
　 　 　

　 　 　

　 　 　

 33名

午前の部・午後の部午前午後各10名
▶定員
 20名

▶定員
 20名

  8:40～17:00  日、祝

8 通所介護事業所
ハーモニー城ノ内

 住所：結城市結城8670-2（城ノ内）

ありません。
本人が思う様に生活してもらい、定時的プログラムは

  8:30～17:30
▶休業日 ▶送迎

水、 日  8:30～
16:30～

 迎え
 送り

  9：20～16:30  土、日

理学療法士、看護師が在籍。体調管理や身体機能の維持・

▶おすすめのサービス

 電話：0296-45-4710　　FAX：0296-45-5867

 送り  送り

▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

①食事のセレクトメニュー　②クラブ活動
理学療法士や看護師が在籍し、年中無休で対応します。
介護支援専門員もいますのでご利用前のご相談もよろしく

▶おすすめのサービス ▶おすすめのサービス ▶おすすめのサービス

▶定員
 40名

▶定員
 10名

▶定員

▶営業時間

9 デイサービスセンター
小春日和

 住所：結城市結城12082-36（川木谷）

①カレンダー作り　②ワークシートによる頭の体操

 電話：0296-33-8265　　FAX：0296-33-8267

 日  迎え
 送り

  8:30～17:30  日  迎え
 送り

 8:30～
▶定員
 25名

6
通所サービス事業所マップ

向上が期待できます。ご利用時間は、半日や最長19時まで

①専門職によるマッサージや運動療法②カラオケ、映画

▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎 ▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

　日
 9:00～
16:00～

お願いします。

 在宅医療資源リスト

通所サービス事業所 日帰りで介護やリハビリなどを受けることが
できます。

 住所：結城市結城11766-3（四ツ京）  住所：結城市結城10767-24（上海道）  住所：結城市結城10638（五助）

電話 0296-４８-７１２５
【お問合せ先】
結城市在宅ケア相談センター

 電話：0296-20-8232　　FAX：0296-20-8233  電話：0296-32-1864　　FAX：0296-32-1864  電話：0296-21-3021　　FAX：0296-21-3022

1 ふれんど結城
デイサービスセンター 2 結城デイサービスセンター

ヒューマン・ハウス 3 あずみ苑結城

のんびり、ゆったりしたデイサービスです。笑顔の絶え　  家庭的な雰囲気の中、我が家でくつろぐ様に楽しい時間 明るく、元気に楽しくをモットーにお客様に「来て
①カラオケ　　②おやつ作り・制作レク

▶おススメ日課 ▶おススメ日課 ▶おススメ日課

 送り

①手作りレクリエーション　②創作活動

16:30～▶定員
 35名

▶定員
 30名

 住所：結城市結城923-1（曽我殿台）
5

①少人数での機能訓練　②チームワークで競うゲーム大会

デイサービス
たんとん

ない1日を一緒に過ごしましょう。 を提供しています。天然温泉を利用したお風呂でリラック 楽しかった」と思っていただけるサービスを提供し
スタイムをお過ごしください。 お互いに笑顔があふれる支援を心がけています。

6 ツクイ結城

  8:30～18:00  日  迎え   8:00～17:00  水、土  迎え   8:30～17:30  なし  迎え
▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

  8:30～17:15
16:15～

きるだけ自分で行えるようにリハビリを行います。

▶通所リハビリテーション（デイケア）
リハビリテーションが中心になります。日常生活をで

リエーションなどのサービスを日帰りで受けられます。

 8:20～/13:10～

生活援助が中心になります。食事や入浴、その他レク  住所：結城市結城7201-9
 電話：0296-32-7767　　FAX：0296-54-6166
▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

▶定員

▶通所介護（デイサービス）

の実施。栄養・食材に拘った体に優しい食事を提供。

7 デイサービス
あおやま

健康寿命を延ばし、安心して在宅での生活が送れるよう
生活動作を中心とした運動や認知症予防に二重課題運動

 8:00～

 電話：0296-34-7451　　FAX：0296-34-7453

4 結城ケアセンター
そよ風

▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎
  8:30～17:30  日  8:30～

16:30～
 迎え

16:30～

 電話：0296-20-8577　　FAX：0296-20-8578
 住所：結城市小田林2533-2（立の山西）
 電話：0296-54-6826　　FAX：0296-54-6836

 住所：結城市結城7189-8（下り松）

 送り
 8:00～
16:45～

 8:00～

①美容ケア　　　②ゆりかごゲーム

▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎 ▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

12:05～/16:35～

①絵手紙（季節の絵や川柳）②DVDや音楽を使った体操

 8:25～
16:30～

明るく、楽しく、心と身体を元気にするデイサービス。

▶おすすめのサービス ▶おすすめのサービス

 迎え
 送り

 迎え
 送り

①フロアでの体幹のトレーニング
 ２部制で機能訓練に特化したデイサービスです。マシン
 等による専門家の筋力トレーニングを行います。

可能。機械浴にて寝たままでもお風呂に入れます。

通所介護 通所介護 通所介護

通所介護

通所介護

通所介護 通所介護

通所介護 通所介護通所介護



　 　 　

　 　 　

　 　 　 　

6名
▶おすすめのサービス
①看護師による機能訓練　②個別のアクティビティ

医療度の高い方、随時見守りが必要な方など、ご相談
ください。利用者様1.5人に対し、スタッフ1人以上
配置のため、手厚いサービスをお約束します。

▶定員
 125名  40名 一日と半日

▶定員
 32名

経験のあるリハビリ専門職による評価をもとにおひとりお 小規模の特徴を活かした個別ケアに力を入れております。

▶おすすめのサービス▶おすすめのサービス
 18名

12:15～/16:15～ 送り

▶定員
 30名

▶定員
 25名

▶定員
 23名

 日

思う様に足が動かない方には、電動サイクルマシンにて自

 迎え
 送り

 日  迎え
 送り

  9:30～16:00  日
16:00～

▶おすすめのサービス▶おすすめのサービス

▶営業時間 ▶休業日▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎 ▶送迎　なし

 住所：結城市古宿新田33-2

短時間でのご利用も対応できます。  明るい職員たちが利用者と共に、楽しい時間を過ごして
作業療法士によるリハビリも行っています。  いただけるように、外出行事や、レクリエーション、手

①毎月のカレンダー作り　②壁飾りや壁画作成

 電話：0296-34-6060　　FAX：0296-34-6062
▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

13 ケアサポートゆうき 14 ご長寿くらぶ結城
デイサービスセンター

  8:30～17:30  日、祝  迎え
 送り

  9:30～16:30  住宅型経費老人ホーム 土
▶定員 ▶定員

 工芸や音楽鑑賞等を考え、日々努力しています。

 8:30～  8:30～17:30
16:30～

 8:30～
16:00～

 電話：0296-45-8751　　FAX：0296-45-8752  電話：0296-45-7727　　FAX：0296-45-7728

 迎え
 送り

  8:30～17:30

▶おすすめのサービス

動で動かす訓練を行い、成果を示しています。個別対応に

①個別リハビリ（電動サイクル、バイク、平行棒、手芸など）

て訓練しています。

 8:30～

15 療養通所介護
かえりえ結城

ひとりに合ったプログラムを作成しています。個別リハビ

①個別リハビリ　②スリングなどを使用した機能訓練 ①調理レクリエーション　②お散歩

リ等により活動量を高めています。

 在宅医療資源リスト

通所サービス事業所 日帰りで介護やリハビリなどを受けることが
できます。 電話 0296-４８-７１２５

【お問合せ先】
結城市在宅ケア相談センター

通所サービス事業所マップ

▶営業時間 ▶休業日

 住所：結城市七五三場365（七五三場）
 電話：0296-20-9020　　FAX：0296-20-9021  電話：0296-20-9800　　FAX：0296-35-6161  電話：0296-35-4581　　FAX：0296-35-4581

10 デイサービスセンター
百寿の家 11 デイサービスセンター

きぬの郷 12 結城デイサービスセンター
青嵐荘

 住所：結城市武井1240-8（武井）  住所：結城市粕礼934-3（粕礼）

▶送迎▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎 ▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎 ▶営業時間

 住所：結城市結城11977（四ツ京）

17 通所リハビリセンター
茶釜の湯 18 介護老人保健施設

健田 19 介護老人保健施設
生きいき倶楽部

 住所：結城市結城11299-1（逆井）  住所：結城市結城12744（見晴町）  住所：結城市結城9143-1（繁昌塚）
 電話：0296-21-2001　　FAX：0296-34-0081  電話：0296-33-0880　　FAX：0296-33-0702  電話：0296-20-8666　　FAX：0296-20-8667

▶定員

 住所：結城市結城9804-1（公達）

  8:30～17:30  土・日 8:30～
16:00～

平日49名　土35名

6

▶おすすめのサービス ▶おすすめのサービス ▶おすすめのサービス

 迎え  8:30～
 送り 17:30～

 7:30～
▶休業日 ▶送迎

 迎え   8:00～17:00 土・ 日  迎え  8:30～17:30  日  迎え   8:30～17:00  日
▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎

理学療法士の指導の下、元気に活動しましょう。 提供しており安心してリハビリを行うことができます。 ます。元気で笑顔の絶えない施設です。

「茶釜の湯」は天然温泉です。午前中は天然温泉に浸かり、 理学療法士5名、作業療法士1名、言語聴覚士1名と専門職  軽度から医療依存度の高い方まで、その人に合わせた支
心も体もポカポカ。午後は、天然温泉リハビリで癒され を7名配置し、利用者個人に合ったリハビリテーションを  援をしています。リハビリは専門職が個別に対応してい

①温泉リハビリ　　②リハビリマシン 生活リハビリ、日常生活動作に合わせた動作リハビリ ①リハビリ　②栄養管理を含めた食事

16:30～
 8:30～8：00～

15:30～ 送り 送り ▶定員
短時間利用も要相談

一般家屋を改装したアットホームな雰囲気のお泊りデイ
サービスです。フットワークの軽さで20時までの延長
サービスもあります。

16 地域密着型通所介護　小規模サービス
樹楽　結城

 住所：結城市結城6961-1
 電話：0296-49-9530　　FAX：0296-49-9533
▶営業時間 ▶休業日 ▶送迎
  9:00～17:00  火・水  迎え  8:00～9：00
▶定員  送り 17:00～18：00
10名

▶おすすめのサービス
お泊りができるデイサービス、20時までの延長サービス

通所介護 通所介護 通所介護

通所介護

通所リハビリ
テーション

通所介護

通所リハビリ
テーション

通所リハビリ
テーション

療養
通所介護

通所介護


