
■ 入居対象者
65歳以上で、要支援2以上の認定を受けていて、尚かつ認知
症状のある方。（身元引受人のとれる方）（春日市在住期間
3ヵ月以上の方）

■ 類型
認知症対応型共同生活介護（地域密着型サービス）
※介護予防含む

グループホーム 入居者募集中！
見学受付中

■ 年間スケジュール

・クリニック往診（2週間に1回）　・歯科受診（1週間に1回）　・誕生日会（その都度）　・家族会（年1回）　・運営推進会議（2ヶ月に1回）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
● 初詣 ● 節分 ● ひな

　まつり
● 花見 ● 母の日 ● 父の日 ● 七夕

　まつり
● 夏祭り ● 敬老会 ● 外食 ● 文化祭 ● クリス

　マス会

アンクラージュ大橋南 

資料請求・お問い合わせ

TEL.092（593）2252
FAX.092（593）2262

※車による所要時間は、時速40㎞で計算しています。
　ラッシュ時など、表示時間と異なる場合があります。

アンクラージュ

大橋南
西鉄井尻駅

板付ランプ

JR笹原駅 JR博多駅

西鉄大橋駅 西鉄福岡（天神）駅2分2分11分11分徒歩徒歩

11分11分徒歩徒歩

3分3分車約車約

6分6分急行急行

6分6分

［アクセス］板付ICよりお越しのお客様は井尻4丁目交差点を左折して下さい。西鉄井尻駅、JR笹原駅より徒歩11分。

サンクス
県道31号線

（旧5号線）

都市
高速
・福
岡環
状道
路
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アンクラージュ

大橋南 

アンクラージュ大橋南 交通アクセス

有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・ケアプランセンター

■ 居室 1ユニット（定員9名）全室個室
ナースコール２ヶ所・電動ベッド・エアコン・トイレ・洗面台付収納

月額利用料（税別）

〈家賃・管理費・食費・水道光熱費込み〉 ※介護保険料1割負担金（31日）または2割負担111,000円

その他の行事

■ 特徴
● 複合型施設の為、各種イベントが多数有ります。　
● 居室にはトイレ、ベッド、収納、エアコン、洗面所付きです。
● 看取り対応も可能です。

検索



食 事 個別対応の食事による楽しい食卓
毎日のなかで何より楽しみなのが「お食事」。美味しく食べることができるのは、健やかさの基本です。アンク
ラージュは、好みに配慮したメニューづくりを行っています。旬の食材をふんだんに使った毎日のメニューの
他、ひな祭りやクリスマスなど四季折々の目や舌でも季節を感じていただけるイベントメニューも皆様に大
変喜ばれています。

サービス 身近なサポートで心地よい暮らし。
●フロントサービス
●巡回サービス
●情報サービス
●無料送迎サービス

●医療・健康管理サービス
●ヘルスケアサービス
●各種相談サービス
●コンサルティングサービス

●介護支援サービス
●緊急対応サービス
●イベントサービス
●食事向上サービス

●入浴準備サービス
●メンテナンスサービス
●改善提案サービス
●ファミリー通信サービス

余 暇 趣味を楽しむ、ゆとりと充実の時間。
元気ハツラツ体操、頭の体操、ペン習字、上映会、いきいき健康エクササイズ、お茶会、カラ
オケ、天気会、川柳 etc

パン屋、ヤクルト、石村萬盛堂、移動理美容、キッチンエール etc

月間予定、季節のイベント、レクリエーション、お出かけ etc

■ 入居対象者
65歳以上で身元引受人のとれる方

■ 特徴
●温泉　●個別対応食　●認知症予防

■ 居室 全80戸 全室個室
個室面積／14.00㎡～47.74㎡
ナースコール２ヶ所・電動ベッド・収納・エアコン・キッチン・トイレ・
洗面台付

介護付有料老人ホーム （自立型／要支援型／介護型）■ 類型
自立のときから入居が可能で、介護が必要になっても入居
を続けることができる自立・介護混合型のホームです。

毎日の生活について

■ 特徴
●プール、リハビリ、リラクゼーション、
　DIPカフェ、温泉、食事、お出かけ
●午前のみ、午後のみ、1日コース

■ 利用対象者
65歳以上で、要支援・要介護認定を受
けている方を対象と致します。

■ 送迎範囲
春日市・南区・博多区（一部）・中央区
（一部）・大野城市・那珂川（一部）・太宰
府市（一部）・筑紫野市（一部）

■ 利用料金
介護保険1割負担+食事代

■ 類型
通所介護　※介護予防含む

※スケジュールは曜日や利用状況により変更
する場合があります。

【デイサービスでの1日】

お迎え
到着
朝のあいさつ
プール・入浴・リハビリ
リラクゼーション・サークル・
物理療法・嚥下体操
昼食
DIPカフェ
プール・入浴・リハビリ
リラクゼーション・サークル
おやつ・リハビリ体操
レクリエーション
お送り

9:00
10:00

12:00
13:00

17:10

医療・介護の受け入れ体制

◎末期がん　◎心疾患　◎パーキンソン病　◎盲目　◎認知症　◎骨折　◎骨粗鬆症　
◎麻痺、痺れ　◎言語障害　◎介護度1～5（寝たきり）

　 受け入れ可能な症状について

※上記以外の症状等についてもご相談下さい。
◎インシュリン投与　◎胃ろう　◎腸ろう　◎透析　◎点滴　◎褥瘡（床ずれ）　◎痰吸引
◎バルーン　◎ストーマ　◎在宅酸素　◎ペースメーカー

　 受け入れ可能な医療行為について

専門のPT（理学療法士）により、下記の項目を実施しています。
◎日常生活動作訓練（食事、トイレ、動作）　◎基本動作訓練（寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行）
◎関節可動域運動（筋力増強）　◎作業活動（手芸等）

　 リハビリ（個別機能訓練）について

これまでの実績34件（平成28年3月現在）
◎安心介護

　 看取りのケアについて
◎レクリエーション　◎訪問ドクター　◎サークル　◎訪問マッサージ
◎訪問理美容 etc...

　 日常生活について

ウォーキングプールメニューについて
水中では「浮力」が働き、陸上より身体が軽くなります。そ
のため足腰にかかる負担が軽減され、関節等にとても優
しいのです。また水中にある身体には「水圧」による負荷
がかかり、筋肉に沢山働きかけます！

1. 水中歩行
① 前歩き（前方バランス）
② 後歩き（後方バランス）
③ 横歩き（側方バランス）
2. エクササイズ
① 屈伸（10回）
② 足の前後上げ（片足4拍子・両足で1回×5セット）
③ 太ももあげ開脚（片足4拍子・両足で1回×5セット）
④ つま先立ち（10回）
⑤ もも上げ（交互合わせて10回）
⑥ 四股踏み（交互合わせて10回）
⑦ 両腕を広げ上下運動（10回）
⑧ 両腕を前に出し上下運動（10回）
⑨ 両腕を前から横に広げる運動（10回）

珈 DIP cafe（ディップカフェ）
「楽しく認知症予防」 癒 リラクゼーション

「心地よい癒しのひとときを」

療 リハビリテーション
「自分らしく生きる」 湯 天然温泉

「花椿の湯」 外 お出かけ
「四季の喜びを感じる」

動 ケアロビクス
「分かりやすい体操をご一緒に」 趣 サークル

「楽しい仲間と趣味を広げてみませんか？」 食 お食事
「みんなで賑やかな楽しい食卓」

※年齢割制度あり
※返還金制度あり

単身専用 　    490万円～　980万円
単身・夫婦用　 1,280万円～1,590万円

入居一時金

自立から介護まで数十年先の暮らしを創る

有料老人ホーム
健康と認知症予防に

デイサービスセンター
入居者募集中！
見学受付中

●サークル活動 …

●移動販売 ………

●行　　事 ………

月額利用料金（税別）

お1人様 お2人様

自立型
要支援型

介護型

137,000円 237,000円

157,000円 257,000円

管理費、食費、洗濯代を含む。
※光熱費・水道代別途
※要支援・介護型の場合は、
介護保険1割または2割負担
になります。

無料体験実施中！
お食事付

日曜日、祝日も営業中です。

心と体と頭に
いい事

始めましょう。
ご自分に適した
メニューを選べます

■ メニュー
ウォーキングプールでは、PT・OTが考案したプールエクササイズを行っています。体に負担をかけない脚と腰のリハビリと健康
増進を主な目的とし、仲間と楽しみながらプログラムを行っていきます。歩 ウォーキングプール


