
年 月 日

のご案内
マザアスデイサービスセンター



マザアスデイサービスが
大切にしていること

あいさつ

マザアスデイサービスセンターでは、【自宅で暮
らせる楽しみをデイサービスから】をモットーに
笑顔溢れる場所を提供いたします。
喜び・楽しみ・感動をお届けする為の、
様々なプログラムをご用意して、
皆様のご利用をお待ちしています。

管理者　加藤　学

健康づくり
（リハビリ） 入 浴

お食事 生活空間

アクティビティ
プログラム

お一人、お一人の日常生活をより
安楽に過ごせる為に、
生活リハビリを通して

体力の維持、向上を目指して
支援しています。

室内でのレクリエーションだ
けでなく、五感から四季を感
じていただけるような
作品作りなどにも
取り組んでいます。

お身体の状態に合わせてご利
用いただけるよう、一般浴、
リフト浴、特殊浴（機械浴）

の3タイプを
ご用意しました。

一汁五菜で見た目も美しく、
バランス良く、多くの食材を
お召し上がりいただける
よう、真心こめて
ご用意しています。

マザアスデイサービスで安心
してお過ごしいただける
時間を大切に快適な
空間づくりに
努めています。



わが家のような空間で
ゆっくりとお過ごし頂けます
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ご利用者の想いに寄り添った
リハビリテーションの
支援をしています

リハビリ

脳トレーニング

体操

ご希望の方は個別機能訓練
（個別リハビリ）を
行っております。（※別紙参照）

専門スタッフの
支援で充実



個別機能訓練では、お一人おひとりの
心身状況などに合わせて、
さまざまなプログラムを実施します

個別機能
訓練



お食事
美味しく召し上がって頂けるよう施設
で調理した、出来たてのお食事を提供
しています。

毎月のイベントや行事のお食事も工夫を凝らし、
食べる喜びをご提供させて頂きます

《ある日の昼食メニュー》

《毎月のシェフアイデアメニュー》（例）
初夏の香り漂う
太刀魚のひつまぶし風

《特別食》（例）

《特別食》（例）

行事弁当風

入梅メニュー

《からだ元気》 花粉症予防メニュー
れんこんと抹茶の炊き込みご飯、あじの大葉風揚げ
筍とふき土佐煮、バナナはちみつヨーグルト
あおさとねぎの味噌汁



入　浴
お風呂は、機械浴、リフト浴と一般浴、
3種類のお風呂がございます。
身体状況に応じてお好きなお風呂に
ゆっくりとお入りください

機械浴 リフト浴

一般浴



1 日の
過ごし方

ご利用者さまの 1 日の過ごし方。
ご利用者のペースに合わせたタイム
スケジュールに合わせお過ごし頂けます

8：30

お迎えに上がります

ランチタイム

ティータイム

ご自宅へお送りします

健康チェック
一息つきながらリラックス

《午前中の活動》
・認知機能トレーニング
・健康体操
・口腔体操

《午後の活動》
班入れ替わり制
・クリニカルアート
・書アート

《午後の活動》
班入れ替わり制
・個別リハビリ

9：30

10：00

13：30

15：00

18：00

15：30

17：00

12：00

入浴サービ
スは食事時

間を

除いて行っ
ております

。



アクティビティ
プログラム

楽しい時間をお過ごし頂くための
アクティビティプログラムをご用意
して支援しています

クリニカルアート
講師：富澤  文路

書アート
講師：河村  詩夕
墨の香は心を落ち着かせ穏やかな

気持ちになると言われます。書道を

通して少しでも晴れやかな心にな

れたらと思い、取り組んでおりま

す。

表現する喜びと制作する楽しみを、

生活の一部としていただき、より豊

かな日々をお過ごしいただけるよ

うにと願っております。

落語、歌謡コンサート、
楽器演奏

日頃の活動とは違う楽しみや雰囲

気を感じ社会交流の繋がりがもて

ればと思います。



クリニカル
アート

四季折々のことごとを五感（資格・聴覚・嗅覚・
味覚・触覚）と第六感（魂）を使って、アートと
いう自己表現方法で形にしていきます

アート作品の一部をご紹介いたします。



書アート
上手下手は関係なく、自分の感性のま
ま、、、自由な発想のまま、、、” 書” を楽し
みましょう



マザアスデイサービスセンター内の
館内をご紹介いたします館内の

ご案内

エントランス

厨房

デイサービスへと続く廊下

食堂・機能訓練室

トイレバルコニー 静養室



マザアスデイサービスセンターの利用
　料金 利用料のご案内

事業実施地域及びサービス提供時間

流山市、柏市、松戸市

営業日

ご利用定員数

実施区域

30名/日

祝祭日を含む月～土
※12/31～1/3を除く

サービス提供時間 9：00～17：00

ご利用料金（１回あたり）

食費
（昼食・おやつ）

アクティビティ
材料費

750円

実費
（100円/回程度）

※その他の実費ご負担費用

・おむつ等の衛生材料等、施設の備品をご利用の際は、
ご利用された分の実費をいただきます。

・料金は税抜き価格で表示しています。消費税率の変動に
準じて計算した料金が適用となります。

１割 ２割

要介護１ 673円 1,346円 2,018円

要介護２ 794円 1,588円 2,382円

要介護３ 921円 1,841円 2,761円

要介護４ 1,046円 2,091円 3,137円

要介護５ 1,173円 2,346円 3,519円

入浴介助加算 41円 82円 123円

サービス提供体制加算Ⅰ 　23円 45円

個別機能訓練加算Ⅰイ 58円 115円 173円

介護職員処遇改善加算Ⅰ　

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ　

月額の5.9%

月額の1.2%

３割

介護予防・日常生活支援総合事業
（通所型独自サービス）利用者負担額（月額）

※利用料金決定までの計算式は、介護保険法によります。
※介護度や介護保険負担割合によって金額が変わります。

介護職員特定処遇改善加算Ⅰ　 月額の1.2%

要支援１ 1,718円 3,435円 5,152円

要支援２ 3,521円 7,041円 10,562円

サービス提供体制加算Ⅰ
要支援１

91 円 181円 271円

サービス提供体制加算Ⅰ
要支援２

181円 362円 543円

介護職員処遇改善加算Ⅰ　 月額の5.9%

運動器機能向上加算　a）

口腔機能向上加算　ｂ）

225単位

150単位

選択的サービス複数実施加算

生活機能向上グループ加算

480単位

100単位

aとｂ両方選択し実施の場合

１割 ２割 ３割

介護保険の利用者負担額（日額）

ご利用者の利用例

週１回・月４回
利用利用の場合

週２回・月８回
利用の場合

週２回・月８回
利用の場合

A さん Bさん Cさん要介護１ 要介護 1 要介護 2

3,000円（介護保険自己負担）

＋3,000円（昼食代）

＋400円（クリニカルアート代）

7,600円（介護保険自己負担分）

＋6,000円（昼食代）

＋800円（クリニカルアート代）

6,000円（介護保険自己負担分）

＋6,000円（昼食代）

＋800円（クリニカルアート代）

合計　6,400円前後

（入浴や個別機能訓練費を除く）

合計　12,800円前後

（入浴や個別機能訓練費を除く）

合計　14,400円前後

（入浴や個別機能訓練費を除く）

＊負担割合１割の場合　２割の場合は
２倍。３割の場合は３倍

＊負担割合１割の場合　２割の場合は
２倍。３割の場合は３倍

※下記はおおよその料金になります。

68円



感染症
対策について 感染症予防に関して

朝のお迎え時検温を
行っております。
ご協力お願い致します

デイサービスの館内も
こまめに消毒を行って
おります

皆さまには手洗いのご
協力をお願いしており
ます

館内は定期的に換気を
行っております

検温

皆さまには体調や熱中
症に注意し、マスクの
着用をお願いする場合
がございます

皆さまには手の消毒を
お願いしております



ご利用の
ご案内

マザアスデイサービスセンターを
ご利用のために

営業日 月曜日から土曜日（年末年始の休業日：12 月 31 日～ 1 月 3 日）
※悪天候等で営業が困難な場合、臨時休業することがございます。

営業時間 ８：００～１7：3０
（サービスをご利用になれる時間は９：３０～１7：００です。）

定　員 （介護予防）通常規模型通所介護　　３０名 / 日

利用申込
資格

・流山市・柏市・松戸市在住で、要支援もしくは要介護認定を受けている
・医師による入院加療を要しない方。方

サービス
内容

●介護サービス
・ご自宅から通所されるご利用者に、生活上必要な、移動・排泄・食事
等の介護サービスをご提供します。

●活動（アクティビティ）
・身体を動かす体操、趣味活動等の生きがい活動を多種にわたりご提供
します。　　　（材料費　1回　100円）

※ご参加中の写真を撮らせていただくことがあります。

●健康チェック
・健康の保持・増進の相談を受け、助言いたします。
定期的に血圧、体温等の測定を行います。

●食事サービス
通所されるご利用者に、食事のサービスを行います。ご利用者のお身体
の状況に合わせて、一般食、お粥、刻み食、ミキサー食など適切な食事
をご提供します。　食事代　　１食　７５０円（おやつ代込み）

●入浴サービス
通所されるご利用者のお身体の状況に合わせて、安全にご入浴いただけ
ます。

●送迎サービス
当センターのサービスをご利用いただく際に、送迎が必要なご利用者に
当センター、ご自宅間において送迎サービスを提供します。
※送迎車両を効率的に運行するために、地域別に送迎コースを設定させ
ていただいておりますので、予めご了承下さい。

（入浴の種類）

一般浴槽を使って、介助歩行によってご入浴いただきます。

寝たきり、またはこれに準ずる状態の利用者の方が、
特殊浴槽を使ってご入浴いただきます。

介助入浴

特別入浴



持ち物
一覧

持ち物一覧になりますので
チェク項目でご確認下さい。

※持ちものには必ず記名をお願いいたします。

介護保険被保険者証（初回及び更新時）

《初回利用時》

《入浴時の準備（入浴サービスご利用者のみ）》

《整容》

《その他》

口座振替依頼書（初回時）

お薬情報（初回及び変更時にはご持参ください）

お薬（昼食時に服用されている方）

ビニール袋１枚（濡れたタオル等を入れるため）

着替えが必要な場合はお持ちください。

歯ブラシ、スポンジブラシ等（口腔ケア希望の方）

電気剃刀等
※浴室内でのひげ剃りは、感染症防止のため行えません。
ひげ剃りをされる方は電気剃刀等をご持参下さい。

バスタオル１枚

フェイスタオル１枚

上履き

排泄介助時の紙オムツ、パット等（必要のある方のみ）

連絡ノート（利用開始時に作成しているもの）



マザアス各事業所をはじめ
デイサービスの日々の様子が
ご覧いただけます

お願い・
お問合せ お願いとお問合せについて

《送迎時間について》
交通事情、欠席者、利用者の状態等により、１０分程度前後することがございます。
１０分以上前後する場合は、お電話でご連絡をさせていただきます。ご協力をお願
いいたします。

《お荷物の確認について》
・参加当日の持ちもの（薬、入浴道具等）は、ご家族の協力のもとご確認いただき、
来所されるようお願いいたします。（食べ物の持込はご遠慮下さい。）
・現金は必要ありません。必要なときは予めご連絡いたします。
・職員への贈答、ご利用者間での物品のやり取りは、トラブルの元となりますので
ご遠慮いただいております。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

《キャンセルについて》
参加予定日にやむを得ず利用中止する場合は、できる限り前日までにご連絡下さい。
取消料は、重要事項説明書に記載されています。ご不明な点がございましたら管理
者及び相談員までお尋ねください。
尚、急変時など、その限りではありません。

《台風、大雪などの悪天候時について》
送迎等のサービスが安全に行えないと判断した場合、ご家族へご連絡の上、送迎時
間の変更や臨時休業させていただく場合がございます。予めご了承下さい。

不明点、お問い合わせ
マザアスデイサービスセンター　☎０４－７１２６－０１６２

担当　加藤　学

マザアス
インスタグラム




