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サービス付き高齢者向け住宅

スリースマイル秋桜
デイサービス
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（202１年５月20 日現在） （2021 年5 月20 日現在）

居室総数

22室3６室 0 室 1 件 2 室 3 件

空き室 問合せ件数 居室総数 空き室 問合せ件数有資格者がご自宅に
訪問し、身体介護や
入 浴・排 泄 の 介 助、
食事などの家事援助
などを行います！

日曜日も含め
365日 営業中！
各曜日、若干名
空きあります

見学･体験など

お気軽に

ご相談ください

2021年（令和3年）
5 月号

【№１57】

ひまわり日和 株式会社サンコーライフサポート
ホームページはこちら→

「空室情報」「お知らせ」など更新中！

TEL 096-288-5728お問い合わせ 中嶋TEL 096-288-5728お問い合わせ 中嶋

https://sankolife .co.jp

今
後
の
予
定

合志市須屋1220-1みんなの居場所みんなの居場所 はなみずきはなみずき/

　6 月1６日（水）に毎年恒例のバザー開催を企画して
いましたが、新型コロナウイルス感染拡大、まん延
防止、重点措置対象地域指定などの状況を踏まえ、
延期することとしました。
　現在スタッフ一同で感染対策の徹底や開催方法等
も含め協議を重ねており、7 月 28 日（水）開催を予定
しております。毎回楽しみにして下さっているお客
様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご承知の
ほどよろしくお願い申し上げます。
※あくまで現時点での開催の予定であり、感染状況
などによっては再延期・中止の可能性もございます
ので、併せてご了承願います。

　今年度がスタートし２ヶ月、ぞうさんのはな保育園の子

ども達は、とても元気に過ごしています。大好きな「元気

な家ひまわり」「スリースマイル秋桜」のおじいちゃんお

ばあちゃんに会いに行ったり、秋桜農園へ収穫体験に出掛

けたり、活動的です。

　4月より新たに、豊かな感性の育ちとしての造形教室、

健康な身体作りとしての体操教室も始まり、２回/週の英語

保育同様に子ども達の心躍る楽しい時間になっています。

そして、日々の生活においては、国連が定める国際目標

SDGｓに取り組み、電気のつけっぱなし、水の出しっぱな

しをなくそう、緑を植えよう、平和・平等など、たくさん

の事を実践しながら学び、身に付けていっています。色々

な取り組みにご興味がある方、保育園に関心がある方等、

是非遊びに来てください。コロナ感染防止に取り組みなが

ら、お待ちしております！
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　合志市居住支援協議会は、令和 2年10 月

に発足し、合志市、(株)こうしみらい研究所、

合志市社会福祉協議会、(株 )サンコーライフ

サポートが構成団体として、「住まい」に加

え、「住まい方」の課題解決を関係機関・連

携企業と総合的な相談を受けて解決する団

体として活動しています。令和 3 年度から

一般社団として法人化し、会長に ( 株 ) こう

し未来研究所 濱田社長、副会長に(株)サン

コーライフサポート 社長の橋本が就任し、

地域の様々な「住まい」に関する相談を解

決に向けて取り組んでまいります。

　気軽に生活・住まいの

相談ができる、地域住民

の交流・休憩のスペース

としてご利用ください。

　皆さんが持っているス

キ ル や 時 間・物 な ど を、

必要としている人・困っ

て い る 人 と シ ェ ア す る

「シェアリング」コーナー

も設けています！

　人気の「手作り日替

わり弁当」に、話題の

＜ヴィーガン弁当＞が

仲間入りしました！完

全菜食なので健康志向

の方にピッタリの美味

しくヘルシーなお弁当

です♪ぜひご賞味を！

　４月に開所した「ぞうさんクラブ」では、特色

ある活動を取り入れています。

◆英会話　 ◆ジュニアヨガ　 ◆新聞アート

◆まんが室の活用（まんがミュージアムより 800 冊寄贈）

◆手作りおやつの提供　など、子どもたちもこ

れらの活動をとても楽しみにしています！

　コロナ禍で活動を制限される中、ストレスを

軽 減 で き る よ う、

子どもたちが興味

を持ち楽しんでい

けるような活動を

今後も取り入れて

まいります。

サービス付き高齢者向け住宅

スリースマイル秋桜
サービス付き高齢者向け住宅

スリースマイル秋桜入居者
募集中

現在、２室の空室があります。

　　 ◆ Aタイプ 2LDK （55.75㎡） 南側

　　 ◆ Bタイプ １ LDK （39.82㎡） 南側

どちらも広々とした空間で、単身の方はもちろん、ご夫婦

やご兄弟でも快適に過ごせる日当たりの良いお部屋です。

ペットも飼育可能！

コロナ対策を万全にしており、事前予約をいただければ、

いつでもご見学できるようにしております。

見学ご希望の方は、下記までご連絡ください！

Ｂタイプの
お部屋を
YouTubeで
ご覧いただけ
ます！

TEL 096-288-5569 担当:吉田
〒861-1102 合志市須屋 250-1

営業日／月曜～金曜
定休日／土曜・日曜・祝日
営業時間／ 10：00 ～ 15：00

13：30～14：45
10：30～11：15
11：30～12：15

〒861-1102 合志市須屋 1220-1 ＜須屋駅となり＞
 【事務所】TEL：096-288-5569（スリースマイル秋桜内）

キッチン・バス・トイレ・クローゼット・床暖房・エアコン完備

６０歳以上
の方なら

どなたでも
入居可能！

はなみずきはなみずき

みんなの居場所みんなの居場所

営業日／月曜～金曜
定休日／土曜・日曜
営業時間／ 10：00 ～ 17：00

みんなの居場所
はなみずき

イスヨガ教室

毎週開催中！

火曜

水曜

45分間の
癒しの空間です♪

みんなが
笑顔になる店

ひさしぶ
り～

元気しとったな～

総合支援室

　＜ヴィーガン弁当＞
肉・魚・卵・乳製品・はち
みつなど、動物性食品を
使用せず、野菜たっぷり
で調理しています！

一般社団法人
合志市居住支援協議会

造形教室造形教室新聞紙を使った新聞紙を使った

収穫収穫 体操教室体操教室

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒におじいちゃん、おばあちゃんと一緒に

スナップエンドウのスナップエンドウの

６／　３（木）歯科検診

　　　７（土）虫歯予防お話会　

７／　７（木）七夕会

　　１０（水）プール開き

　　２１（水）6月・7月生 誕生会

「地域交流バザー」についてのお知らせ

お問い合わせ：元気な家ひまわり 096-348-0039

TEL：096-342-4461 担当：吉村

できたよー！

450円450円

トルチェパントルチェパン 入居希望者の状況に応じて、公的福祉サービス（有料）の提供を
受けることで、入居しやすい環境を整えるものです。主な居住支
援サービスは次の通りです。
①見守り（安否確認）　②金銭・財産管理（後見制度）
③死後事務委任　④家財処理・遺品整理　⑤家賃債務保証　など

ひとつひとつ毎日消毒中！ひとつひとつ毎日消毒中！

TEL：096-288-4888 立山TEL：096-288-4888 立山

「夢かりんとう」 は須屋駅隣の

『はなみずき』 でも販売中！

「夢かりんとう」 は須屋駅隣の

『はなみずき』 でも販売中！

ほかにも、かわいい杖バッグ、

杖ホルダーもございます♪

ハローキティ
コラボ商品

☎(0964)22-6916
（グループホームうきうき内）西岡・江藤・前田

福祉用具販売・貸与事業所

１ 個 280円
２ 個 500円


