
 

 

      

 

  

      公公公文文文式式式(((学学学習習習療療療法法法)))ををを行行行っっっててていいいままますすす。。。   
くもん学習療法とは、認知症の予防および維持・改善 

が期待できる唯一の認知症の非薬物療法です。 

一人ひとりのレベルに合わせた、楽に学習できる 

読み書き・計算・数字版の教材を用いておこないますので、 

勉強というよりは、「頭の体操」として、 

入居者様に楽しんで頂いております。 

 

 

 

 

 

                               

毎日看護師が健康チェック致します。 
まごころ館で行える医療処置は下記のものです。 

（医師の指示のもとに限ります。） 

＊褥瘡処置     ＊尿バルーン 

＊インスリン投与  ＊胃ろう 

＊水虫の爪切り   ＊点滴 

＊酸素 ＊痰の吸引 

☆くもん学習療法による 

認知症高齢者の変化の事例☆ 
（個人差があります。）     簡単な計算問題を解いているときや 

声を出して文章を読んでいるときに 

前頭前野を含む脳全体が活性化します。 

 
●自分から話をするようになった●自分の意思を伝えるようになった●積

極性が出てきた●被害妄想が少なくなった●帰宅願望が少なくなってきた

●夜間の徘徊が少なくなった●夜間、よく眠れるようになった●おしゃれ

をするようになった●笑顔が出てきた●表情が穏やかになってきた●昨日

したことを覚えていられるようになった●尿意を伝えられるようになりオ

ムツが取れた●介護スタッフとの信頼関係が深まった 

 

特徴 1 

特徴 2 

タタタクククテテティィィーーールルルケケケアアア   
（（（ソソソフフフトトトマママッッッサササーーージジジ）））ををを取取取りりり入入入れれれててていいいままますすす。。。   
 タクティールケアとは、スウェーデン生まれのタッチケア

です、1960年代に誕生しました。  

タクティールケアをすることによって、オキシトシンとい

う安らぎホルモンが分泌されるため、安心と信頼の感情が引

き起こされ、良い気分になったり、不安感や恐怖感の緩和を

することが出来ます。 

 

ご家族の方にも時々させて 

いただいています！ 

 ☆効果☆（個人差があります。） 

●攻撃性・自虐性の減少 

●リラクゼーション効果●安眠効果●鎮痛効果(癌のターミ

ナルケアでモルヒネの量を減らせた実績があります。) 

 

特徴 4 

看看看取取取りりり士士士がががいいいままますすす。。。＊＊＊旭旭旭川川川初初初   
まごころ館で看取りを希望される方に、医療と

連携しながら支援し、暖かく寄り添います。 

＊一般社団法人日本看取り士会 認定看取り士  

 

特徴 3 



 

 

 

 

       

 

 

          

 

 
 
 
 
 
 
 

＊手作りにこだわった美味しいお食事＊ 
 
 
                                
 
 
 
 
                     
                                                                                         

スプリンクラーと緊急通報システム 

 
 
 
 
 

    毎毎毎月月月、、、講講講師師師ををを招招招いいいててて道道道徳徳徳ののの研研研修修修会会会ををを

しししててていいいままますすす。。。   
 介護員として、介護の技術も大切ですが、心を育てる

勉強も大切だとまごころ館では思っています。 

介護をするときに、心の中で「幸せになって下さい」 

「お元気で長生きして下さい」と願いながらさせていた

だくことの大切さや、親孝行、感謝について等々・・・ 

入居者様だけではなく、地域の方や同僚の幸せも願え

る、そんな介護員を目指しています。 

 

 

    身身身体体体ににに良良良いいいおおお食食食事事事。。。   
  島村トータルケアクリニックの指導を受け、まご

ころ館のマクロビオティックセラピストが、玄米食を

時々取り入れながら、野菜、穀物、豆類などの農産物、

海草類、漬物や乾物などを中心とした食事を提供します。

なるべく季節ごとの食材を使用して、季節を感じられる

メニューを提供いたします。 

島村トータルケアクリニック（千葉県）は、トータル・ケア（全

人的医療）を実践しながら癌や認知症の改善に取り組んでいま

す。（島村善行院長）         

 

 

特徴 5 特徴 6 

協力医療機関 
 

☆医療法人社団萌生会サンビレッジクリニック 

☆医療法人修彰会沼崎病院 

☆かむい歯科診療所 

☆神楽岡泌尿器科 

☆豊岡内科整形外科 

上記の医療機関で、訪問診療、緊急時往診、在宅医療指導、 

口腔ケアにかかわる助言・指導などサポートしていただいて 

おります。 

 

      笑笑笑健健健体体体操操操ををを行行行っっっててていいいままますすす。。。   
  笑健体操とは「認知症予防ゲーム」「笑い」「呼吸」「運動」

を組み合わせた手軽にできる体操です。笑うことで免疫力を高

め、深呼吸で体内に新鮮な酸素を取り入れ、 
軽い運動で血流を良くします。日常生活に 

幸福感をもたらすほか、認知症予防効果が 

期待されます。 

特徴 7 



 

                                    

 

  

       

 

   

 

                   

  

 

                   

 

                                   

 

                                    

 

 

                             

 
（日昼のみ常駐）  

 

まごころ菜園で野菜を育てています。 タクティールケアの様子です。 

～ 生活相談サービス(12,300 円)の内訳 ～ 

ケアの専門家の『生活相談員』が９時から１７時まで常駐し、

下記のサービスを提供します。 

生活相談サービス 

     ✿緊急対応  ✿生活相談  ✿安否確認 

フロントサービス 

     ✿来客・外出の管理  ✿郵便の受取り 

     ✿タクシーの手配   ✿クリーニングの手配 

     ✿訪問理美容の手配  ✿訪問医療の手配 

 

 

 

～ 毎月の費用～ 

家   賃（月） ２７，６００円（保証金・敷金なし） 

お 食 事（月） ４１，７００円（1 日 3 食と 3 時のおやつ） 

管 理 費（月） １８，５００円 

生活相談サービス費（月） １２，３００円 

合   計（月）１００，１００円（税込） 

 

(冬季は別途暖房費が追加になります。) 

冬季暖房費（月）  ８，４００円（10 月～4 月）（税込） 

＊別途介護費用がかかりますが、併設の訪問介護ステーションから

介護サービスを受けることができます。 

 

＊木造２階建、全 20 室 

（9.2 帖、 ヘルプコール・押入 

・トイレ・洗面台付。） 

ご夫婦での入居も出来ます。 

 

認知症の方や認知症以外の方も 

ご入居いただけます。 
 

旭川市東旭川南 2 条 6 丁目 1-2 



 
 
 
 
 
 
 
                              

 
 
                                      
 
 
 
 
 

                                  
 
                                              

                                              

                                             

                                              

                                              

                                   

                  

 

 

   
 
                                     
 
 
 

～ 御 案 内 ～ 

家   賃（月） ２７，６００円（保証金・敷金なし） 

お 食 事（月） ４４，５３０円（1 日 3 食と 3 時のおやつ） 

管 理 費（月） ２０，３７０円 

合   計（月） ９２，５００円（税込） 

(冬季は暖房費が追加になります。) 

冬季暖房費（月）  ８，４００円（10 月～3 月）（税込） 

＊別途介護費用がかかりますが、併設の訪問介護ステーションから 

介護サービスを受けることができます。 

 

＊木造２階建、全 13 室 

（7.7 帖、 ヘルプコール・押入・洗面台付。） 

ご夫婦での入居も出来ます。 

 

認知症の方や認知症以外の方 

でもご入居いただけます。 

旭川市東旭川南 2 条 3 目 2-19 

住宅型有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅まごころ館、住宅型有料老人ホームまごころ館と

も、ご自宅と同じように自由にお過ごしいただけます。もちろんデイサービスにも通うことが出来

ます。また、何時でも会いに来て頂けますし、ご家族が入居者様と一緒にまごころ館にお泊りにな

ったり、ご家族と一緒に外泊や外出もご自由にしていただく事が出来ます。 

まごころ館は、 

住み慣れた環境で 

必要なサービスを受けながら 

暮らし続ける事ができる 

住宅です。 



 

                        

        

                              在宅介護を希望される方のご自宅にお伺いし、生活全般にわたってお手伝 

        いさせていただきます。 

～訪問介護サービスの対象になるもの～ 

食事や入浴、排せつなどの利用者様の身体に           

直接触れる介助サービス。         （1割負担額） 

☆排泄介助（トイレやポータブルトイレの利用の介助、おむつ交換） 

☆食事の介助  ☆服薬の介助  ☆身体の清拭・入浴の介助  

☆身だしなみの整容・洗面  ☆着替えの介助・体位交換 

☆通院・外出等の介助                         （1割負担額・税込）＊２割負担の方は別途お問い合わせください。 

利用者ご本人が主に利用する居室の清掃・ 

ご本人の衣類の洗濯・ご本人のための調理 

などの日常生活の援助。 

☆居室の清掃  ☆薬の受け取り  ☆洗濯  

☆生活必需品の買い物  ☆衣類の入替え 

☆一般的な食事の準備・調理・後片づけ  

（利用者ご本人以外の為の行為、利用者が居宅にいない時の援助、医療行為、

窓ふき、ペットの世話、老人会や冠婚葬祭への外出の同行等は対象になりませ

ん。）    （1割負担額・税込）＊２割負担の方は別途お問い合わせください。 

※身体介護中心型を行った後、引き続き生活援助中心型を行った時は、 

身体介護中心型の単価に、20分以上 66 円、20分から起算して 25分ごとに加算します。 

※1、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

※2、介護保険の適用範囲外のサービスは、60分 1,620円（税込）で対応させて頂きます。 

要支援 1・2（週 1回程度の利用が必要な場合） 1月につき 1,172 円 

要支援 1・2（週 2回程度の利用が必要な場合） 1月につき 2,342 円 

要支援 2 （週 2回を超える利用が必要な場合） 1月につき 3,715 円 

 サービス 

に要する時間 

20 分以上 

30 分未満 

30分以上 

1時間未満 

１時間以上 

身体介護

中心 

サービス利用に

係る自己負担額 

245円 388円 564 円 

生活援助

中心 

サービス 

に要する時間 

20 分以上 

45 分未満 

45分以上 早朝 6時～8 時・夜間

18 時～22時は 25％増。 

深夜（22 時～6 時）は

50％増。 

サービス利用に

係る自己負担額 

183円 225円 

 サービス 

に要する時間 

20 分以上 

30 分未満 

30分以上 

1時間未満 

１時間以上 

身体介護

中心 

サービス利用に

係る自己負担額 

249円 395円 577 円 

生活援助

中心 

サービス 

に要する時間 

20 分以上 

45 分未満 

45分以上 早朝 6時～8 時・夜間

18 時～22時は 25％増。 

深夜（22 時～6 時）は

50％増。 

サービス利用に

係る自己負担額 

182円 224円 

身内の介護やご高齢で、今の生活に不安を感じている方へ 

身体介護 

生活援助 

まごころ館の介護員は 

全員有資格者です。 



 

◎介護保険の利用限度額                                          

 介護認定を受けられている方は、介護保険適用サービスがご利用になれます。             

介護保険適用サービスには、要介護度に応じて利用できる限度額が設けられ

ていて、 

この限度額は 1 か月ごとの金額で設定されています。(税込)                                      

 

 

 

 

◇自己負担は所得により２割、３割になる事があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

サ高住の東屋でティータイム         

区  分 
居宅サービスの利用限度額 

（１か月・税込） 

自己負担 

（１割・税込） 

要介護１ １６７，６５０円 １６，７６５円 

要介護２ １９７，０５０円 １９，７０５円 

要介護３ ２７０，４８０円 ２７，０４８円 

要介護４ ３０９，３８０円 ３０，９３８円 

要介護５ ３６２，１７０円 ３６，２１７円 

●お申し込みからご入居までの手続きの流れと必要書類 

☆お申込みに必要な書類の提出 

①入居申込書 

②診療情報提供書（必要な方のみ） 

③後期高齢者医療被保険者の写し 

④介護保険被保険者証の写し＊要介護認定を申請中の方は、認定

申請書類の写しをご提出ください 

⑤各種障害者手帳、医療助成受給者証をお持ちの方は写しをご提

供ください 

 

☆入居者様面談 ＊ご見学に来ていただくか、 

こちらから伺います。 

     
 

☆入居のご連絡 

     
 

☆入居契約書の締結 

① 賃貸借契約書・指定訪問介護契約書・重要事項説明書の説明、

署名、押印。＊ご入居者様並びに連帯保証人様、残置物引取

人様の認印をご持参ください。 

   
 

 

☆入居完了（入居契約から１か月以内） 

 

介護保険適用サービスは、 

併設の「訪問介護ステーションまごころ館」から 

訪問介護員が訪問して 

介護を提供することが可能です。 

指定事業所番号 ■訪問介護・介護予防訪問介護 0172904047 

■居宅介護・重度訪問介護 0112906730 



 

                

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅型有料老人ホームまごころ館 

旭川市東旭川南２条３丁目２-１９ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ★http://www.magocorokan.jp 

まごころ館  検索  

 

ﾌﾞﾛｸﾞ★http://ameblo.jp/magocorokan/ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ★magocoro@magocorokan.jp 

クリック！ 

サービス付高齢者向け住宅 

まごころ館 

旭川市東旭川南 2 条 6 丁目 1-2 

住宅型有料老人ホーム 

 まごころ館 

サービス付き高齢者向け住宅 

 まごころ館 



 

 

ご高齢の方についてのご相談は「まごころ館」へお気軽にお申し付け下さい。 

訪問介護ステーションまごころ館では、高齢者住宅まごころ館に 

お住まいの方だけではなく、介護が必要な方のご自宅にも訪問介護の 

サービスを提供しています。ご自宅に訪問介護員が来て欲しいという 

方もご遠慮なくご相談ください。 

電 話 ３
みんな

６
むつまじく

－５８ 1８
ここはいいわー

 

FAX ３６－5 8 6 8  


