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部

萩生1061

TEL 47-5890 FAX 40-8020

保存版

全事業所を統括し、組合員さんの声のもと、きびしい情勢に負けない
体制作りにつとめています。

2 新田診療所

在宅療養支援診療所

新田町1-9-9 TEL 34-0207 FAX 34-0292
内科・皮膚科・リハビリテーション科・外科
小児科・糖尿外来
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15：00〜18：00
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2014年 新居浜医療福祉生協の

事業所MAP

土

川西のみなさん
介護のご相談は

○

澤村までどうぞ!!

通所リハビリ 送迎 昼食 入浴
TEL 34-0007 FAX 34-0008
毎週 月〜土 8：30〜17：30 短時間利用も可能です。

15 16 17
18 19 20

敷島

東中

2 3
4

FAX 65-3712

在宅でできるだけ長く暮らせるように支援します。

若宮小

5

佐竹までどうぞ!!

24時間
対応

24時間OK です。
は

FAX 65-3682

家庭的な雰囲気の中で過ごして頂きます。
状況により、看取り介護の対応させて頂きます。

上部西のみなさん
介護のご相談は

6

6 デイサービス 川辺の家
FAX 52-0586

26

萩生1061 TEL 40-2525 FAX 40-2215
内科・呼吸器内科・リハビリテーション科
入院19床
8:30〜12：30
15：00〜18：00

漢方外来

月
○
○

火
○
○

水
○
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2・4・5

火

水

木

金

土

9:00〜12：30

○
○

15：00〜17：00

8 デイサービスセンター 風のうた
通所介護 送迎 昼食 入浴
TEL 40-5570 FAX 40-5721
毎週 月〜日・祝日 8：00〜19：00
急遽のお泊り対応可能・朝食夕食提供サービス実施

9 リハビリセンター 風車

※11月1日よりなかはぎは風車になります。

通所リハビリ 送迎 昼食 入浴
TEL 40-2008 FAX 40-5721
毎週 月〜土 8：00〜17：30
自宅で生き生きと生活できるような、リハビリの
提供を行います。

10 デイサービス 風花
TEL 40-2526

FAX 40-2527

365日 年中無休 8：30〜17：30
自分のお家にいるようなくつろげる場所でありたい。
いつも心に笑顔をお届けします。

24時間対応

FAX 65-1656

24時間対応

定員9名 24時間対応
南小松原8-68 TEL 65-3511

1 7 8
9 10 11
12 13 14

FAX 65-3517

一人ひとりの思いや生活を支援していきます。

新居浜I.C.

22 デイサービス さくらんぼ
通所介護 送迎 昼食 入浴
東雲町1-4-33 TEL 65-1003
毎週 月〜土 8：30〜17：30
時間延長はご相談ください。

FAX 65-1013

明るく家庭的な雰囲気の中、
笑顔で一日過ごしていただけるよう頑張っています。

第1・第3のみ

月

TEL 31-5700 FAX 31-5710
毎週 月〜土 8：30〜17：30

21 グループホーム あおぞら

土
○

木
○
○

19 訪問看護ステーション たかつ

地域交流室 縁がわを併設
（月・火・木 10時〜 13時30分まで営業中）

はぎ

在宅療養支援診療所

FAX 34-2604

20 あったかほーむ たかつ

中萩小

なか

土
○

18 居宅介護支援センター たかつ

TEL 32-6880

岸 までどうぞ!!
24時間OK です。

金
○
○

お子様から高齢者まで、暮らしと医療を支えます。
お気軽に御相談下さい！

66-2636

めざしているもの
・利用者様の立場に立った質の高いサービス
・心かようあたたかい介護

7 中萩診療所

国
領
川

予

機能訓練 送迎 昼食 入浴
西条市船屋甲584-2 TEL 52-0578
毎週 月〜土 8：30〜17：00

木
○
○

16 デイケアセンター ともだち

TEL 31-5600

31-5600

に
い

TEL 65-3681

水
○

線

新田町2-8-24

上部東・川東のみなさん
介護のご相談は

ま

5 グループホーム 香り草 定員8名

火
○
○

色々なクラブ活動に挑戦していただいて、特技や趣味
で楽しみましょう。

讃

TEL 65-3711

月
○
○

通所介護 送迎 昼食 入浴
TEL 31-1818 FAX 31-1819
毎週 月〜土・祝日 8：30〜17：30

たきはま

利用者様本位のケアを大切にし、日々の変化に対応できる
サービスを目指しています。

4 居宅介護支援センター そらいろのたね

8:30〜12：30
15：00〜18：00

17 デイサービス わいわいクラブ

22 23

橋

24時間OK です。

高津町3-20 TEL 31-5550 FAX 33-5775
内科・リハビリテーション科

各種専門職によるリハビリが充実
（個別リハビリ・パワー
リハビリ・口腔機能向上訓練）

21
24
25

65-3711

3 デイケアセンター ひだまりの里

在宅療養支援診療所

通所リハビリ 送迎 昼食 入浴
TEL 31-5553 FAX 31-5710
毎週 月〜土 8：30〜17：30

27

○

15 高津診療所

11 居宅介護支援センター おとなりさん
TEL 66-2636

FAX 66-2637

あなたの相談に親身につきあいます。

26 デイサービス みんなの家
通所介護 送迎 昼食 入浴
船木4620-2 TEL 31-8710

24時間電話対応

FAX 31-8705

365日 年中無休 8：30〜17：00

12 訪問看護ステーション そよ風さん
TEL 40-5539 FAX 66-2637
毎週 月〜土 8：30〜17：30

契約者のみ
24時間対応

介護保険は予防の段階から訪問リハビリ等対応。
医療度の高い方から看取りまで対応できます。

13 鍼灸指圧院 ふわり
TEL・FAX 40-2563
毎週 月〜土 8：30〜17：30
予約制・往療可
心も身体もふわりと軽くなる治
療を目指しています。
お気軽に、ご相談下さい。

14 サービス付き高齢者向け住宅 風の舞
TEL 40-2528
24時間のサポートで思いのままに暮らせる我が家。
診療所と介護事業所が連携しながら、充実した体制で暮ら
しを支えます。

知り合いのお家に遊びに来たような、ゆったりした時間
を提供しています。

27 小規模多機能 垣生倶楽部
垣生4-3-35

28 銀のいと

TEL 67-1688

24時間対応

FAX 46-5020

活動会員募集中！

萩生1300-2 岸の下の家 TEL 090-4472-3644
困ったことがありましたら、いつでもお気軽に
お声をおかけ下さい。

23 デイサービス のんびりさん
通所介護 送迎 昼食 入浴
桜木町8-37 TEL 31-5011 FAX 31-5031
毎週 月〜土・祝日 8：30〜17：30
時間延長はご相談ください。
民家を活用した少人数のデイサービスです。お一人おひ
とりの個性を大切に、心に寄り添うケアを提供します。

24 ヘルパーステーション 野の花
南小松原町8-68 TEL 65-1058

FAX 65-1068

25 定期巡回随時対応型訪問介護看護 野の花
南小松原町8-68 TEL 33-0203

24時間
対応

FAX 65-1068

365日24時間、定期・随時の訪問で介護や相談援助。

通所リハビリテーション（デイケア）…
リハビリテーションを目的にした医療
系の通いのサービスです。

指定居宅介護支援センター…介護認定を受
けている方々の介護相談や、介護計画など
を作成しサービスの提供状況を見守ります。

訪問看護…かかりつけ医師と相談しな
がら、看護師がお宅に出向き、自宅で
の療養生活を支援します。
通所介護（デイサービス）…日常生活の
お世話と家族の介護負担の軽減を目的
にした福祉系の通いのサービスです。

グループホーム（認知症対応型小規模住宅）…少人数の方々が、家族的な落ち着いた雰囲気の中で、共同
生活を営み、食事の支度や、掃除・洗濯などを介護スタッフと共に行い生活する
「住居」
です。

小規模多機能型居宅介護…可能な限り自立した生活を
送れるよう、施設への「通い」を中心として、短期間の
「宿泊」
や自宅への「訪問」
を組合せ、支援を行います。

「１日複数回の定期的な訪問」と「２４時間体制の電話対応」、
定期巡回･随時対応型訪問介護看護…
「要請に
応じた２４時間対応での随時訪問」の３つのサービスがセットで、１か月当たり定額で利用できるサービス
です。

※祝祭日・年末年始・お盆などはお休みする場合があります。その他変更がある場合がありますので、各事業所までお問い合わせください。
（2014年10月現在）

