ソフィア輝
介護老人保健施設（老健） 江風苑
サン・ソフィア新潟（介護付き有料老人ホーム）
特定施設入居者生活介護 サンパレス輝
リバーサイド輝

新潟市江南区三百地2312番地3
新潟市北区大迎1330
新潟市中央区弁天3丁目1番16号
新潟市江南区亀田中島4丁目6番28号
新潟市江南区三百地2312番地1

☎025-277-8820
☎025-387-7111
☎025-242-3510
☎025-382-1165
☎025-277-6000

地域密着型サービス

地域密着型 介護老人福祉施設 せきやの里
（小規模 特養）
なじみの家 きなせや坂井砂山
なじみの家 きなせや天神尾
なじみの家 きなせや松浜
なじみの家 きなせや山ノ下
なじみの家 きなせや荻川
小規模多機能型居宅介護事業所 なじみの家 きなせや白根
なじみの家 きなせや巻
なじみの家 きなせや内野
なじみの家 きなせや黒埼
なじみの家 きなせや寺山
なじみの家 きなせや小新
なじみの家 きなせや関屋
看護小規模多機能型居宅介護 なじみの家 きなせや柳島
（小規模多機能型居宅介護+訪問看護） なじみの家 きなせや大迎
なじみの家 きなせや亀田中島
リバーサイド輝
認知症対応型通所介護
デイサービスセンター黒埼

新潟市西区坂井砂山2丁目13番17号
新潟市中央区天神尾1丁目16番4号
新潟市北区松浜1丁目2番16号
新潟市東区古川町7-21
新潟市秋葉区荻野町1-38
新潟市南区白根1227-1
新潟市西蒲区巻甲4095-8
新潟市西区内野町320番2
新潟市西区善久521番地1
新潟市東区寺山3丁目31番16号
新潟市西区小新西2丁目1番20号
新潟市中央区関屋大川前2丁目7番12号
新潟市中央区柳島町4丁目36番3
新潟市北区大迎745番地1
新潟市江南区亀田中島4-6-26
新潟市江南区三百地2312番地1
新潟市西区善久521番地1

☎025-211-0155
☎025-255-5870
☎025-278-2911
☎025-256-6670
☎0250-21-7820
☎025-371-5568
☎0256-73-7511
☎025-264-5802
☎025-370-6166
☎025-385-6241
☎025-378-2681
☎025-378-2092
☎025-211-4690
☎025-388-0202
☎025-381-0700
☎025-277-6000
☎025-379-3713

ソフィア輝
江風苑
せきやの里
（介護予防）短期入所療養介護 江風苑

新潟市江南区三百地2347番地5
新潟市北区大迎1330
新潟市中央区関屋大川前2丁目7番12号
新潟市北区大迎1330

☎025-250-5061
☎025-387-7203
☎025-201-1660
☎025-387-7111

（介護予防）通所リハビリテーション（通所リハ） リハビリセンター100（江風苑）
訪問リハビリテーション（訪問リハ）

新潟市北区大迎1330

☎025-384-1001

（介護予防）通所介護（デイサービス）リバーサイド輝
常陽会江風苑
居宅介護支援事業所
常陽会駅南
サン・ソフィア新潟（サンパレス輝 内）
訪問介護ステーション
訪問看護ステーション
きなせや柳島
地域包括支援センター大江山・横越
地域包括支援センター

新潟市江南区三百地2312番地1
新潟市北区大迎1330
新潟市中央区南長潟8-12
新潟市江南区亀田中島4丁目6番28号
新潟市中央区柳島町4丁目36番3
新潟市江南区三百地2312番地1

☎025-277-6000
☎025-387-7201
☎025-278-8220
☎025-385-8530
☎025-211-4689
☎025-278-7860

福祉用具サービス

新潟市中央区南長潟8-12

☎025-286-5772

新潟市江南区亀田中島4丁目6番28号
新潟市江南区三百地2312番地1
新潟市南区白根1227-1
新潟市西区善久521番地4
新潟市東区寺山3丁目31番17号
新潟市西区小新西2丁目1番19号
新潟市中央区関屋大川前2丁目7番12号
新潟市中央区柳島町4丁目36番3
新潟市北区大迎745番地1
新潟市江南区亀田中島4-6-26

☎025-382-1165
☎025-277-6000
☎025-373-0315
☎025-379-0166
☎025-385-6245
☎025-378-2703
☎025-378-2094
☎025-211-4691
☎025-388-1120
☎025-381-0705

短期入所生活介護
（ショートステイ）

（ショートステイ）

在宅サービス

（新 潟 市 委 託 事 業 ）

常陽会福祉用具サービス

介護保険外サービス

サンパレス輝
ケアハウス（軽費老人ホーム）
リバーサイド輝
オードヴィー白根
住宅型有料老人ホーム
オードヴィー黒埼
オードヴィー寺山
オードヴィー小新
オードヴィー関屋
サービス付き高齢者向け住宅
オードヴィー柳島
オードヴィー大迎
オードヴィー亀田中島

新潟市中央区関屋大川前2丁目7番12号 ☎025-201-1660

【個人情報の適切な利用】個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で必要な範囲の情報を取得し、その範囲内で利用します。

☎025-379-3713

➡
➡

お問い合わせ

●
ファミリー
マート

➡

➡

➡

〒950-1102 新潟市西区善久521番地1

2
●
黒埼市民
会館

新潟
●モータース
（善久）

社会福祉法人

なじみの家

きなせや

オードヴィー黒埼

8

黒埼

JA越後中央
●

常陽会

見学は随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

〒950-1102 新潟市西区善久521番地1

TEL.025-379-3713

FAX.025-370-6167

E-mail：ds-kurosaki@joyokai.jp

新潟モータース●
●フォード
新潟

上記の番号はデイサービスセンター黒埼の専用番号です。直接のご用の時は、
こちらへどうぞ。

（上善久）

（敬称略させて頂きました）

●セブン
イレブン

↓至白根

お客さまとの出会いを大切に。一生のお世話をさせていただきます。

運営母体

お客さまとの出会いを大切に。一生のお世話をさせていただきます。

管理・運営

デイサービスセンター黒埼

↑黒埼I.C
松田印刷
●

➡

デイサービスセンター
黒埼

デイサービスセンター黒埼

認知症対応型通所介護

常陽会

検 索

社会福祉法人

常陽会

〒950-0107 新潟市江南区三百地2312番地3

〒950-0107 新潟市江南区三百地2312番地3 ☎025-278-5230

220401

認知症対応型通所介護

デイサービスセンター黒埼
日中、通所でおいでになられた認知症のお年寄りを対象に、介護職員が入浴・お食事・おトイレなどの日常生活上のお世話や機能訓練などを行います。

サービス利用対象者

認知症対応型通所介護
（デイサービス）とは…

在宅で認知症の介護が必要なおおむね

12名

65歳以上の方1日

介護保険制度における地域密着型サービスの一つです。居宅の認知症要介護高齢者に対し、
デイサービスセンターにおいて、介護職員や看護職員などから入浴、排せつ、食事などの介護、
その他の日常生活上のお世話および機能訓練が提供されます。

〈昼食サービス〉調理スタッフがご利用者様のために健康維持と
嗜好を考えて作った献立を提供いたします。

〈入浴サービス〉一般浴、特殊浴による入浴サービスで、

身体の清潔を保ちお帰りいただけます。

〈送迎サービス〉ご自宅までのお迎えとお送りをさせていただきます。
〈健 康 管 理〉血圧・脈拍・服薬等看護師が管理させていただきます。
〈機 能 訓 練〉個別機能訓練計画に基づき機能訓練を行います。

利

用

時

間

8:30
9：00
10：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：30

お迎え
来所
入浴前のバイタルチェック
入浴
昼食
休憩・趣味活動
体操・レクリエーション
おやつ・趣味活動
お送り〜ご帰宅

年間行事予定

デイサービス
1日の流れ

サービス内容

●月〜日曜日の9時から16時45分までの間
■ご利用回数は介護区分の状況によって異なります。
また、ご利用時間帯についてもお気軽に相談員にお問い合わせください。

利 用 料 金 の め や す （1日あたり7時間以上8時間未満の場合）
●認知症対応型通所介護
要介護度 要支援1
負担額 1割負担

874円

976円

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

1,009円 1,119円 1,229円 1,339円 1,449円

2割負担 1,748円 1,951円 2,018円 2,238円 2,457円 2,677円 2,897円

●サービス提供加算

お花見
おやつ作り
カラオケ大会・菖蒲湯
七夕会・短冊作り
納涼祭・盆踊り大会
敬老会・お楽しみ会
運動会・室内運動会
作品展示会・日頃の趣味活動
クリスマス会・お楽しみ会
新年会・書初め・カラオケ大会
節分・豆まき
ひな祭り・おやつ作り
畳コーナー

お食事代
要支援2

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

介護保険、
予防給付ともに

1食650円

100％新湯方式で清潔、
爽快に入浴できます。大型サイドフェ
体の不自由な人も楽に入浴できます。 ンスで安全・安心です。肌触りの良い
熱圧成型マットで快適です。

でのご提供に
なります。

入浴介助加算、個別機能訓練加算、若年性認知症利用者受入加算、口腔機能向上加算（要介護）、
口腔機能向上加算（予防）、介護職員処遇改善加算等があります。
詳しくは事業所へ直接お問い合わせください。

注：お食事代やおむつ代は保険の対象になりませんので、別途自己負担となります。

施

設

概

要

●休養室／日中ゆっくりおくつろぎいただけるよう、ベッドを配置 ●浴室／一般浴室・特殊浴室

一般浴室（3〜4人入れます）。

食堂

居室

